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表紙説明：
　“HA の結晶構造と HA コーティングインプラントが骨と直接結合している組織標本”

　　　　HA is hexagonal (by H.Aoki et.al :Inorganic crystal structure Database of the Crystallographic Society of Japan, 
　　　　　　　　　　　　http://www.crsj.jp/database.html).
　　　　Histology images are showing direct bonding of bone and HA-coated implant.
　　　　  Left( given by Prof.Hideki Aoki：HE stain for dog femur after 2weeks)
　　　　  Right(given by Prof.Shohei Kasugai：Toluidine blue stain for porcine jaw after 1month)
　　　　Cover designed by S.Okayama Ph.D.
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Preface

I have never strayed from my path as an oral surgeon, and until the 
mid-1980’s was convinced that implants should be removed, to the point 
that I never even considered using them in my own clinical practices.  
The first implant I encountered was in 1988 Germany (at the time, 
West Germany) at the Johannes Gutenberg University of Mainz while I 
was studying maxillofacial surgery abroad.  It was a cylindrical implant 
with hydroxyapatite coating (HA coating).   For the purpose of recon-
structing oral function of an oral cancer patients, a removable denture 
was set onto the implants placed into the transplanted bone.    As a 
result, the patient regained functionality in their mouth faster and was 
able to make a swift return to their. social life.
  After returning to my home country, I began to use these HA-coated 
implants in my own clinical practice, introducing them to young re-
cruits eager for new information.  There is no need for me to say that 
they were indeed very successful.  Regarding HA, there had been clini-
cal research conducted since 1985 on the use of porous hydroxyapatite granules inserted into parts of 
jaw bones with defects,  such as cysts.  I have published on the usefulness of this practice in a 1988 issue 
of the Keio Journal of Medicine.  Since then, it has been used frequently as bone substitute in procedures 
such as sinus augmentation. HA was well known for its biological safety and biocompatibility along with 
its osteoconductivity.  As a result, apparently the term “biointegration,” a direct biochemical bonding to 
bone, was already in use at the time.
  Nest year, the Biointegration Society will be holding its fifth academic convention, in Tokyo with my-
self as the chairman.  Many core researchers and clinicians will gather and share a year’s worth of new 
information.  It is true that we are still a new society with a fewer members than other medical societies, 
I, however, believes that the passion of the society members to establish the base of implant treatment 
as a national clinical practice is very encouraging.
  To conclude, I would like to express my hope that this society will not only circulate the fruits of basic 
scientific and clinical research on HA, but also will advance implant research as a whole.

July, 2014.

Soichiro Asanami
Visiting Professor of International 
University of Health and Welfare
Executive Board Member of Bio-
Integration Society,
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巻　頭　言

　口腔外科一筋に歩いてきて，1980 年代中ごろまではインプラントは撤去するものとひた
すら思い込み，臨床にとり入れることなど頭の片すみにもありませんでした．はじめて出
会ったインプラントは，1988 年ドイツ（当時は西ドイツ）のマインツ大学の顎顔面外科に
留学した時で，ハイドロキシアパタイト（HA）コーティングしたシリンダータイプのイン
プラントでした．口腔がんの再建症例の移植骨にインプラントを支台歯とした義歯を装着
し，口腔機能を回復することにより早期の社会復帰を可能にしていました．
　帰国後はこの HA インプラントを導入し，新しい情報を渇望していた若い教室員と臨床
に応用し，多くの成果をあげたことはいうまでもありません。HA については、実はその前
の 1985 年より多孔性ハイドロキシアパタイト顆粒を嚢胞などの顎骨欠損部に填入した臨床
研究を行っていました。その有用性については，1988 年の Keio Journal of Medicine 誌で
発表しています．その後は骨補填材としてサイナスエレベーションなどにも多用してきま
した．HA が，生体安全性，生体親和性および骨伝導能性を有することは広く知られており，
骨と直接生化学的に結合するバイオインテグレーション (Biointegration) という用語はその
頃すでに用いられていたと聞いております．
　本バイオインテグレーション学会学術大会は，来年には第 5 回となり私が大会長で東京
で開催いたします。多くの基礎の研究者や臨床医が一堂に会して , この 1 年間の新しい情報
を共有する場となっております．まだ誕生して新しい学会で会員数は他の学会と比べると
少ないのが現状ではありますが，学会発足以来，会員のインプラントを国民医療として定
着しようという熱い思いに手ごたえを感じています．
　最後になりますが，HA はもとよりインプラントに関する基礎的並びに臨床的研究成果が
本学会より発進されることを祈念して巻頭の言葉としたいと思います。

　平成 26 年 7 月
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●特別企画：“再生医療と未来のインプラント”

骨再生の分子基盤

山口　朗

Molecular basis of bone regeneration

Akira Yamaguchi

　東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科　口腔病理学分野
　Department of Oral Pathology, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental University

Abstract

 Bone tissues are regulated by the osteonetwork that composed of variety of factors derived from inside and 
outside of the skeletal tissues. We describe the concept of the osteonetwork, and explain the maintenance and 
destruction of the osteonetwork in the bone regeneration and bisphosphonate-related osteonecrosis of jaws. 
This concept is helpful to understand the molecular basis of bone regeneration as well as other bone diseases.

(J Bio-Integ 4 : 3 - 8, 2014.)

１．緒　言

　1864 年にドイツの解剖学者 Gegenbaur が骨表面
の骨を造る細胞を Osteoblasten（骨芽細胞）と命名
し，1873 年にはやはりドイツの解剖学者 Kölliker
が骨表面の大型の細胞は骨を吸収する細胞と考え
Osteoclasten（破骨細胞）と命名したといわれている．
そのため，今から約 140 年前には骨芽細胞が骨を造り，
破骨細胞は骨を吸収するという基本原理が確立された
といえる．この間に，多くの優れた骨細胞生物学の研
究が行われ，骨芽細胞，破骨細胞の機能を分子のレベ
ルで語ることができるようになってきた．特に骨生物
学の研究は，培養系の確立や遺伝子改変マウスの導入
により，1990 年代後半から急速に進展し，骨芽細胞，
軟骨細胞，破骨細胞の分化・機能を制御する転写因子
やシグナル伝達機構の解明に我が国の研究者が大きな
貢献をしてきた．

　一方，骨組織は再生能力の強い組織の一つであるが，
骨再生過程における細胞・分子レベルでの解析は遅れ
ていた．しかし，近年の骨細胞生物学の進展に伴い骨
再生のメカニズムも分子・細胞レベルで解析されるよ
うになってきた．本稿では，まずオステオネットワー
クの概念を概説し，オステオネットワークの維持と破
綻・再構築について概説する．

２．オステオネットワークの概念 1）

　近年，骨芽細胞・破骨細胞と骨髄内の造血系細胞，
免疫系細胞，脂肪細胞などとの密接な連関が明らかに
され，骨芽細胞・破骨細胞は骨を形成，吸収するだけ
ではなく，骨髄環境を制御する重要な役割をもつ細胞
として注目されるようになってきた．骨組織を構成す
るこれらの細胞群の分化と機能はホルモン・サイトカ
インやメカニカルストレス（力学的負荷）などのバ
イオモデュレーターで制御されている．カルシウム
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調節ホルモンであるビタミン D や副甲状腺ホルモン
（PTH）以外に，骨に関連しないと思われていたレプ
チンなどが骨代謝を制御していることが示され，多く
の臓器・組織が骨代謝を制御していることも明らか
にされている．その一方で近年，骨組織で産生される
fibroblast growth factor（FGF）23 やオステオカルシ
ンが骨格以外の臓器・組織を制御していることが明ら
かにされ，注目を集めている．これらの新知見は，骨格
が従来考えられていたホルモン，サイトカインなどの標
的組織であるだけではなく，骨外臓器・組織の機能を
制御する内分泌器官の一つであることを示している．
　このように，近年の骨生物学の飛躍的な発展によ
り，骨組織を細胞・分子レベルで理解できるようにな
り，骨と他の臓器・組織の新たな相互作用の重要性が
クローズアップされている．しかし，従来の概念で骨
格を統合的に理解することが困難な状況にもなってお
り，骨格を全身臓器・組織との関連の中でオステオネッ
トワークとして捉えなおす必要が生じている（図１）．
現在，我々はオステオネットワークの構築・維持・破

綻のメカニズムを解析することにより，骨病へのアプ
ローチを行っている（図２）．

３．オステオネットワークの維持

　オステオネットワークを維持する重要な因子として
力学的負荷がある．そして，力学的負荷により引き起
こされる骨リモデリングでは骨細胞が重要な役割を
担っていることが明らかにされつつある．そのため，
我々は力学的負荷による骨リモデリングにおける骨細
胞の役割を解析するため，骨細胞を特異的に死滅させ
ることのできる遺伝子改変マウス（DTR-Tg）におい
て矯正力による歯の移動を行う実験モデルを適用した
2）．この DTR-Tg は DMP1 プロモーターを使用しヒ
トジフテリア毒素レセプターを骨細胞に特異的に発現
しているため，ジフテリア毒素（DT）を投与するこ
とにより骨細胞を死滅させることができる．歯の移動
実験では 10g のニッケルチタンコイルを上顎切歯と
上顎第一大臼歯間に結合し，上顎第一大臼歯を近心に
移動させた．本研究では，DTR-Tg マウスを DT（50ug/
kg）投与群と非投与群に分け，両群マウスで 4 日，8
日，12 日間歯の移動を行い，歯の移動距離と組織学
的変化を解析した．4 日，8 日間の歯の移動実験にお
いて DT 投与群では DT 非投与群よりも移動距離が減
少傾向を示し，12 日間の移動実験では DT 投与群の
移動距離が有意に減少した（図３）．さらに 8 日，12
日間の歯の移動実験において DT 非投与群と比較し
DT 投与群では TRAP 陽性破骨細胞の数が減少して
いた．これらの結果は，矯正力による歯の移動により

　図１：オステオネットワークの概念

　図２：オステオネットワークの具体的な研究内容
図３： ジフテリア毒素投与マウスでは矯正的歯の移動距離が少

ない．文献２より引用
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引き起こされる破骨細胞の誘導では骨細胞が重要な役
割を担っていることを示している．

４．オステオネットワークの破綻

　我々はオステオネットワークの破綻による種々の病
態を解析しているが，本稿では骨再生と骨吸収抑制剤
による骨破壊について概説する．

１）�骨折の治癒過程と骨再生過程における遺伝子発現
の網羅的解析

　骨折が起ると，初期の外傷性反応として出血による
血腫が形成される．この時，血小板に由来する TGF-
βや PGDF（platelet-derived growth factor）は，引
き続いて起る肉芽組織の増殖に関与すると考えられ
る．骨折部に形成される肉芽組織中には，後に骨・軟
骨を形成する能力を有する再生芽ともいえる細胞が出
現するが，それらの細胞の性状や由来は十分に明らか
にされていない．この点を含めて，骨再生部における
間葉系幹細胞の同定とその性状の解析が今後の重要な
課題として残されている．
　長管骨の骨再生過程では，骨折後さらに時間が経過
すると，肉芽組織の部位には骨芽細胞，軟骨細胞が出
現し，仮骨の形成が始まる．また，骨折部周辺でも骨
膜細胞の増殖が起り，骨の添加がみられ，仮骨の形成
も始まる．時間の経過とともに，各々の仮骨部は軟骨
または骨に特徴的な細胞外基質を産生し，成熟する．
その後，軟骨は骨組織に置換され，軟骨内骨化が進行
し，骨折の治癒が完了する．一方，抜歯窩の治癒過程
では通常，軟骨の形成は認められない．その理由は明
らかにされていないが，抜歯窩では血管の供給が非常
に良いために酸素分圧が上昇し，骨芽細胞へ分化しや
すい状況となるためかもしれない（酸素分圧が低いと
軟骨細胞へ分化しやすいと考えられている）．
　我々はマウス大腿骨の骨再生モデルを用いて，骨再
生前と骨再生 5 日目，10 日目，15 日目における遺伝
子発現をマイクロアレイで解析し，多くの遺伝子変
動を確認した．その中で，CCN3 について紹介する．
CCN3（NOV）は CCN ファミリー（CYR61, CTGF, 
NOV の頭文字に由来する）に属する分泌性のタンパ
ク質である．我々は，骨芽細胞様培養細胞を用いた
実験や移植実験で，CCN3 は BMP-2 に結合して BMP

のシグナルを抑制するとともに，Notch に結合してそ
のシグナルを促進することにより，最終的に骨芽細胞
分化を抑制することを明らかにした（図４）3, 4）．さ
らに，骨再生過程における CCN3 の役割を明らかに
するために，2.3 kb Col1a1  promoter を用いたCcn3  
transgenic（Ccn3  Tg） マ ウ ス 及 び Ccn3  knockout 

（Ccn3  KO）マウスを用いた実験を行った 5）．その
結果，Ccn3  Tg マウスの骨格では，骨形態計測法で
野生型マウスの骨格に比べ骨量が減少していたが，
Ccn3  KO マウスの骨量は野生型と差がなかった．ま
た，Ccn3  Tg マウスの骨再生は野生型と変化がなかっ
たが，Ccn3  KO マウスの骨再生は野生型マウスより
亢進していた．さらに，Ccn3  KO マウスの骨再生過
程では，野生型マウスに比べて骨芽細胞分化に関連す
る遺伝子の発現が骨再生初期で上昇していた．骨再生
初期における Smad1/5 のリン酸化，核移行は，Ccn3 
KO マウスの方が野生型マウスに比べて促進してい
た．これらの結果より，CCN3 は骨芽細胞分化及び骨
再生を抑制する因子であることが明らかとなった 5）．

図４： CCN3 は BMP/Notch シグナルを制御して骨芽細胞分化
を抑制する
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２）骨吸収抑制剤と顎骨壊死 6）

　骨吸収抑制剤は骨粗鬆症や癌の骨転移のなどにおけ
る骨破壊の予防や進展の防止に利用されている．特に，
強力な骨吸収抑制作用剤であるビスフォスフォネート
や抗 RANKL 抗体は，これらの疾患の予防・治療に
有効な薬剤として広く利用されている．しかし，これ
らの薬剤の投与により顎骨壊死が惹起されることがあ
るため，歯科臨床では注意を要する．

　（1）ビスフォスフォネート関連顎骨壊死（BRONJ）
　　 　ビスフォスフォネートはヒドロキシアパタイト

に強い親和性を有するために，血中に入ったビス
フォスフォネートの 50% は骨に蓄積し，それら
は長期に残存する．アレンドロネートの骨組織に
おける半減期は 10 年とされている．これらの特
徴がビスフォスフォネートの骨吸収抑制メカニズ
ムで重要となる．つまり，骨組織に沈着したビス
フォフフォネートは，骨吸収の過程で骨より掘り
出されて破骨細胞内に取込まれ，それが後述する
ように FPP synthase を阻害し，破骨細胞の細胞
骨格の障害やアポトーシスなどを誘導して破骨細
胞の機能を抑制する．そのため，ビスフォスフォ
ネートは破骨細胞の分化過程より，むしろ成熟し
た破骨細胞の機能を抑制する作用が主となる（図
５）．

　　 　ビスフォスフォネート骨格の炭素側鎖（R2 側
鎖）を窒素含有側鎖（アミノ基：-NH2）に置換
することで，骨吸収抑制作用が増強する（パミド
ロネート，アレンドロネートなど）．さらに，R2

側鎖に窒素を含有する環状構造を有するものはさ
らに骨吸収抑制作用が有する（レセドロネート，

ゾレドロネートなど）．窒素含有ビスフォスフォ
ネートは，コレステロールの合成系であるメバロ
ン酸代謝経路のファルネシルピロリン酸合成酵素
[farnesyl pyrophosphate（FPP）synthase] を 阻
害し，ファルネシルピロリン酸（FPP）の合成を
阻害する．その結果，メバロン酸代謝経路の下流
のゲラニルゲラニルピロリン酸（GGPP）の合成
も阻害され，Ras, Rho, Rac, Rab などの低分子 G
蛋白のプレニル化（プレニル基を蛋白質に付加す
る反応）が抑制される（図６）．そのため，低分
子 G 蛋白が関与する種々の情報伝達が阻害され，
細胞膜上での局在や標的蛋白質への移動が障害
される．破骨細胞で低分子 G 蛋白は細胞骨格形
成，波状縁（ruffled border）形成，細胞内輸送，
生存維持などの機能を担っているので，低分子 G
蛋白のプレニル化が阻害されると細胞骨格が破綻
して波状縁が消失し，アポトーシスなどが誘導さ
れて，破骨細胞の機能が阻害される．

　　 　現在までに，BRONJ の病理組織学所見として
以下のような事項が報告されている．①骨壊死（腐
骨），②細菌の存在（放線菌が主），③骨髄炎（図
６A,B），④破骨細胞の変化（増加と減少の両者
有り），⑤反応性骨増生，⑥偽上皮性過形成，⑦
血管数の変化（増加と減少の両者有り）．しかし，
これらの所見は，ビスフォスフォネートを服用し
ていない患者の顎骨骨髄炎にもみられる所見であ
る．我々は，BRONJ とビスフォスフォネート非
投与患者の顎骨骨髄炎の病理組織所見を比較検討
した結果，両者で大きな違いがみられたのは，破
骨細胞の動態であった．つまり，BRONJ 症例で
はビスフォスフォネート非投与患者の顎骨骨髄炎
に比べて，巨大破骨細胞と骨表面より遊離した破
骨細胞の数が有意に多かった（未発表データ）．
このような破骨細胞が出現することは，前述した
ようにビスフォフフォネートが破骨細胞に取込
まれ，FPP synthase の阻害に始まり，Ras, Rho, 
Rac, Rab などの低分子 G 蛋白のプレニル化を抑
制し，細胞骨格や細胞接着の破綻などを来たした
結果と考えると理解し易い．

図５： 窒素含有ビスフォスフォネートの骨への分布と骨吸収抑
制機序
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　（2）デノスマブ投与による顎骨壊死
　　 　2011 年の癌の骨転移患者におけるビスフォス

フォネート（ゾレドロン酸）とデノスマブの効果
を比較した論文では，両者とも骨関連事象の発生
率を同程度で予防したが，ほぼ同じ頻度で顎骨壊
死も発症することが報告された 7, 8）．これらの報
告より，薬剤関連顎骨壊死はビスフォスフォネー
トだけではなく，デノスマブのような強力な骨吸
収剤の投与によっても惹起されると考えられるよ
うになってきた．デノスマブ関連顎骨壊死の症例
報告や総説が報告されているが，BRONJ に比べ
ると蓄積された症例数が少なく，さらなる臨床病
理学的検討が必要である．

　（3）Bone-modifying agents（BMA）関連顎骨壊死
　　 　米国臨床腫瘍学会（ASCO）は，2011 年に骨

吸収剤投与に関連する顎骨壊死はビスフォスフォ
ネートだけではなく，デノスマブの様な強力な骨
吸収剤でも出現するために，ビスフォスフォネー
トやデノスマブを Bone-modifying agents（BMA）
として捉えることを提唱した 9）．この報告で特に
重要な点は，「乳癌骨転移患者の全ては BMA を
使用する前に，歯科検査と予防的歯科治療を受け
るべき」という事項を Key Recommendations の
一つとして加えたことである．また，「BMA 治
療における ONJ の安全性に関する重要な点は何
か」という Clinical Question を設定した．そし
て，その回答の中でも，BMA 投与前に，良好な
口腔衛生の維持と予防的歯科検診の必要性と，可

図６： 窒素含有ビスフォスフォネートは破骨細胞の低分子
GTP 結合タンパクの機能を抑制して骨吸収を抑制する

能な限り侵襲的歯科処置を避けることを強調して
いる．また，抜歯窩の初期の骨性治癒が起るまで
は BMA の使用を延期すること，および BMA 使
用前に侵襲的歯科処置が決まっている時は臨床的
状況が許す限り，創傷治癒が起るまでの 14-21 日
は BMA の投与を延期することを推奨している．

５．結　論

　　 　 従 来 の 骨 生 物 学 に 加 え て， 本 稿 で 述 べ た
Osteonetwork や Ostecrine System と い っ た 新
しい骨生物学の概念を導入することにより，骨の
生物学的特性の理解を格段に高めるのみならず，
種々の骨疾患の病態解明や新しい治療法の開発へ
の道が開け，我が国から新たな骨生物学研究が芽
生えることが期待される．さらに，これらの研究
は骨組織以外の臓器・組織の理解に新たなパラダ
イムシフトを引き起こす波及効果も期待できる．
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●特別企画：“再生医療と未来のインプラント”

iPS 細胞が拓く未来の再生医療

星　和人 1,2）、宇都　さくら 1,2）、高戸　毅 1）

Future regenerative medicine developed by iPS cells

Kazuto Hoshi 1,2), Sakura Uto 1,2), Tsuyoshi Takato 1)

　１）東京大学医学部附属病院　口腔外科
　２）大学院医学系研究科　軟骨・骨再生医療寄付講座
　１）Oral-Maxillofacial Surgery, The University of Tokyo Hospital
　２）Department of Cartilage and Bone Regenerative Medicine, Graduate School of Medicine, The University of Tokyo

Abstract

 Maxillofacial area is important for maintaining quality of life, and especially, cartilage plays an important role 
as the framework for both cosmetics and function. The conventional treatment for the loss of tissue in the 
maxillofacial area requires improvement and thus, the regenerative medicine is becoming more important. 
Regenerative medicine for cartilage is in advance for the self-renewability of this tissue is very poor. Various 
cell sources are developed in regenerative medicine, but there are rooms for improvement. Recently induction 
of iPS cells opened a breakthrough to the obstacles facing regenerative medicine. In this review, we introduce 
one of the hottest topics involving the regenerative medicine.                               (J Bio-Integ 4 : 9 - 13, 2014.)

１．再生医療への期待

　顎・顔面は，聴覚，嗅覚，味覚，視覚などのさまざ
まな感覚器官が集合する生体情報の窓口である．ま
た，多彩な表情を作るため審美上重要であり，生活の
質（QOL）を維持するためにはきわめて重要な器官
である．顎・顔面は，軟骨や骨，粘膜，皮膚などの多
くの組織が限られた領域の中で密接に結合し，複雑で
高度に機能化した構造を有している．その中でも軟骨
は，顔面の凹凸を決める鼻や耳のフレームワークを形
成し，表情筋や皮膚，粘膜などと密接に隣接しながら，
機能的でかつ複雑な 3 次元形態を呈している．
　顎・顔面は，先天異常，外傷あるいは悪性腫瘍など
のさまざまな疾患，障害により欠損や低形成を生じる．

顎・顔面部では損傷・障害を受けると，仮に範囲が小
さくても欠損は複雑になり，重大な機能障害を生じる．
したがってその再建には，複雑な形態が正確に再現さ
れ，十分に機能化された組織の移植が必要になる．
　従来，顎・顔面の組織欠損に対しては自家組織移植
が用いられてきた．しかしこの術式は，ドナー部位に
大きな侵襲が及ぶのに加えて，移植後の審美的・機能
的問題が残り，改善すべき余地は多い．整容的な観点
からは，シリコーンなどの人工物の移植や，人工補綴
物を体の表面に取り付けるエピテーゼ再建法が選択さ
れる場合もあった．しかし，前者は現在，保険診療で
は認められておらず，後者も患者側の組織とのイン
ターフェースにトラブルが多く，広く普及するには
至っていない．少子高齢社会を迎える今日，若年者や
高齢者が疾患対象となりやすい顎・顔面の先天異常，
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外傷あるいは悪性腫瘍に対するレベルの高い治療は，
ますます重要性を増していると言える．
　このような従来法の問題点を克服する治療法とし
て，再生医療が注目されている．再生医療では，従来
の移植医療とは異なり，採植部位への侵襲が軽減さ
れ，また，工学技術を大胆に導入して様々な機能や任
意の 3 次元形状を付与することができる可能性がある
ため，画期的な医療技術になると高く期待されている．
特に，軟骨組織は自己修復力に乏しいため，一旦損傷
を受けると，自然治癒や薬剤による修復が期待できな
い．そのため再生医療の導入への期待が高い．軟骨分
野では再生医療の研究が盛んに行われており，すでに，
関節軟骨の修復や，顎・顔面では小耳症の治療や口唇
口蓋裂の鼻変形の治療に軟骨再生医療が臨床導入され
ている 1,2）.

２．再生医療の細胞源

　再生医療に用いる細胞は一般に，体細胞（成熟細胞），
体性幹細胞（組織幹細胞），胚性幹細胞（ES 細胞）・
多能性幹細胞（iPS 細胞）に分類できる．
　体細胞は，軟骨再生では軟骨細胞が該当する．現在，
臨床再生医療の細胞源となる軟骨組織として，関節軟
骨や耳介軟骨が使われている．耳介軟骨は皮下に位置
するため，手術的な採取が容易である．しかし，弾性
軟骨であるため，硝子軟骨である鼻軟骨の修正などに
つかうことに対しては議論が残る．各種軟骨細胞は利
点と欠点を備えており，再生医療の細胞源の検討に際
しては，治療対象や製造する再生組織の特性を勘案し，
十分検討する必要性がある．
　組織幹細胞は，軟骨に分化しうるものとして，軟骨
膜幹細胞，骨髄間葉系幹細胞，脂肪幹細胞，滑膜幹細
胞などが報告されている．軟骨膜幹細胞としては，耳
介軟骨の軟骨膜に存在する CD44，CD90 陽性細胞が
高い軟骨特性を有しており，軟骨膜中の幹細胞の存在
が示唆されている 3）．関節軟骨では，骨髄由来の間葉
系幹細胞を関節欠損部に自家移植することにより良好
な軟骨再生が得られおり，すでに臨床上の成果を得て
いる 9）．その他，滑膜由来細胞では，滑膜由来の間葉
系幹細胞を用いて関節軟骨の修復に成功している 4,5）．
また脂肪幹細胞は，脂肪由来の CD34 陽性細胞が肝要
系組織再生の有用な細胞源として報告されている 6）．

このように，様々な組織由来の幹細胞で軟骨再生医療
の細胞源としての可能性が示唆されている．一方，単
離および培養法の確立は今後の課題であり，少量の組
織から細胞を採取して増殖させるという再生医療の
ニーズに応えるためには，今後更なる検討が必要であ
ろう．
　ES 細胞は，高い増殖能と多分化能を有し，多くの
臓器の修復に貢献できるため，障害臓器に細胞を投与
する細胞療法における有用なツールとして研究開発が
進んでいる．しかし，ES 細胞は順調に成長すれば生
命になる受精卵を利用しているため，倫理的な課題を
抱えている．それに加えて，自己の受精卵を採取する
ことは原理的に不可能であり，他人の細胞を移植する
ことになるので，免疫拒絶の問題など，広く普及する
ためには依然，高いハードルが存在する．
　Oct3/4，Sox2，Klf4，c-Myc の 4 つの遺伝子（ヤ
マナカファクター）を体細胞に導入することにより体
細胞を初期化し，ES 細胞と同じく多能性を持つ細胞

（人工多能性幹細胞，iPS 細胞）も高い期待が持たれる．
iPS 細胞は体細胞から多能性幹細胞を樹立することが
できるため，自家移植が可能である．iPS 細胞の作出
以来，軟骨再生医療における細胞源として iPS 細胞の
可能性が論じられるようになった．動物実験レベルで
も，自家移植ないし，MHC が一致する他家移植が可
能な iPS 細胞を免疫が正常な動物に移植することで，
正常免疫下における移植された iPS 細胞の挙動を正確
に評価できると考えられる．しかしながら，iPS 細胞
を in vivo に移植した実験の多くは奇形腫を形成して
いる．iPS 細胞の腫瘍化の可能性を排除し，さらに移
植した細胞の分化と組織再生を確実に誘導するために
は，移植前の，in vitro の段階で対象組織を再生・成
熟させる必要があると考えられる．

３．iPS細胞の可能性

　iPS 細胞は，多能性を維持したまま移植すると腫瘍
化を起こすため，腫瘍化の危険性を回避するために
は，移植するに当たり多能性を失わせることがひとつ
の選択肢になると思われる．腫瘍化の制御に当たって
は，多能性幹細胞の多能性維持と細胞間接着因子との
関係を利用することが適切と考えられる．多能性幹細
胞は E-cadherin などの細胞間接着因子により多能性
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を維持しているといわれている 7）．したがって，もし
iPS 細胞をハイドロゲルなどに包埋することで分散さ
せて E-cadherin などによる細胞間接着を切断するこ
とができれば，幹細胞の多能性を失わせることができ
る可能性がある．われわれは，移植する多能性幹細胞
の腫瘍化を回避する必要最低限の処理は細胞間接着を
切断することであると仮説し，切断状態を維持するた
めに医療用のハイドロゲルとして広く用いられている
コラーゲンゲルを活用することを検討した．そのため，
われわれはマウス iPS 細胞を，分散させてコラーゲン
ゲルに混和することにより，iPS 細胞の多能性を抑制
しうることを，in vitro の培養系を活用して評価する
とともに，マウス iPS 細胞を同系動物における関節欠
損モデルに移植し，組織像による再生軟骨および再生
骨の形成を確認した 8）．
　マウス iPS 細胞のコラーゲン 3 次元包埋培養による
遺伝子発現変化の解析では，多能性の維持に関与す
るとされるNanog の遺伝子発現は，平面培養時に比
べ，3 次元包埋培養を行うと次第に低下し，分化誘導
後ではさらに著しい低下がみられた．（図１ Nanog）．
多能性マーカーであるOct3/4，Sox2 も，分化誘導に
より発現低下が観察された（図１Oct3/4，Sox2）．そ
れに対し，初期中胚葉マーカーであるBrachyury は
分化誘導後に発現上昇が見られた（図１Brachyury）．
一方，中胚葉系のマーカーのうち，血管系マーカー
Pdgfr や循環系マーカーHand1 は発現上昇が見られ
なかった（図１Pdgfrb，Hand1）．軟骨への分化に関
しては，軟骨分化マーカーであるCol2a1 やSox9 の
遺伝子発現は分化誘導に反応して上昇が見られた（図
１Col2a1，Sox9）．しかし，同じく軟骨分化マーカー
であるAggrecan の発現の上昇は，観察期間内では認
められなかった（図１Aggrecan）．以上よりマウス
iPS 細胞を分散させてコラーゲンに包埋すると速やか
に多能性が減少し，また 1 週間の軟骨分化誘導を経て
中胚葉系，特に血管系や循環器系ではなく，軟骨への
分化が誘導されることが示された．しかし，同時に 1
週間の分化誘導だけでは多能性マーカーの完全な消失
やAggrecan の発現亢進には至らず，軟骨分化誘導は
十分ではないと思われた．
　次いで，マウス iPS 細胞が，分散ならびにコラーゲ
ン包埋処理の後，マウスの関節欠損部に移植されるこ
とにより，軟骨への分化がさらに促進され，関節欠損

モデルの組織が修復されるか否かを検索した．マウ
ス iPS 細胞をグリーンマウス iPS 細胞，移植するマウ
スを C57BL6 とする組み合わせを検討した．移植後 8
週の観察期間中，腫瘍は認められず，詳細に関節形態
を組織学的に評価すると，移植物のない，関節欠損を
作製したのみのサンプルでは，移植後 2 週で明らかで
あった欠損が 8 週を経過しても残存しており，一部修
復されている領域も線維性組織で覆われていた．ア
テロコラーゲンのみを移植した群においても，同様に
移植後 2 週で明らかであった欠損がその後も残存し，
修復部位は線維性であった．iPS 細胞移植群において
は移植後 2 週で欠損部が明らかだったが，8 週では修
復が進み，106 細胞 /mL 移植では骨組織による修復
が進んでいた．また，107 細胞 /mL 移植や 108 細胞 /
mL 移植では 8 週は欠損部の形態が不明瞭となり，ま
た軟骨組織による修復も観察された（図２）．欠損部
の修復に関与した細胞を同定するために，グリーン
マウス iPS 細胞で恒常発現している GFP に対して免
疫組織化学染色を行ったところ，再生組織において
GFP 陽性の軟骨細胞と骨芽細胞が確認され，移植し
た iPS 細胞が再生部位に残存し，組織修復に寄与した
ことが示された（図３）．
　自家移植あるいはそれに類する同系（純系）移植が
可能な iPS 細胞を，細胞分散やコラーゲンゲル包埋な
どの最小限の細胞処理の後，特異的な分化誘導をかけ
ることなく，関節欠損部に直接投与することで，軟骨
や骨などといった関節を構成する組織に分化しうるこ
とを明らかにし，iPS 細胞が軟骨再生医療における細
胞源として有望であることを示した．
　今後，造腫瘍性の低く分化誘導のかかりやすい iPS
細胞の選択，分化誘導などの最適な移植前の細胞処理
法の探索，分化誘導効率を上昇する因子の同定，移植
時の足場素材の改善などを進める必要性がある．サイ
レンシングが不十分な iPS 細胞は腫瘍化のリスクがあ
るという報告もあり，腫瘍形成の回避のためには“質
の高い”iPS 細胞の樹立が重要である．将来的な臨床
研究を見据えたうえで，腫瘍形成を可能な限り回避す
る方法や再生組織の量や局在の向上を目指す必要があ
ると考えられる．
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図１：マウス iPS 細胞の軟骨分化誘導培養時の遺伝子発現の推移

　維持培養していたマウス iPS 細胞を回収後，アテロコラーゲ
ンに混和し三次元培養による軟骨分化誘導を行い，各タイムポ
イントにおける遺伝子発現の推移を評価した．多能性マーカー
遺伝子のひとつであるNanog は day0 の段階で発現が低下し
た．その他の多能性マーカーであるOct3/4，Sox2 の発現も 1
週間の分化誘導の間に低下した．また，初期中胚葉系マーカー
であるBrachyury の発現が上昇したことから，中胚葉系への
分化誘導に成功していること，さらに循環器系の発生初期に発
現が上昇するPdgfr1 やHand1 の発現が上昇しなかったこと，
軟骨分化初期マーカーであるSox9 の発現が上昇していること，
軟骨分化マーカーであるCol2a1 の発現が上昇していることか
ら，軟骨への分化誘導に一定の効果が得られたことが示された．
しかしながら，もう一方の軟骨分化マーカーであるAggrecan
の発現の上昇がみられなかったことから，成熟した軟骨への分
化誘導は不十分であったことが示された．2 例実施し，すべて
に同様な所見を認めた 9）．

図２：マウスサンプルのヘマトキシリン・エオジン染色像

　組織切片作製後，ヘマトキシリン・エオジン染色を行った．
欠損部に何も移植しなかったサンプルとアテロコラーゲンのみ
を移植したサンプルでは，移植後 8 週間を経過しても再生軟骨
の形成を確認できなかった．一方，マウス iPS 細胞移植サンプ
ルでは，細胞濃度依存的に関節形態の修復が促進された．一部
再生軟骨の形成も確認され，その量・質ともに細胞濃度依存的
に向上したことが示された 9）．

図 3： グリーンマウス iPS 細胞移植サンプルの GFP 免疫組織
化学染色

　グリーンマウス iPS 細胞を移植し，軟骨修復を認めたサンプ
ルに対して，修復した軟骨組織がホスト由来かドナー由来かを
確認するために GFP 免疫組織化学染色を行った．結果，再生
軟骨は GFP が特異的に陽性であり，ドナーであるグリーンマ
ウス iPS 細胞由来の再生軟骨が形成されたことが示された 9）．
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●特集：“HA コーティングインプラントの選択”

HA コーティングインプラントの５つの優位性
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Five major advantages of HA coated implants
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Naoto Fukui 6), Jun-ichi Igawa 7), Tatsuya Fujimori 8), Naoyuki Mishima 9)
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Abstract

 In dental implant medicine, light and durable titanium and titanium alloy implants have been preferentially 
used worldwide. However, these metals are not biocompatible owing to metal ion release and not 
osteoconductive caused by bioinert property.  On the other hand, a hydroxyapatite (HA) is a main component 
of bone and tooth minerals, and very biocompatible and osteoconductive due to the bioactive property. The 
HA granule and porous body have been used as excellent bone graft and bone filler for filling bone defect 
worldwide. Therefore, it is strange that the HA coated titanium implant is not popular in foreign countries 
except Japan.
 In this paper, the superiority of the HA coated implant is clearly stated on the basis of scientific evidences 
with respect to the five major advantages, including (1) biological safety, (2) early bone formation, (3) strong 
bone bonding strength, (4) dispersion of the occlusal stress and (5) epithelial attachment.

(J Bio-Integ 4 : 15 - 24, 2014.)

１．緒　言

　歯科インプラント医療において，軽くて丈夫なチタ
ン金属やチタン合金インプラントが世界の主流となっ

ている．しかし，これらの金属は生体不活性で骨伝導
能に乏しく，微量のイオンの放出により生体適合性に
も問題がある．一方，骨や歯のミネラルの組成に酷似
したハイドロキシアパタイト（HA）結晶は，骨親和
性や骨伝導能に極めて優れ，上皮付着も可能である．
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HA 顆粒や多孔質体は，顎骨欠損部の補填材として世
界的に広く臨床応用されている．チタンの優れた機械
的特性に HA の骨伝導能を加味した HA コーティング
インプラントが外国で普及しないのが不思議である．
　本論文では，HA コーティングインプラントの 5 つ
の優位性，（１）生物学的安全性，（２）優れた骨伝導
能，（３）強い骨結合力，（４）咬合応力の緩和，（５）
上皮付着について，科学的エビデンスに基づいて明確
に述べられている

２．ＨＡコーティングインプラントの５つの優位性

１）生物学的安全性
　 ハ イ ド ロ キ シ ア パ タ イ ト（HA） は 化 学 式
Ca10(PO4)6(OH)2 で表される弱アルカリ性のリン酸カ
ルシウム化合物である．実際の骨や歯のミネラルは，
HA のリン酸基の一部に数 % の炭酸イオンを含む．
エナメル質には水酸基の一部にも炭酸イオンがわず
かに含まれている．HA コーティングインプラントの
HA と骨や歯の炭酸含有 HA とは組成が酷似してお
り，硬組織や軟組織にも親和性がある．カーボン（炭素）
やアルミニウムなどのように体内の臓器に蓄積される
心配もない．HA は整形外科領域の人工関節や人工骨
にも利用されている．人工的に合成された HA 微粉
末はカルシウム補強剤としてヨーグルトなどにも添加
されている．これほど安全な人工物は他には見当たら
ない．
　HA コーティングインプラントの生物学的安全性
は，細胞や動物を使った細胞毒性，感作性，急性全身
毒性，亜慢性全身毒性 , および遺伝毒性（復帰突然変
異）の試験により明らかにされている 1）．また埋植試
験や人工歯根使用模擬試験では，ビーグル犬の顎骨内
にインプラント体を埋入し，上部構造を装着して，デ
ンタルＸ線撮影などによる口腔内診査や骨組織反応を
経時的に観察し，生物学的安全性と歯科用インプラン
トとしての有効性が証明されている 2）．ニッケル・チ
タン合金の表面に HA をコーティングすることでア
レルギーを起こすニッケルイオンの溶出を少なくする
ことが報告されている 3）．HA コーティングは，チタ
ンやチタン合金から溶出される金属イオンの抑制にも
なる．

２）優れた骨伝導能（早期の新生骨形成）
　HA 自身には骨伝導能はない．HA が血液と接する
ことにより血液中の骨伝導タンパク質や骨誘導タンパ
ク質を吸着することにより骨伝導能や骨形成能を有
する．HA は単に新生骨形成のための足場（scaffold）
を提供するだけでなく，血液中のタンパク質や骨芽細
胞を積極的に吸着することにより優れた骨伝導能や形
成能を有する．以下に HA コーティングインプラン
トの優れた骨伝導能（早期の新生骨形成）を証明する
イヌを使った実験について述べる．

　（1）インプラントと顎骨埋植実験 4）

　　 　直径 3.3mm，長さ 20mm，フィクスチャ部長
さ 10mm のワンピースタイプのネジ状チタンイ
ンプラントおよびその表面に HA コーティング
した 2 種類のインプラント各 24 本，合計 48 本を
8 匹のビーグル犬の下顎骨臼歯部に埋植した（図
１）．観察期間は，2 週，4 週，12 週及び 24 週と
した．各期間においてそれぞれ 2 匹ずつの下顎骨
を摘出し，直ちに 10% 緩衝ホルマリン液に浸漬
し固定した．非脱灰標本は，エタノールにより脱
水後ポリメチルメタアクリレートで包埋した．包
埋後，ダイヤモンドカッターを用いて 100μm の
厚さの縦断面（長軸方向）切片とし，トルイジン
ブルー染色を施した．また，脱灰標本は，摘出し
た下顎骨を 5% エチレンジアミン四酢酸（pH7.4）
に 7 日間浸漬した．パラフィン包埋後，5μm の
厚さの切片とした後，ヘマトキシリン・エオジン

（HE）染色を施し，光学顕微鏡で病理組織学的検
査を行った．

図１： ワンピース HA コーティングインプラントの埋植試験
と標本断面
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　（2）埋植 2 週間後の病理組織学的結果
　　 　埋入後 2 週の非脱灰および脱灰標本による組織

像を図２（１）と（２）に示した．（１）がチタ
ン製インプラント，（２）は HA コーティングイ
ンプラントである．チタンインプラントのネジ谷，
ネジ山部には，埋入時のドリリングで隙間ができ，
結合組織が生成している．一方，HA コーティン
グインプラントのネジ山表面にはすでに新生骨が
生成している．

　　 　図２の（１）と（２）を比較すると，チタンイ
ンプラントの場合，母床骨はネジ部から離れてお
り，ネジ部谷部には結合織（軟組織）が入り込ん
でいる．一方，HA コーティングの場合，母床骨

はネジ部に接近し , 新生骨はネジ谷部位にまで入
り込んでいる．HE 染色度から画像ソフトを用い
て測定すると HA 最表層の薄い幼弱な新生骨も
測定できた．画像解析によるとチタンネジ表面に
生成している新生骨の骨接触率は 100％である．
一方，チタンインプラントの場合は，4 週後まで
骨接触率は 0％であった．

　　 　6 か月後には，チタンインプラントのネジ谷部
分にも新生骨が侵入し成熟した骨に取り囲まれ
る．したがって，チタンインプラントの場合は，
この新生骨によるインプラントが固定される時間
的ロスを防ぐために，ネジ山は三角ネジとしてセ
ルフタップでネジ谷部分にも母床骨を侵入させて
おく必要がある．

　（3）初期固定が早い 2）

　　 　動物実験で得られた 1 例を紹介する．セルフ
タップができる三角ネジではなく，シリンダに近
い四角ネジ付きチタンインプラント図３（ＡとＤ）
と HA コーティングインプラント図３（ＢとＣ）
を犬の顎骨の左右に 1 本ずつ埋植した．図３の

（１）と（２）は埋植直後と 2 週後の軟 X 線写真
である．2 週後にチタンインプラントだけが脱落
している．意図してやったわけではない．組織像
を比較するために実験したので残存しないと無意
味になる実験であった．

（１）

母床骨

ネジ山
軟組織

0.5mm

図２：埋植２週後の非脱灰（HE 染色）

（１）チタンインプラント,（２）HAコーティングインプラント

（２）

母床骨

ネジ山新生骨

図３：軟 X 線写真　　（１）直後，（２）2 週後

（２）

（１）
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　　 　この 1 例だけでなく，他の動物実験においても
チタンインプラントは初期固定をしっかりしない
と頻繁に脱落した．これより HA コーティング
インプラントのシリンダタイプは存在するが，チ
タンインプラントは存在しないという理由が理解
できる．初期固定が悪いと，チタンの場合は新生
骨で固定されるまでに脱落してしまうのである．

３）骨との強い結合力
　チタンインプラントのオッセオインテグレーション
と HA コーティングインプラントのバイオインテグ
レーションの骨結合様式の違いは，顎骨内における骨
結合力を測定すれば明らかとなる．病理組織像で骨結
合しているように見えても，引き抜き試験，押し込み
試験，引張り試験，スクラッチ試験などで骨結合力を
調べることにより単に接触しているだけか，しっかり
化学結合しているかなどの結合の本質が明確になる．
以下に HA コーティングインプラントの優れた骨結
合力をしめすイヌを使った実験について述べる．

　（1）インプラントと大腿骨引き抜き試験 5）

　　 　インプラント試料の形状は，ネジによる機械
的な嵌合力をなくすために，直径 4mm，長さ
10mm の円柱状の試料を用いた．サンドブラスト
による粗面加工処理は施されている．

　　 　埋植前の円柱状のインプラントを連結した写真
を図４（１）に示した．一定の間隔と深さを維持
してビーグル犬の大腿骨内にインプラントを埋植
した様子を図４（２）に示した．インプラントの
材質は，純チタン，SUS316L ステンレス，プラ
ズマ溶射法 HA，熱分解法 HA，スパッタリング
法 HA による試料を用いた．

　　 　埋植 2 週後から 16 ヶ月後に，インプラント周
囲の組織を切り出した後，乾燥させずにできるだ
け早く引張試験機で引き抜き試験を行った．各期
間で 5 本試験した．25 本× 3 種類で 75 本を試験
片とした．

　（2）骨結合力測定
　　 　 強 度 試 験 方 法 は，ASTM F564：Standard 

Specification and Test Methods for Metallic 
Bone Staples 及び F1147：Standard Test Method 
for Tension Testing of Calcium Phosphate and 
Metallic Coatings を参考として万能引張試験機
を用いて，クロスヘッドスピード 0.5mm/min で
測定を行った．試料－大腿骨間の剪断力を引き
抜き強度 P（MPa）として以下の式を用いて計算
した．引き抜き測定結果を F（ニュートン，N），
シリンダー状試料の直径 Dmm，L は骨内に埋没
している長さ mm である．

　　　P ＝ F ／ S
　　 　S=πDL：骨中に埋没している試料の側面積（mm2）

（２）大腿骨埋植

図４：引き抜き試験のための埋植試験

（１）円柱状インプラント
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　　 　図５に引き抜き試験結果（骨結合力）を示した．
縦軸は骨結合力を表す引き抜き強度である．単位
は MPa で表している．横軸は，インプラント埋
入期間で，2 週から 6 ヵ月（24 週）までである．
チタンや SUS316L の金属は，円柱形でネジ山の
ような引っかかるところがないため，3 ヶ月後ま
では手で引き抜くことができるほど骨との結合力
は小さい．一方，HA コーティングインプラント
の場合は，埋入 2 週後ですでに 2MPa と大きな
結合力を示し，単に接しているだけではこのよう
な大きな強度は得られない．すなわち何らかの化
学結合（骨性癒着）をしているものと推定された．

　　 　円柱状のチタンやステンレスは，2 週後，4 週
後においても骨結合力は限りなくゼロに近い．12
週でやっと 1MPa 程度の結合力が得られた．埋
植半年後においてもその骨結合力は 3MPa（30kg/
cm2）程度であった．表面処理の改良やネジ形状
の工夫などで低い骨結合力をカバーする必要があ
る．

　　 　一方，HA コーティング材のバイオインテグ

レーションは，埋植 2 週後ですでに 4MPa（40kg/
cm2）とチタンの埋植半年後における骨結合力よ
りも大きい．HA と骨組織との何らかの化学結合
があるからこのような大きな結合力となる．コー
ティング技術によって結合力に若干の差異がみら
れる．ベストな HA の厚み，結晶性やコーティ
ング技術などの選択に関して今後の検討が必要で
ある．

　　 　これらから，初期固定の観点から円柱状（シリ
ンダー状）の HA コーティングインプラントは
臨床的に使用可能であるが，チタンインプラント
は困難であると結論された．

　（3）強い骨との結合力は何が原因か？
　　 　HA が単に新生骨と接触しているだけであるな

ら，円柱体のチタンと同様に骨との引き抜き強度
に大きな違いはないであろう．しかし，実際の引
き抜き試験では前述したようにチタンと HA コー
ティングでは大きな違いが見られた．そこでこの
違いは何かを考えてみる 6）．

　　　  図５：引き抜き試験による骨結合強度
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　　①アミノ酸吸着実験
　　　 　HA 粉末を円筒状のカラムに充填し，各種の

アミノ酸溶液をカラムに通過させてクロマトグ
ラフィーによる吸着実験を行った．吸着後，リ
ン酸カリウム緩衝液で溶出させ，ニンヒドリン
反応で可視吸光分析計を用いて吸光度を調べた
結果，セリンやグルタミンなどが HA に強固
に吸着することがわかった．

　　②血清タンパク吸着実験
　　　 　アミノ酸液の代わりに血清を HA のカラム

を通過させて同様のクロマトグラフィーによる
吸着実験を行うと，プロリンが少なく，セリン
が多い特殊なたんぱく質が強固に結合すること
がわかった．骨誘導タンパク質（BMP：bone 
morphogenetic protein）はセリンが多いサイ
トカインであるので，この HA に強固に結合
する血清中のタンパク質と一致するものと推定
される．

　　③アミノ酸エピタキシー実験
　　　 　HA の単結晶を，骨のコラーゲンを構成する

主要アミノ酸の一つの 4 -ハイドロキシ-Ｌ－プ
ロリンの過飽和水溶液中に投入し，HA 結晶の
上にこの骨アミノ酸結晶を析出せる実験を行っ
た．HA 結晶と析出したアミノ酸結晶の原子の
結晶軸関係（共軸関係）を調べた結果，HA 中
のリン酸基の酸素の上に骨アミノ酸中の水素原
子が重なるように析出していることがわかっ
た．これは化学結合の 1 種で“水素原子”という．
単に接触しているだけでないことが分かった．

４）咬合力の緩和 7, 8）

　咬合力がインプラントを通して骨の局所に集中する
と，骨吸収を起こすことがある．さらに過大になると
骨折する．インプラントを成功に導くためには咬合応
力を緩和する工夫が必要である．たとえば，インプラ
ント形状を工夫する，歯根膜のようなクッションを考
える，上部構造はレジン歯を利用する，なるべく垂直
荷重になるようにインプラントを埋植するなど考えら
れる．さらに効果的なのは，HA コーティングインプ
ラントを利用して周囲の骨と結合させることである．
以下に有限要素解析法によりチタンとＨＡコーティン
グインプラントの応力分散に関する効果を述べる．単

純なシリンダ型インプラントについて考えてみる．

　（1）有限要素解析
　　 　インプラントに咬合力が負荷したとき，インプ

ラントを通して骨に伝わる応力分散性を，3 次元
有限要素解析をプログラム（ANSYS version6.0, 
ANSYS Co.,USA）を用いて計算した．

　　 　解析モデルを要素に区切った様子を図６に示し
た．10 節点をもつ四面体要素を採用した．

図６：要素および節点の作成

　（2）解析条件
　　 　チタン，緻密骨，海綿骨，新生骨もヤング率は

それぞれ 116，10，0.3，5GPa とした．ポアソン
比は 0.3 とした．骨幅は 9.0mm，緻密骨の厚さを
2.5mm，緻密骨の下部は海綿骨とした．

　　 　薄膜 HA コーティングインプラント周囲には
厚さ 1mm の新生骨に囲まれているとした．

　　 　インプラントが下顎に埋入され，咬合荷重
100N（50kgf）をアバットメントの中心における
咬合節点に対して垂直と斜め 45°に負荷するとし
た．
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　（3）インプラントの形状と寸法
　　 　インプラントの材質は純チタンで，形状は，図

７に示したように直径 4mm，長さ 18mm のシ
リンダタイプの表面に HA をコーティングした．
顎骨内への埋め込み長さは 10mm である．

図７：シリンダ型インプラント

（１）チタン　　　　　　　　　（２）HA コーティング

図８：垂直荷重に対する顎骨内における応力分布

　　斜め 45°荷重に対して
　　 　斜め荷重に対する（１）シリンダチタンと（２）

HA コーティングの相当応力分布を図９に示し
た．

（１）チタン　　　　　　　　　（２）HA コーティング

図９：斜め荷重に対する顎骨内における応力分布

　　 　チタンの最大応力はインプラントの上部の狭い
範囲に局在しているが，HA コーティングは，上
部（緻密骨部位）の広い範囲に均等に分散してい
る．図 10 に顎骨内における相当応力値をグラフ
で示した．図 10 の上図（１）は垂直荷重の場合
で HA コーティングの場合は皮質骨周辺に均等
に分布しているが，チタンの場合は底部に大きな
応力が集中しているのがみられる．下図（２）は
荷重方向が斜め 45°の場合である．この場合は，
HA コーティングの場合も骨縁部にやや大きな応
力が集中するが，チタンに比べて 3 分の 1 程度で
ある。

　（4）骨中における応力分布
　　垂直荷重に対して
　　 　図８に垂直荷重における（１）チタンと（２）

HA コーティングの相当応力分布を示した．当然
のことであるが，シリンダチタンの最大応力は
インプラントの底部に局在しており，その値は
20MPa 以上で，インプラント周囲にはほとんど
応力が分散しない．骨の底部すなわち海綿骨部に
咬合応力が集中することになる．

　　 　一方，HA コーティングの場合は，上部（緻密
骨部位）と周囲（新生骨部位）に均等に分散して
いた．
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図 10：顎骨内における相当応力値
　　　 （１）垂直荷重，（２）斜め 45°荷重．

（１）

（２）

　　 　なお，形状がネジ付きインプラントの場合も上
記したシリンダインプラントと同様な傾向があ
り，垂直荷重の場合は，チタンは皮質骨のネジ上
部とインプラント下部に応力が集中する．一方，
HA コーティングの場合は皮質骨に広く小さく応
力が分散していた．斜め 45°荷重の場合は，チタ
ンも HA コーティングも骨縁部に応力が集中し，
HA コーティングの場合が応力値は小さかった．
これらの結果から，HA コーティングインプラン
トは小さな領域での応力集中を防ぐこと，最大応
力をチタンインプラントに比べて 3 分の 1 から 5
分の 1 に減少することがわかった．試験したすべ
てのインプラントについて，HA スクリュタイプ
インプラントは，骨中における最も均一な応力分
布をもつ．

　　 　有限要素解析は，実験しないで電子計算機でシ
ミュレーションするので，光弾性実験や疲労試験
などを実施する必要がある．

5）上皮付着
　ボタン型の HA セラミックスをイヌの皮膚に埋植
した（図 11）．豚や人の皮内に数百本の HA セラミッ
ク，チタン，シリコンゴムなどを皮内に埋め込んだが，
HA はすべて皮内に残留するが，HA 以外の材料では
すべて 3 か月以内に脱落した．

図 11：HA セラミックの角を犬の皮内に埋植

（１）

（１）HA の組織像，（２）Metal の組織像

図 12：上皮の下降（ダウングロース）の有無を示す組織像

HA　　（１） metal　　（２）

上皮

　図 12 は，イヌの皮内に埋植し，6 か月後に周囲の
組織を摘出し HE 染色を施した病理組織像である．
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　HA の場合，上皮は下降（ダウングロース）しない
が，他の材料はすべて表皮がダウングロースして，外
部から感染を引き起こす。HA は歯肉上皮とアバット
メントを密接に付着する可能性を示唆している．

３．臨床的優位性

（１）生物学的安全性
　 　HA の優れた生体親和性は，アレルギーや発がん

性など全く問題ない，安心・安全なインプラントで
ある．

（２）骨形成が早い
　 　早期にインプラントが固定され，上部構造も早期

に装着できる．治癒が早い．患者の負担が少なくな
る．

（３） 骨結合強度が大きい。骨質が悪い上顎などにも
適用できる。

（４）咬合応力が緩和される．
　 　骨への応力集中が緩和され，骨吸収の原因の一つ

が取り除かれ，インプラントの成功に導く．
（５）上皮付着
　 　インプラント周囲炎の防止につながり，インプラ

ントを成功に導く．
（６）その他
　 　次世代のインプラントに発展する可能性を秘めて

いる．
　　①骨誘導タンパク質などを固定できる．
　　②骨芽細胞などの共存が期待できる．
　　③再生歯根膜との結合が考えられる．
　　④ワンピースの適応範囲が増える．
　　⑤ 円柱体あるいは四角ネジや台形ネジ形状が選択

できる．
　　⑥骨補填材と骨を介して結合する．

４．なぜＨＡコーティングインプラントが外国で
　　は普及しないか？

１）チタンメーカーの戦略
　チタンメーカーは，HA コーティングインプラント
の優位性は知っている．しかし，チタンのユーザーが
定着し，毎年少しずつデザインの変更もしなければな
らない。新たに HA コーティングのために設備投資

して工場を建て替え，技術者を養成し，品質管理をき
ちっとさせるだけの余裕がない．コーティング方法に
何を選択すべきかも難しい．それよりチタンインプラ
ントを売る方が先だと考えているのではないか．そこ
で 30 年以上も前の未熟な HA コーティングの悪口を
言って，少しでも HA コーティングインプラントの
普及を遅らそうともしているようにも感じられる．

２）高度な技術が必要
　HA の合成，焼成やコーティングに関する知識や技
術に関して日本が優れている．コーティング装置も高
価である．たとえばプラズマ溶射装置は防音装置の建
物も含めて 1 億円は下らない。それを使いこなす技術
者を養成するために時間を要する。技術者は，コーティ
ング後の後処理や X 線結晶学を知らなければならな
い．面倒な薬事申請もある．よほど自信がなければチ
タンの在庫を抱えた状態で，新たに設備投資して技術
者を養成する余裕はない。しかし、チタンインプラン
トメーカーも HA コーティングインプラントの販売
タイミングをねらっている。

５．まとめ

　HA コーティングインプラントの 5 つの優位性につ
いて述べた．HA コーティングインプラントが次世代
のインプラントになることは間違いない．自動車産業
にも匹敵するかもしれないこの歯科インプラント産業
を日本も政府や大企業がバックアップして，市場も世
界に目を向けていかなければならない。また，現在の
HA コーティングインプラントは 100％完成したとは
言えない．現状に満足しないでさらなる研究開発が重
要である．
　なお、本稿で使用した実験データは、「歯科インプ
ラントを科学する」（青木秀希著）から引用した。
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Abstract

 Clinical superiority of the HA coated implants compared to various titanium implants is a well-known fact. 
However, the merits of commercially available HA coated implants are not known well. 
 In this paper, the features of the four representative commercially available HA coated implants are described 
of (1) outline, (2) coating technique,  (3) implant line-up, (4) abutment line-up and (5) others. The order of the 
description is the order of approved year from the Government.                          (J Bio-Integ 4 : 25 - 42, 2014.)

１．緒　言

　軽くて丈夫なチタンインプラントにハイドロキシ
アパタイト（HA）の優れた生物学的特性を加味した 
HA コーティングインプラントの臨床的な優位性は周
知の事実である．臨床家が HA コーティングインプ
ラントを選択するにあたって，市販のインプラントの
特長やインスツルメントおよびインプラントのライン
アップの情報を知ることは必要不可欠である．
　本稿は，日本で現在，市販されている代表的な 4 種
類のＨＡコーティングインプラントの（1）概要，（2）
コーティングの種類，（3）インスツルメントのライン

アップ，（4）インプラントのラインアップ，（5）その
他の特長などについて述べられている．HA コーティ
ングインプラントの名称，承認年，番号や販売会社は
以下の通りである．記載の順番は，承認年の早い順と
した．
１）POI ファイナタイト：
　 　承認年と番号（1993 年，20500BZZ00083000），
　　京セラメディカル（株）
２）AQB インプラント：
　 　承認年と番号（1993 年，20500BZZ01172000），
　　（株）アドバンス
３）プラトン（PLA） インプラント：
　 　（1）プラトンインプラント BiO，
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　　　（2004 年，21600BZZ00132000），
　　　株式会社ヨシオカ
　 　（2）El-BiO インプラント，
　　　（2012 年，22400BZX00398000），
　　　（株）プラトンジャパン
　 　（3）プラトン OS インプラント，
　　　（2012 年，22400BZX00397000），
　　　（株）プラトンジャパン
４）ミューワン（μ1）HA インプラント：
　 　 承 認 年 と 番 号（2009 年，22100BZX00050000），

山八歯材工業（株）

２．コーティングの特徴

１） 基材は，純チタン（Ti）またはチタン合金（Ti・
6Al・4V）である．基材の骨埋入部表面はブラス
トや酸処理で粗面加工されている．

２） コーティング方法は異なるが，骨埋入部の表面は，
アレルギーなどの心配のない生体親和性に優れた
化学式 Ca10(PO4)6(OH)2 で表される HA 結晶がコー
ティング（被覆）されている．HA は，弱アルカ
リ性のリン酸カルシウム化合物で，骨や歯のミネ
ラルの組成に酷似した成分である．生体親和性に
極めて優れた生体セラミックスである．

３） HA の厚みは，コーティング方法によって 1 ～
100μｍの範囲である．

　代表的な HA コーティングインプラントを HA の
厚みで便宜的に（1）薄い（1 ～ 5μｍ），（2）中程度

（20 ～ 35μｍ），（3）厚い（50 ～ 100μｍ）の 3 種類に
分けられる．
　これらのコーティングの特徴を表１に示した．

３．HAコーティングインプラントの利点

（1）生物学的安全性：アレルギーなどの心配はない．
（2） 早い骨形成：初期固定性に優れる．治癒期間が短

縮される．
（3） 強い骨結合：骨量が少ないなど骨質の悪い部位に

有効である．上顎の成功率が高い．
（4） 咬合応力の緩和：咬合応力集中により起こる骨吸

収が防げる．
（5）上皮付着
（6） HAコーティングの厚みで，オッセオインテグレー

ションとバイオインテグレーションが選択でき
る．薄い HA コーティングのインプラントを用
いると，顎骨内埋入後に HA が吸収され，バイ
オインテグレーションからオッセオインテグレー
ションへ移行する．

４．次世代インプラントへの架け橋

１）骨誘導タンパク質などを固定できる．
２）骨芽細胞などとの複合化が可能である．
３）再生歯根膜の結合が期待できる．
４）ワンピースの適応範囲が拡大する．
５）骨補填材とインプラントが骨を介在して結びつく．
６）歯肉上皮との密接な付着が可能である．
７） インプラントの適応範囲が広がるばかりでなく成

功率が格段と上昇する．

表１：市販の HA コーティングインプラントの特徴
略称 POI AQB PLA μ1

表面処理 ブラスト， ブラスト，
酸処理

ブラスト，
酸処理

ブラスト，
酸処理

方法 フレーム プラズマ 熱分解法 スパッタ

HA 膜厚 20µm（中） 35µm（中） 1-5µm（薄い） 1-2µm（薄い）

基材 Ti 合金 純チタン 純チタン 純チタン

コーティング HA HA HA＋CaTiO3 HA
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５．POI ファイナタイト

POI  FINATITE
覚本嘉美，春日井昇平 , 京セラメディカル株式会社

Yoshimi Kakumoto, Shohei Kasugai, 
and Kyocera Medical Co.

１）概要
　京セラメディカル㈱における歯科用インプラントの
歴史は，1978 年の「サファイア・インプラント」（棒
状・板状）から始まり，1987 年「ポーラス・インプ
ラント」，1989 年「POI 板状インプラント」，その後，
1991 年に現在のインプラントの原型となるチタン合
金製ツーピースインプラントに陽極酸化処理を施して
発売した．1994 年には HA コーティングを施したイ
ンプラントの販売を開始した．現メインシステムの

「POI EX」は，その歴史ある表面処理技術の陽極酸
化処理（POI ファイナフィックス」，と HA コーティ
ング（POI ファイナタイト）を採用している．また，
2014 年 3 月より POI EX システムにφ3.4 のサイズを
追加し，より多くの症例に使用出来るよう対応してい
る．

２）京セラメディカル㈱のHAコーティングの特長
　HA は，化学式 Ca10(PO4)6(OH)2 で表されるリン酸カ
ルシウム系セラミックの一つであり，生体親和性が良
く，骨の近くにある場合，材料表面に沿って骨が形成
されると共に骨が結合して一体となる機能がある．
　京セラメディカル㈱の HA コーティング技術は，
フレーム溶射法というアセチレン・ガスを熱源とす
る溶射法で，溶射温度が約 3,000℃と比較的低いのが
特徴である．図１にフレーム溶射の模式図を示した．
プラズマ溶射法のような溶射温度 10,000℃以上とい
う高温条件下では HA の分解が生じる可能性がある．
FINATITE では良質かつ安定し，広く使用されてい
る HA 焼成体と同等の生体親和性を有する HA コー
ティング層を得るため，フレーム溶射法を選択してい
る．また，インプラント母材表面の粗造面に対して，
平均厚み 20μm と非常に薄く溶射され，皮膜付着強
度の向上が図られている．図２コーティング表面の
SEM 像を示した．図３には，チタン・HA・骨の界面

の組織像を示す．骨と HA が密接に結合している様
子がみられる．

３）�HAコーティングされたチタン製フィクスチャー
と陽極酸化処理されたチタン製フィクスチャーの
骨接触率の比較

　図４から HA コーティングされたチタン製フィク
スチャーは、チタンに比べ，埋入後接触面積率が高
いことがわかる．図５の 8 週の SEM 画像からも石
灰化の進んだ緻密な新生骨が HA コーティング層に
充分結合しているのが確認された．HA の化学式は
Ca10(PO4)6(OH)2 で表され，Ca/P のモル比の理論値は
1.67 となる．FINATITE の HA の Ca/P 値はその理
論値に比較的近い 1.66 で，フレーム溶射法による HA
コーティングでは，HA の分解が少ないことを示唆し
ている．

図１：フレーム溶射法の模式図

HA フレーム溶射法模式図

図３：骨組織像

図２：表面の SEM 象
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４）インプラントシステムとラインアップ
　現在，京セラメディカル㈱から販売しているインプ
ラントシステム「POI EX」の特長は，①材質は高強
度なチタン合金，② 2 種類の表面処理（HA，陽極酸化），
③2種類の形状（TPとST），④3種類のカラーバリエー
ション（S/M/L），⑤ 5 種類のサイズバリエーション

（φ3.4mm/φ3.7mm/φ4.2mm/φ4.7mm/φ5.2mm）
で幅広い症例に対応し，1 回法，2 回法が選択可能な
システムである．「POI EX」システムは，日本で開発，
生産されており，日本人の顎骨に適した日本人のため
のインプラントである．図６にフィクスチャーのライ
ンアップと図７にシステムの構成図を示した．

５）安心・安全の術式
　形成ドリルは，少しずつ窩洞を広げることで，骨を
飛ばさず，火傷をおこしにくい患者さんへの負担軽
減を考慮している．また，表面性状（陽極酸化処理，
HA コーティング），フィクスチャー形状（ストレー
トタイプ，テーパータイプ）を問わず，ステップドリ
ル（N）まで共通となっている．図８にドリルの種類
を示した．

図４：骨接触率

　図５：埋入 8 週後の骨と HA コーティングの界面 SEM 像



29 ●

バイオインテグレーション学会誌　第４巻 J Bio-Integ 4 : 25 - 42, 2014.

図６：フィクスチャーラインアップ

テーパータイプ

ストレートタイプ
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図８：ドリルの種類

POIEX 術式

図７：システム構成図（φ 3.7mm の場合）
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６．AQB インプラント

AQB implant
津山泰彦，青木秀希

Yasuhiko Tsuyama, Hideki Aoki

１）概要
　1983 年から東京医科歯科大学・医用器材研究所の
青木研究室で基礎研究を開始し，臨床試験（治験）を
三井記念病院と日本歯科大学で実施した．1993 年，
アドバンス（株）が「AQB インプラント」の商品名
で製造販売承認を取得し，当初はワンピースタイプで
あった．ツーピースが常識であった当時は反発も多
かった．その後，AQB に関する多くの長期成功例が
報告されたことで確固たる地位を築いた．

２）HAコーティングの特長
　純チタンの歯根部をサンドブラストと酸エッチング
で粗面加工を施してから，βTCP 粒子をプラズマ溶
射する（図１）．溶射の高温度で相転移したαTCP が
コーティングされる．次にオートクレーブに投入し，
水熱法で HA へ加水分解した（再結晶化した）国産
インプラントである．プラズマ溶射法でコーティング
する場合の厚みは通常 50 ～ 100μm であるが，本イ
ンプラントは 35μｍである．

図１：プラズマ溶射装置（日本コーティングのカタログから）

　高温・高圧ボンベを用いる水熱反応を利用して高度
に結晶化が促進されている HA コーティング表面の
SEM 像を図２に示した。倍率は 3,000 倍である。花
弁のように六角柱状に成長した結晶がみられる。
　上記の反応過程を次に化学式で示す。
　　　　　　　相変化
① β-Ca3(PO4)2 → α-Ca3(PO4)2
　　　　　　　　　水熱処理
② α-Ca3(PO4)2+H2O → HA 結晶

  図２：表面の SEM 像× 3,000
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３）フィクスチャーの1例（カタログから図３）

　1 ピースタイプ・フィクスチャ
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４）アバットメントの特徴
　（１）1 ピースタイプ
　　 　アバットメント部に特殊な表面処理を施すこと

により歯肉に対する高い親和性が得られた。その
ため、組織封鎖性が高く、外部からの感染の危険
を回避している。歯根・支台部が一体型のため、
アバットメント固定のネジが存在せず、機械的に
高強度となっている。

　（２）Ｔタイプ
　　 　支台部頸部の外形が 0.4mm 太くなるよう 6°の

テーパーが付与され、骨内沈下を防止するととも
に辺縁骨の改質（緻密化）を図り、同径標準イン
プラントに比べ、およそ 1.7 倍の強度を有する。

　（３）2 ピースタイプ（図４）
　　 　 最 大 の 特 長 は、SOL（Smooth Octagonal 

Lock）System と呼ばれるアバットメント回転防
止維持装置にある。SOL System とは、一般的な
2 ピースインプラントの六角形、八角形とは異な
り、曲面のみで構成された独特な嵌合形状を有し
ている。エッジが存在しないため側方圧に対して
広い面で力を受け、効果的に応力を分散させるこ
とができる。これにより強力な嵌合力を実現して
いる。アングルアバットメントは、15°と 25°の 2
種類がある。その他 OD アバットメントを利用す
ることで、各種アタッチメントが装着可能となる。

図４
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５）ツールの概要
　直径 3mm，4mm，5mm の AQB インプラントのツー
ルの概要を図５に示した．

図５：AQB ツール

６）適応症例を拡大する治療法
　AQB インプラントのシンプルなデザインと再結晶
化 HA の優れた骨伝導能により，上顎洞底粘膜挙上
術では，骨移植や人工骨移植を行わなくても HA 周
囲に空間が維持形成されれば骨が再生することなど治
療法を拡大することができた．
　症例の一つを紹介する。
　右側上顎臼歯部にインプラント治療を希望されて来
院された症例。上顎洞底までの垂直的骨量は、最短の
部位でわずか 2mm であった。レントゲン写真を図６

（１）に示した。ラテラルアプローチにてサイナスリ
フトを施行し，同時に AQB インプラント 1 ピースを
埋入した。上顎洞底粘膜挙上した空間には自家骨や人
工骨移植は行わなかった。術後はインプラント支台部
をスーパーボンドで固定し、初期固定の維持に努めた。
4 か月後から咬合負荷を開始した。術後 9 ヶ月のレン
トゲン写真（図６（２））では、インプラント体周囲
に骨様の不透過像がみられ、骨再生が示唆された。こ
の変化は、AQB インプラント再結晶化 HA の骨伝導
能が大きく寄与しているものと考えられた。

７）長期症例からみたAQBインプラントの生体安定性
　15 年以上，臨床的 X 線学的に安定した予後を確認
している．このような症例においては，しばしば垂直
的骨量の増大がみられる．このことから再結晶化 HA
が長期にわたり，生体において生物学的に安定してい
るが推察される．

図６（1）：術前レントゲン写真

図６（2）：術後 9 ヵ月レントゲン写真
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７．�プラトンインプラントBiO とEight-Lobe�
BiO インプラント

PLATON BiO and 
Eight-Lobe BiO implants

林正人，青木秀希，株式会社プラトンジャパン
Masato Hayashi, Hideki Aoki, Platon Japan Co., LTD.

１）概要
　熱分解法（Thermal descomposition method）と名
付けられた HA コーティング技術は，1980 年代の中
ごろから東京医科歯科大学・医用器材研究所の青木
研究室が確立した技術である．この技術を基礎にし
て製品化したものが，「プラトンインプラント BiO」，

「Eight-Lobe BiO インプラント」である．

２）プラトンインプラントシステム
　日本の臨床医を中心に 1990 年より実用化研究を
始め，1995 年にブラスト + 酸エッチング処理された
SAG（Sand-blasting+Acid Etching+Glow Discharge 
Treatment）品の販売を開始した．1996 年より，薄
膜 HA コーティングインプラント（プラトンインプ
ラント BiO）の臨床試験を東北大学歯学部付属病院と
東京歯科大学千葉病院の 2 施設にて開始し，2004 年
に製造承認を取得．2005 年よりプラトンインプラン
ト BiO の販売を開始した．

３）Eight-Lobe インプラントシステム
　2011 年より SAG 品の販売を開始し，2012 年より
Eight-Lobe インプラント BiO の販売を開始した．従
来から評価されている表面性状に加え，「6°テーパー」
と「エイトローブ（8 枚の花びら形状）」で構成され
たダブルコネクションによる強固な嵌合を特徴として
いる．
　両製品ともフィクスチャの材質は純チタンである．

４）HAコーティングの特長
　（１）コーティング方法
　　 　熱分解法（Thermal descomposition method）

は，独自のコーティング方法で，他のコーティ
ング方法と比較すると圧倒的に低温（600℃～

650℃）で処理を行うため，インプラント基材の
チタンおよびハイドロキシアパタイトの変性，劣
化が起きにくい．

　（２）2 層コーティング
　　 　 コ ー テ ィ ン グ 層 は， チ タ ン 酸 カ ル シ ウ

ム（CaTiO3） と ハ イ ド ロ キ シ ア パ タ イ ト
（Ca10(PO4)6(OH)2）の 2 層コーティングを採用し
ている（図１）．チタンとの密着性を向上させる
ためのチタン酸カルシウム層は，カルシウムと酸
化チタンの混合組成を持ち，各コーティング層は
緩やかに組成が変化する傾斜組成によって化学的
に結合することによりハイブリッドレイヤーを形
成し，高い密着性を発揮する為，薄膜であっても
剥離しにくい構造を有している．

図１：コーティング層の模式図

　（３） 剥離のリスクがない 1 ～ 5μｍの薄膜コー
ティング

　　 　HA を薄膜でコーティングすることにより，チ
タンの弾性に対する追従性が向上し，生体内での
コーティング層の亀裂，剥離のリスクがない．ハ
イドロキシアパタイト層は埋入初期の骨形成に関
与した後は，中長期的に骨に吸収置換されること
で，ハイドロキシアパタイト層からの感染等のリ
スクが極めて低くなる．図４にチタンと HA の
界面の SEM 像を示した．
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　（４）長期安定性
　　 　（1）～（3）の特長により，長期安定性に優れ

た性能を有した HA 薄膜コーティングインプラ
ントである．

図２：薄膜 HA ははがれにくい 図３：薄膜 HA は顎骨内に吸収される

図５：インプラント残存率 図６：インプラント周囲骨のエックス線写真

図４：チタンと HA の界面の SEM 像
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５）フィクスチャラインナップ

　（１）プラトンインプラントシステム（図７）

　（２）Eight-Lobe インプラントシステム（図８）
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６）上部構造バリエーション
　（１）プラトンインプラントシステム（図９）

　（２）Eight-Lobe インプラントシステム（図 10）
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８．ミューワンHAインプラント

μ-one HA implant
藤森達也，青木秀希，山八歯材工業株式会社

Tatsuya Fujimori, Hideki Aoki, 
Yamahachi Dental Co.

１）概要
　ミューワン HA インプラントは，純チタンのフィ
クスチャー部に HA 結晶が約 1μｍの厚さでコーティ
ングされている．HA の厚さ 1 ミクロンをミューワン
と名づけたものである．コーティング技術はスパッタ
リング法を用いている．
　1980 年代後半から北海道大学の勇田らがスパッタ
リング法で HA コーティングの研究開発を世界に先
駆けて開始した．2000 年から，東京電機大学の青木，
尾関らが研究を継続し，山八歯材工業株式会社との共
同研究で東京医科歯科大学および北海道医療大学の両
大学で臨床治験を実施して，2009 年に製造販売承認
を取得した．2014 年に新たに 2 ピースタイプの製造
販売承認を得た．
　ミューワン HA インプラントは世界に類の無い機
能的な薄膜 HA コーティングインプラントである．

２）�スパッタ法による薄膜HAコーティング（スパッ
タイトＴＭ）

　HA 層の破壊や剥離，あるいは感染への抵抗性の低
下などを改善する目的で，気孔率が低い緻密で，膜厚
が 1 ～ 2μm の薄膜 HA コーティングインプラントが
スパッタ法を用いて開発された．
　スパッタ法は，工業界で広く用いられている成膜技
術である．真空中でアルゴンイオンを HA ターゲッ
トに衝突させ，HA の原子や分子を叩き出してチタン
基材上に HA をコーティングする．これにより，従
来の HA コーティング技術に比べ，緻密で密着性の
高い，均一な膜厚 1 ～ 2μm の HA 薄膜が基材表面に
形成される（スパッタイトTM．図２）．PMMA 樹脂ブ
ロックを用いて高トルクをかけ捩じ込み試験を行った
が，140Ncm でも HA コーティング層の剥離，脱落等
の劣化はまったく認められなかった．
　この HA 薄膜は純度，結晶性が高く，天然骨の HA

に近似した結晶サイズ（50 ～ 90nm：ナノメートル）
のきわめて微小な HA 結晶が密に集積しており，こ
のことが本インプラントのすぐれた骨親和性につな
がっていると考えられる．脱落等のリスクを回避し，
安定した骨結合が長期間維持される，より理想的なイ
ンプラント材料として期待されている．

　　　　 (a) 断面　　　　　　　　　(b) 表面

図１：スパッタHAコーティング層（スパッタイトTM）の SEM 像

３）スパッタイトＴＭのすぐれた特性
　膜厚１μｍの薄膜 HA コーティングインプラントは，
コントロールのチタン，膜厚約 35μｍのプラズマ溶射
法による HA コーティングインプラントと比べ，よ
り早期に強い骨結合が得られることが分かった．また，
膜厚 0.1μｍという超薄膜 HA コーティングにおいて
も早期に強い骨結合が得られ，その後は HA 膜が骨
に取り込まれ，チタンと同様に漸増傾向を示した．こ
のことから，薄膜 HA コーティングはきわめて早期
に強い骨結合を獲得したのち徐々に骨に取り込まれ，
長期的にはチタンに近い安定した骨結合形態に移行す
ると考えられている．
　また，イヌを用いた動物実験において，インプラン
ト頚部に圧排糸を巻き付け，強制的に汚染させ周囲炎
を起こさせたときの骨吸収の変化を見たところ，ス
パッタ薄膜 HA コーティングはプラズマ溶射 HA コー
ティングと比較して明らかに骨吸収の進行が少なく，
切削加工のチタンおよび酸エッチング処理のチタンと
同程度であった（図２）．このことから，スパッタ薄
膜 HA はプラズマ溶射法による HA コーティングと
比べインプラント周囲炎の進行が少ない表面性状であ
ると考えられる．
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図５：2 ピースタイプフィクスチャーの種類とサイズ

４）インプラントシステムとラインアップ
　ミューワンHAインプラントの1ピースタイプ（TS，
TL）の形状およびサイズを図３および表１に示した．
また，2 ピースタイプについて，インプラントセット

（フィクスチャー，フィクスチャーヘッド，アバット
メントスクリューおよびカバースクリュー）を図４に，
フィクスチャーサイズを図５および表２にそれぞれ示
した．2 ピース用アバットメントスクリュー，カバー
スクリューは対応するフィクスチャー径に合わせて，
赤（φ 3.4）緑（φ 3.8），黄（φ 4.3），青（φ 5）にカラー
コード化されており視認しやすい．

表１：1 ピースタイプ（TS，TL）のサイズ
歯根部外径 3.3mm，3.7mm，4mm，5mm
歯根部長さ 8mm，10mm，12mm
支台部長さ 6mm，8mm，10mm

表２：2 ピースタイプのフィクスチャーサイズ
フィクスチャー外径 3.4mm，3.8mm，4.3mm，5mm
フィクスチャー長さ 6.5mm，8mm，10mm，12mm，14mm

図３：1 ピースインプラント（左：TS，右：TL）

図２：インプラント周囲炎発症による骨吸収量の変化
　　　（動物実験結果）

図４：2 ピースインプラントセット
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５）２ピースインプラント用パーツの種類
　図６に２ピースインプラント用パーツの種類と構成
を示した。

図７：ミューワンサージカルツールキット

図８：ミューワンステップドリル

６）インスツルメントの特長
　ミューワン用サージカルツールセットはコ
ンパクトな耐熱性プラスチック製ボックスに
収納されている（1 ピース用，2 ピース用．
図７）．ミューワンドリルは特徴的なステッ
プドリルとなっており，ドリルの下穴がガイ
ドとなり順次，拡大形成するため，ドリリン
グ時の位置ズレ，ブレがほとんどなく，骨質，
骨量によらずより安全な骨孔形成が可能とな
る（図８）．

 図６：２ピースインプラント用パーツの種類と構成
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図９：インプラント埋入直後，1 年後および 8 年後のＸ線写真
　　　（上から）

７）臨床例
　ミューワン HA インプラントの臨床例を示す（図
９）．ミューワン HA インプラントは埋入初期以降，
9 年以上の経過においてもインプラント頚部周囲での
骨吸収のレベルはきわめて軽微でほとんど変化が見ら
れない（図 10）．機能負荷以降の骨吸収量は約 0.03mm
／年となっており，トロント会議での成功基準である
0.2mm ／年と比べ，極めて軽微であるといえる．
　また，インプラント周囲粘膜はきわめて良好な状態
を維持しており，粘膜貫通部からの感染等によるイン
プラント周囲炎の発生や脱落等の不具合事象はほとん
どないことが明らかになっている．さらに埋入直後の
動揺度の変化から，埋入 2 週後ですでに平均 PTV 値
が－2 となり，しっかりした骨固定が得られているこ
とが分かる（図 11）．

　これらの結果から，ミューワン HA インプラント
は埋入初期においてきわめて早期に骨固定を獲得し，
長期経過においても骨吸収がきわめて軽微で，かつイ
ンプラント周囲炎をほとんど併発しないことから，き
わめて臨床予知性の高いインプラントであることは明
らかである．

図 10：長期臨床でのインプラント周囲の骨吸収量の変化

図 11：インプラント埋入初期の動揺度変化
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●特集：“HA コーティングインプラントの選択”

国産 HA コートインプラントとチタンインプラントの
長期臨床成績

加藤　英治 1,2,3）

Long term follow up of Japanese dental implants
Retrospective analysis for HA-coated and Ti-surface implants.

Eiji Kato 1,2,3)

　１）ITDN-Tokyo 代表　加藤歯科・インプラントセンター中目黒
　　　ITDN-Tokyo (Implant &Tissue Engineering  Dental Network - Tokyo)
　２）口腔インプラント生涯研修センター（日本口腔インプラント学会研修施設）
　　　Life Long Educational Center for Oral Implantlogy
　３）東京歯科大学有床義歯補綴学講座
　　　Removable Prosthodontics & Gerodontology, Tokyo Dental College

Abstract

 Hydroxyapatite(HA)-coated dental implants have been used clinically over the three decade. There are many 
reports  about the question at the long-term stability and prognosis of HA-coated dental implants. It has been 
suggested that HA coating is unstable, has a high susceptibility to bacterial infection, may be predisposed to 
rapid breakdown or saucerization of peri-implant bone tissue, and does not demonstrate significant advantages 
over titanium implants. The purpose of this study is to report the long-term (more than 10 years.) retrospective 
life table analysis regarding Japanese HA-coated dental implants as compared to titanium (Ti) dental implants 
with anodic-oxided surface .
 This retrospective study was performed for 20 years period. All patients provided informed consent and 
they were recruited, screened, and accepted or rejected sequentially based on specific inclusion / exclusion 
criteria. Two thousand twenty dental implants (Kyocera Medical, Osaka, Japan) were placed from 1993 to 2013. 
Four hundred fifty six of HA-coated implants and 254 titanium surface implants passed 10 years follow-up. 
Data were analyzed with life table analysis and shown as the cumulative survival rate. The failure cases were 
comparison and classified of 3 patterns by such a symptom and bone resorption. 
 The overall cumulative survival rate at 10 years was 90.2% in HA coated implants  and 89.3% in titanium 
implants. There was no statistically significant difference between the values. However, only in case in which 
maxillary molar region, there were significant differences in the cumulative survival rate until 6 years between 
HA-coated (99.4 to 90.3 %) and titanium implants (92.0 to 79.9%). The value at 10 year was 90.3 and 79.9% in 
HA-coated and titanium implants, respectively.
 Although there was no difference between HA-coated and titanium implants in overall implant survival for 
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10 years, HA-coated implants was greater in cumulative survival ratios at upper molar region until 6 years 
than titanium implants. This observation may be supported by the biological advantage of HA-coating in 
osseointegration capability. Implant selection must be driven according to the site specificity for long-term 
implant survival. In the near future, we should consider to be especially planned out by long-term comparison 
of the HA-coated and Ti implants.
 Key words: Hydroxyapatite coated dental implants, Retrospective 10-year evaluation, Fail pattern.

(J Bio-Integ 4 : 43 - 51, 2014.)

１．緒　言

　ハイドロキシアパタイト（HA）コートインプラン
トの長期の安定性と予後を疑う多数の報告が発表され
ている 1）．これらの報告は，HA コーティングが不安
定で，細菌感染症に対する感受性の増加があり，急速
な骨破壊または皿状骨欠損の原因となる恐れもあり，
チタニウム（Ti）インプラントに勝る利点は，何もな
いとしている 2）．しかしこれらの大多数のデータは，
逸話的な主張として，たった 1 例の症例報告に由来し
たものをもちいている 3）．これらの論文は臨床応用が
開始された 1984 年より 5 年をすぎた 90 年代初頭より
相次ぎ，失敗の原因はコート層が長期安定しなかった
ためだとしている．これらを検証するため，本施設に
おける 10 年間の後ろ向き調査による国産 HA コート
と Ti 表面インプラントの臨床成績の比較をしたい．

２．材料および方法

　本研究に使用したフィクスチャーは 2 種類で，POI 
System Finafix ® はチタン合金 Ti-6Al-4V （ELI）製，
荒さ 2.7 マイクロ，135-140 ナノメーターの陽極酸化
層のチタンスレッド型インプラントである（図１右）．
POI System Finatite ® は HA コートスレッド型イン
プラントで１ナノの酸化膜上に 20 マイクロの 3000
度のフレーム溶射による HA 層が存在し，Ca とリン
の比は 1.66（骨は 1.67）である（図１左）．結晶率は
55％でコート層は鏡面研磨層と 2.7 マイクロのブラス
ト層の下に付与されている（図１）．
　a． 本後ろ向き研究の区間は 20 年間（1993 ～ 2013

年）であった．患者はインフォームドコンセン
トがなされ，特定の除外基準にのっとり詳しい

臨床検査を受け，施術後補綴が施された．計
2012 本の京セラメディカル製インプラントが埋
入され，HA コートと陽極酸化処理チタンイン
プラント（以下，HA と Ti）が使用された．得
られたデータのうち 10 年以上経過した HA456
本および Ti254 本を抽出し，生命表分析を行い，
生命保険数理法による累積生存率を算出した．
統計解析として累積生存率の標準誤差による検
定法を用いた．

　b． 失敗インプラント周囲骨欠損パターンによる分類
　　　 　a. の集計で得られた失敗データをさらに精査

し X 線的・臨床的要素をもとに 3 パターンに
分類した（図２）．

　　　 Type1 ディフェクト；X 線上の水平と垂直骨
欠損が１mm 以下で，痛みや感染などの症状は
なく除去と同時の埋入が可能．

　　　 Type2 ディフェクト；X 線上の水平と垂直骨
欠損が１mm 以上で，まれに急性の骨破壊や感
染・痛みなどの症状がある．もし，感染がなく

図１：左：POI System Finatite ®

　　　右：POI System Finafix ®
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初期固定がえられれば，除去と同時の埋入が可
能．

　　　 Type3 ディフェクト；X 線上に開窓や裂開を
ともなう根尖部を超えた骨欠損がある．しばし
ば急性の骨破壊や感染・痛みなどの症状がある．
除去と同時の埋入は不可能．

　　　 　上記の骨吸収と症状より 3 型に分類し精査比
較された．（図３－５）

３．結　果

　a．HA の 10 年経過時の全体的な累積生存率は
90.2%．Ti は 89.3% で有意差はなく，失敗パターンで
も 2 群の差はなかった．一方部位別分析では，上顎臼

図２：X 線的・臨床的要素をもとに 3 パターン

図３：Type １ディフェクト

図４：Type ２ディフェクト

図５：Type ３ディフェクト

歯部で埋入後 1 ～ 6 年後まで HA と Ti 間で統計学的
有意差を認め，HA の方で累積生存率が高かった（6
年時，HA：93.5%，Ti：79.9%）．10 年経過時の上顎
臼歯部の累積生存率は，HAで90.3%,Tiで79.9%であっ
た．

　10 年以上経過した（1993 ～ 2003 年埋入）インプラ
ントの累積生存率比較
　　　　　　　　　   前歯　　　　臼歯
　　Ti 上顎 ８５．３％ ７９．９％＊
　　HA 上顎 ９３．４％ ９０．３％＊
　　Ti 下顎 ８７．５％ ９４．０％　
　　HA 下顎 ９０．０％ ９０．６％　
　　＊ 有意差有り
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　b．失敗分類の比較結果
 Type1  : Type2  : Type3
　　　HA 72.22  : 22.32  : 5.56 %,
　　　Ti 73.37  : 26.32  : 5.26 %
　HA と Ti インプラントの骨欠損分類に有意差は認
められなかった．

４．考　察

　HA コートはインテグレーションを促進し特に骨
量・質の劣る部位に有効である臨床的利点があるにも
かかわらず長期安定は疑問視されていた．
　たとえば HA コートはバイオフィルム形成の影響
を受けやすいかもしれないし，かつては長期生存に
影響を及ぼすような，リスクの高いコート方法（TPS
やリン酸カルシュウム）も存在していたことは事実で
ある（図５）．この点は臨床家として真摯に受け止め
るべきである．そのような心配にもかかわらず本研究
の 10 年以上の長期失敗率が急速に増加することはな
く HA コートが長期集計での失敗症例の原因であっ
たとは考えにくい．

　骨結合を高める試みは主にコート法（HA, TPS, 
Sintered, Oxides）， と ア ン・ コ ー ト 法（SLA, 
Osseotite, TiUnite）に大別され，これら第 2 世代の
インプラントは第 1 世代にくらべ圧倒的に骨芽細胞の
結合を促進し強固にする．第 2 世代のインプラントは
材料学的にも，粗さ（Ra1 ～ 2µm 以上の深度）を付
与した表面上の接着力向上があり，Vitro では細胞分
化能力において，Vivo では周囲骨のインプラント骨
接触率／結合力／固着力向上が認められる 5 ～ 6）．この
様に表面に粗さを付与したインプラントと骨との接触
率の関係を Buser ら 7）は 1991 年に検証している．ブ
ラスト表面のインプラントは 20 ～ 25％，TPS コート

（酸蝕後にチタンをプラズマコート） したものは 30 ～
40％，SLA（酸蝕とラージグリッドブラスト）は 50
～ 60％，HA コートインプラントでは 60 ～ 70％の
BIC を報告している．また同様の報告は多数見受けら
れる．
　近年は長期経過後（埋入後 15 年）に摘出した HA
コートが経年的に恒常的なリモデリングの結果とし
て HA コート層がほぼ吸収され非侵襲的に Ti 表面と

骨がダイレクトに接触している組織学的報告もある
8）．感染が生じた HA コートは周囲組織が破壊される
という報告がある一方で，この様にインプラントの表
面に近接した部位にハバース管が観察されていて，正
常な骨のリモデリングと HA の吸収は関係があると
いう文献もある．この論文では，コーティングから
分離された HA に異物反応はみうけられず，Hardy, 
Frayssinet 9）の報告と同様に HA コートが吸収された
部分には骨形成が起こっている．

　しかし軟組織との関係をあつかった報告は少なく，
興味深いものでは Block ら 10）の HA インプラント下
顎 10 年観察で角化歯肉がある症例は 2.9％の失敗なの
に対し角化歯肉が無いものは 29.5％と高い失敗率で清
掃状態も不良だった．インプラントのコート層を口腔
内へ露出させない工夫としてクレストモジュールと呼
ばれる各社一定の幅の研磨面やアン・コートの層を
コート層の歯冠側に配置している．かりに露出しても
HA コート自体が PH の変動に抵抗でき安定を維持で
きる構造を謳っている．歯頚部付近は微細構造（ブラ
ストやマイクログルービング）を持っているが，クレ
ストモジュールはプラークが付かないよう平滑に研磨
されておりシステムにより 0.5 ～ 5.0mm とまちまち
である（図６）．

　　 図６：インプラントボディーと微細構造
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　歯科では粘膜貫通部という特殊環境を有するためア
ン・コート法でこの繊細な部分を加工できれば有利で
ある，すでに医科股関節領域で臨床発売されているア
ルカリ加熱処理法 11）やナノ・オーダーの HA で表面
処理（NanoTite ®）などの分子レベルの技術に加え，
この部位の生物学的幅径による組織の質と量の安定維
持や荷重による骨吸収に耐えうるマクロ的デザイン

（プラットフォーム・スイッチなど）が必要である．
　今集計で上顎臼歯成功率の統計より骨内部表面性状
を HA コートすることは柔らかい骨質に対してはイ
ンテグレーションを強固にしたり早めたりし，また抜
歯窩やサイナスリフトなどの再生骨にも有利であった
と考えられる．
　本集計の HA と Ti インプラント失敗の原因が同じ
であるなら，病因はどのような機序で始まるのか？　
インプラント頚部の早期の皿状の骨吸収は，歯周ポ
ケットと同じ病態を生む可能性がある．いかなる形状
のインプラントにおける統計報告でも歯頚部の骨吸収
の量は最初の 1 年目に急速に進行するという論文 12-15）

が多い．Adell ら 14）の第 1 ネジ山を基準とした計測
では，特に最初の 1 年間での骨頂部吸収は大きく平
均で 1.5（3.3）mm それ以降の吸収は 0.05 ～ 0.13mm/
年と少ない．Misch 16）は，この骨頂部での早期の骨
吸収の原因に対し　①骨膜剥離　②インプラント窩形
成　③宿主の自己免疫反応 （細菌関与）　④生物学的
幅径　⑤力学的ストレス因子，など幾つかの仮説をあ
げ検証している．Misch は①～③までについては原因
の説明にはならないとし，④についての一定の理解を
示すもすべての原因説明 にはならないとし，⑤の力
学的要素を最も支持している．
　たしかに骨はストレスにより変化する．Frost 17）は
骨折以前の歪み力への機械的適応に関連する骨組織を
a. 廃用委縮ゾーン b. 適正ゾーン c. マイルドな負荷（石
灰化を高める）ゾーン・d. 病的負荷（疲労骨折と骨吸収）
ゾーンの 4 つのゾーンにわけた（図７）．また応力を
受け止める骨の成熟・硬さ・量により変化するため最
初の 1 年は補綴後すぐに危険にさらされ成熟や硬さ・
量が安定する 1 年目以降はリスクが減るとも考えられ
る．初期のリモデリング理論は 1972 年に Kummer 18）

によって骨頂の生理限界を超えたストレスは骨の微小
破壊か病理的な吸収をおこしストレスの集中は血液循
環を減少させ骨吸収の原因となり，嫌気性菌に対し抵

抗を弱めると報告された．
　骨は 2 次手術でインプラントを露出した時点では，
上部構造の装着 1 年後よりもより骨密度は低い．骨は
4 ヶ月後で硬化度 60％ . 完全に石灰化するのに 52 週
を要する．線維性骨がインプラント周囲に最初に形成
されるが，それは組織化されていなく荷重に耐える層
板骨より弱い．骨細胞挙動はシェアストレスという力
学的環境もしくは細胞変形に影響される．骨の細胞膜
中のイオン細胞膜チャンネルを開くエネルギー源は微
小ひずみであると推察され，反復負荷とそのシステム
内での微小ひずみの量に起因する微小骨折に関係あ
る．Verbobt ら 19）は， ネズミの尺骨でマイクロクラッ
クの周辺骨での疲労負荷での皮質骨内吸収（TUNEL

（+）Cell）が対照群での 3 倍以上であったと報告して
いる．近年，血管内皮細胞の創傷治癒モデルにおいて，
Confluent に達した培養シートに切開を加えた伸張実
験で細胞の能動力覚（アクティブタッチによるメカノ
センサー）と細胞内 Ca2+ イオン透過そして細胞外の
ATP シグナリングの関連が報告されている 20）．細胞
自身が接着装置を介しアクトミオシン線維で基質や隣
接細胞を引き対象物の機械応答（伸び）を計測してい
る．隣接する対象物の堅さをモニター（アクティブタッ
チ = 能動力覚）している．接着斑には大きな引張力
が負荷される．この力は，ATP の枯渇とストレスファ
イバーのミオシンのリン酸化の抑制で消失する．つま
り接着斑に付いているアクトミオシン線維の ATP 依
存性と能動的収縮力が示唆される．他に細胞運動に関
係するラメリ・ポディア（葉状仮足）フィロ・ポディ
ア（針状仮足）のアクチン重合がある．細胞膜を押し
出すには，細胞膜に垂直に接するアクチン線維先端へ

図７：フロストの骨折理論
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のアクチンモノマーの付加がおこり細胞の前進を先導
している（図８－ 10）．

　歯科インプラントにおける力学的研究では骨は圧縮
力（±０％）にもっとも強く，引っ張り力に－30％，
剪断力－65％と弱く，多くのインプラントは咬合力が
最初のネジ山でこの剪断力を圧縮もしくは引っ張り力
に変化させ抵抗力が 40 ～ 70％増加することで骨吸収
を防止している．
　フィクスチャーの直径がわずか 0.25mm 増加した
だけでも表面積は 5 ～ 10％増加する．したがって
長さより直径が重要な要素となることは臨床計画の
判断において力学的にきわめて重要である．しかし
Wonejae Yu ら 21）はインプラント直径と骨頂部の骨
幅を変化させ有限要素法をもちいその応力負担域の力
学的研究を行った （図 11）．いかなるシュチエーショ
ンにおいてもその応力は骨頂部の歯頚部域に皿状に負
担域を認めておりこれは初期の骨吸収形態に酷似して
いる（図４）．その数値は頂上において 1 番大きく，
インプラント長全体に放散する程徐々に強さは減弱し
て行く．インプラントの先端では判別可能なストレス
はみられない．しかし骨密度の変化では， 形状や深さ
を変える．非常に骨密度の高い骨では，骨頂に限局す
るが，骨が非常に柔らかければ（上顎臼歯部タイプ 4
の骨質等），ストレスはインプラント – 骨界面に沿っ
てより内部に伝達されその分布は先端まで伸展する．
　一方で力学的には，直径の大きいワイドボディーは
長さを増すより有効であるが，生物学的幅径において
は骨幅を減じるリスクをともなう．骨幅が狭く骨髄の
裏打ちのない組織は短期～中期的失敗の原因となりう
る．特に骨髄腔のない皮質骨は再生力が乏しく急速な
骨吸収を招く．また生物学的幅径は水平的にも存在す
るため，筆者は再生力のある骨髄腔を有する骨組織に
は臨床上最低 2mm の骨・骨膜の厚みが必要だと考え
る （図 12）．
　１つの仮説として，もし HA と Ti インプラント失
敗の理由が同じであるなら，本集計の失敗原因は負荷
前の要因（外科・フィクスチャー表面性状・患者側）
による失敗を除くと，未成熟な骨や薄い皮質骨骨頂部
のインプラント頚部骨に応力が集中し骨吸収が始まり
歯周ポケットと同じ病態を生んだ可能性がある．もし
そうであるならば，インプラントの直径や頚部のデザ
インが失敗防止の重要な要素となる．またワイドボ
ディーインプラントは治癒後の吸収と再生の幅（生物
学的幅径）を補償しうる既存組織内の位置へ埋入すべ

図８：メカノセンサー応答細胞骨格 / 膜形態図（文献 20 より改変）

図９：接着斑構造図（文献 20 より改変）

図 10：アクティブタッチ（著者作成）
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きであり，この幅が無いとやはり早期吸収をおこし失
敗の原因となりうる．

図 11：歯槽骨の骨幅とインプラント径の相関関係の力学的考察
　　　 （文献 21 より改変）

図 12：水平的生物学的幅径

５．結　論

　Ti インプラントのメタ解析結果で興味深いのは，
ロードをかける以前の失敗は Ti インプラントで多く，
これはテクニカルエラーが同レベルと考えると，埋入
直後の治癒やインテグレーションに Ti と HA 表面で
は差があるのかもしれない．Ti と HA インプラント
の生存率の比較グラフでは，補綴後初期の失敗の差を
維持したまま両者同様な経時的下降線を描き有意差は
認められなかった （図 13）．特記すべき点は上顎臼歯
部の 1 ～ 6 年で Ti に失敗が多く認められたことであ
る （図 14）．従来 Ti の短期比較では骨質 / 量の劣る
上顎臼歯部の高い失敗率が報告されていた . 今後は長
期的部位特異性も考慮して計画されるべきであると考
察される．

図 13： 10 年以上経過した HA456 本および Ti254 本の生命表分析

図 14：累積生存率の推移
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抄　録

【目的】
　1984 年以降ハイドロキシアパタイト（HA）コートインプラ
ントが臨床的に用いられ，長期の安定性を疑う報告がされてい
る．HA コーティングが不安定で細菌感染症に対する感受性の
増加があり，表面での急速な骨破壊や皿状欠損の原因となる恐
れがありチタニウム（Ti）表面インプラントに勝る利点はな
にもないとしている．これらを検証するため、本施設における
10 年間の後ろ向き調査による国産 HA コートと Ti 表面インプ
ラントの臨床成績の比較しその失敗原因を考察した．

【材料および方法】
　本後ろ向き研究の区間は 20 年間（1993 ～ 2013 年）であっ
た．患者はインフォームドコンセントがなされ，特定の除外
基準にのっとり詳しい臨床検査を受け，施術後補綴が施され
た．計 2012 本の京セラメディカル製インプラントが埋入され，
HA コートと陽極酸化処理チタンインプラント（以下，HA と
Ti）が使用された．得られたデータのうち 10 年以上経過した
HA456 本および Ti254 本を抽出し，生命表分析を行い，生命
保険数理法による累積生存率を算出した．統計解析として累積
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生存率の標準誤差による検定法を用いた．失敗例は骨吸収と症
状より 3 型に分類し精査比較された．

【結果】
　HA の 10 年経過時の全体的な累積生存率は 90.2%．Ti は
89.3% で有意差はなく，失敗パターンでも 2 群の差はなかった．
一方部位別分析では，上顎臼歯部で埋入後 1 ～ 6 年後まで HA
と Ti 間で統計学的有意差を認め，HA の方で累積生存率が高
かった（6 年時，HA：93.5%，Ti：79.9%）．10 年経過時の上
顎臼歯部の累積生存率は，HA で 90.3%，Ti で 79.9% であった．

【考察および結論】
　長期の Ti と HA の比較で総体生存率に差はなく，特記すべ
き点は上顎臼歯部の 1 ～ 6 年で Ti に失敗が多く認められたこ
とである．従来 Ti の短期比較では骨質 / 量の劣る上顎臼歯部
の高い失敗率が報告されていた．今後は長期的部位特異性も考
慮して計画されるべきであると考察される．

【キーワード】
　HA コートインプラント・後ろ向き 10 年統計・失敗パターン





53 ●

●特集：“HA コーティングインプラントの選択”

HA コーティング１回法インプラントの臨床例とその有用性

寳田　博

Clinical cases and the effectiveness of one piece HA coated implants

Hiroshi Takarada

　東京セントラル歯科
　Tokyo Central Dental Clinic

Abstract

 HA coated implants have been preferentially used clinically since 1980’s, especially in Japan.　On the other 
hand, the HA coated implants were criticized in western countries during 1980-2000 because of weak fracture 
strength of the HA coated layer, decomposition of HA by the high temperature using plasma spraying method, 
and acceleration of inflammation by bacteria in pores of HA layer..
 However, we and our colleagues have successfully used the improved HA coated implants for dental 
treatment since 1993. Because the HA coated thickness is very thin, approximately 35 μｍ, and the HA 
crystallinity was high by a hydrothermal treatment after coating. Furthermore, the implant body was one-
piece and the thread shape was a trapezoidal. The high crystallinity HA is stronger against inflammation 
and the thin HA is stronger against fracture. One-piece body is mechanically stronger than common　two-
piece body. The trapezoidal shape is stronger against peeling of HA coating layer due to low torque than the 
triangle shape for self-tapping.
 From these results it was concluded that the one-piece HA coated implants are clinically used with high 
success rate and will be growing to be clinically used worldwide.                         (J Bio-Integ 4 : 53 - 57, 2014.)

１．緒　言

　日本においてハイドロキシアパタイト（HA）が歯
科用インプラントに導入されたのは，HA セラミック
スのアパセラム（1983 年承認取得：旭光学）が最初
である．当時「夢のインプラント」として注目された
が，その機械的強度が小さかったために，臨床的には
破折，脱落が頻発し惨憺たるものであった．ついで接
着剤を使ってチタンの芯で補強した改良型が開発され

たが，これもまた HA の破折を防止できず臨床の場
から姿を消した（図１）．しかし，大きな荷重のかか
らない部位での骨補填材としては有効であることが実
証され世界的に実用化されている。図２はアパセラム
の臨床例と破折後に AQB（1993 年承認取得：アドバ
ンス社）を再植立した 1 例である．このころ欧米では
プラズマ溶射法による HA コーティングインプラン
トが使われていたが，コーティング層の剥離と層内破
壊による骨結合の崩壊，コーティング層の多孔性によ
る感染の誘導，長期予後の不良などが指摘され，好ま
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しくないインプラントとして烙印が押された．その後
日本では，コーティング技術の改良により，欧米にお
ける懸念は払拭され，POI（京セラ）と AQB（アド
バンス社）が販売されたが，外国においては現在でも
なお，HA コーティングインプラントに対するこの根
強い懸念の影響が残っているように思われる（図３）．

２．日本におけるHAインプラントの改良と発展

　図４は，AQB インプラントの HA コーティングの
工程を溶射法のみの場合と水熱処理による HA への
変換（再結晶化）を示した図である．
　プラズマやフレーム溶射法あるいはスパッタリング
法は，コーティング時の高温により HA の分解が起
こる．分解産物はリン酸 3 カルシウム（TCP），HA
の非晶質（ガラス状）物質や酸化カルシウムといわれ，
植立後生体内で溶解される．その中で強アルカリ性の
酸化カルシウムは組織にダメ―ジを与え炎症などを引
き起こすことになる．一方，図４で説明したように溶
射後，水熱処理することにより，再結晶化（加水分解
反応）により HA へ変換すると同時に酸化カルシウ
ムなどを溶解除去する．HA の結晶化率や純度を高め
ることになり，生体内では安定した biointegration を
得ることができる．

図１

図２

図３
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　現在，日本では 7 社以上の HA インプラントが販
売されている（図５）が，いずれも以前指摘されたよ
うな HA に特有とされた不具合はほとんど報告され
ていない．HA の存在により biointegration は早期に
安定した状態で得られるため 1 回法（ワンピピース）
を可能とし，Ti インプラントを凌駕する最大の利点
であろう．このことは補綴治療を容易にし，MI の面
からも有用である．
　現在，日本で使用されているインプラントの 30 ～
40％が HA インプラントだとする情報もあり，普及
とともにその評価は確実に高まっているものと思われ
る．

３．代表的な症例

　図 .6 ～ 8 に代表的な症例を示した．図 6，7 は，高
度な歯周病により上顎および下顎の小臼歯部をすべて
抜歯し，AQB により全顎修復を行った症例である．
　自施設においては 3 種類の HA インプラント（AQB, 
POI, μ one）を使用しているが，いずれも one-piece
タイプのものである．HA コーティングインプラント
は biointegration が早期に起こるため one-piece にも
かかわらず骨質の粗い上顎においても問題なく適応と
される．この利点は，short implant を用いることに
よって洞底の骨厚が 6mm あれば植立が可能であり，
さらに図 8 に示されているように初期固定さえ工夫す
れば sinus lift を施術することも可能である．

図４

図５

図６
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��４．�文献上からみたTi�インプラントとHAコー
ティングインプラントの比較

　図 9 および図 10 は，成書および論文に記載された
内容をもとに Ti インプラントと HA コーティングイ
ンプラントを比較したものである．骨伝導能，骨接触
率など基本的な点についての優位性に加えて多くの臨
床的な項目においても，HA の優れた面が明らかであ
る．

HA インプラントの残存率
　HA コーティングインプラントのうち，μ-one，
AQB，POI の 3 種類について残存率（生存率）を検
索した．
　μ-one は発売後の経過が短く，また症例数も少ない
が，仲西らによれば，μ-one の 8 年経過症例において
残存率 87%（上顎 100%，下顎 85％）であった．
　AQB と POI は共に発売後の経過も長く，症例数も
多いが，予後に関する報告は必ずしも多くはない．

図９

図 10

図７

図８

Sinus Lift
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　AQB に関しては山秋，古田らによれば腫瘍切除後
の欠損症例を含めた検索において生存率は 90.8% で
あった．一方，杵渕によれば 95.84% と高率であった
という．
　POI に関してはユーザー 29 施設を対象に 6,235 本
について検索したメーカーサイドの検索結果におい
て，生存率は 98.3% であったという．自施設において
脱落，撤去，破折症例を検索した結果を図 11 に示す．
症例数において20/339（5.89％），本数で36/1100（3.3%）
であった．したがって，残存率は概算 95% 前後であ
ろうと推測した．
　以上の如く，HA coating インプラントの生存率に
関しては，研究者によってかなりの相違がみとめられ
る．対象の範囲や期間，1 回法，2 回法の差など条件
が統一されている訳ではないのでやむを得ないことで
あろう．今後，多施設において条件を絞った症例を対
象とした統計的な分析が必要である．

５．インプラントの将来展望

　現在臨床に供されているインプラントは，本体が
Ti によって作られている Ti 系インプラントと Ti を
全く使用していない非 Ti 系インプラントに分類され
よう．後者の代表的なものとしては，近年話題となっ
ているジルコニアインプラントがあげられる．
　今回のシンポジウムでは Ti 系インプラント（Ti イ
ンプラント，HA コーティングインプラント）に関し
ての表面構造の違いによる選択が議論の中心となった
といえる．事前に予想されたことではあるが，この結
論を得ることは難しい．

図 11

　Ti インプラントが表面加工や表面処理によって
より安定した osseointegration を目指しているよう
に，今後 HA インプラントにおいてもより確実な
biointegration に向けての改良が進められるものと
考えられる．両者はいわば superintegration ともい
うべき同一の方向に向かっての改良が展開されるも
のと考えられる．さらに，今後共通する問題として
periimplantitis を念頭に置いて，結合織や上皮に対す
る integration に関する研究を期待したい．
　一方，歯根膜再生型インプラントはいわば天然型イ
ンプラントとして挑戦が続くものと考えられるが，私
見として各組織の component を構築させて歯を再生
することは極めて困難と考えている．歯自体を organ
として再生する方が可能性としては高いのではないだ
ろうか．これらの展望を図 12 に示した。

図 12
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●特集：“HA コーティングインプラントの選択”

HA 薄膜コーティングインプラントの選択

古谷　義隆

Choice of thin HA coated implants

Yoshitaka Furuya

　東京歯科大学口腔インプラント学講座
　Department of Oral and Maxillofacial implantology, Tokyo Dental College

Abstract

 Hydroxyapatite (HA) has been attracting attention as an implant material with its superior biocompatibility 
and osteoconductive ability. However, HA itself lacks the mechanical strength, and thus is mainly used as 
a coating material for implants. The HA coating methods include plasma spraying, flame spraying etc. The 
early products, however, had shortcoming of having rude internal structure due to its uneven composition 
of HA layers and therefore resulted in cracks, detachments and dissolutions in HA layers that led to implant 
defluxions in some cases.
 In recent years, the thin HA coated implants with their HA layers of micrometric thickness to improve 
the HA-metal adhesive strength are brought to attention. Ceramic materials are generally said to have the 
characteristic of attaining higher plastic deformation capacity and prevent the occurrence of cracks and 
detachments with the thinner ceramic layers in the context of the ceramic materials being densified enough 
and attached firmly to metals. Thin HA coated implants are also referred to as a new concept of implants 
assuming acquirement of the biointegration at an early point of implant placement with HA layers, HA layers 
loss with the bone remodeling to make the exposed titanium the implant surface and settling down in the 
above state of so-called osseointegration. These techniques are believed to improve the existing HA coated 
implants to be applicable to the cases of patients with quantitative and qualitative deficiency in their bones in 
relief.                                                                                                          (J Bio-Integ 4 : 59 - 63, 2014.)

１．はじめに

　1965 年にブロネマルクによるチタン製インプラン
トの臨床応用開始以来，その良好な治療成績から，骨

結合型インプラントの優位性が認知されてきた．チタ
ン製インプラントは確実な骨結合が治療成績を左右す
ることから，当初の機械仕上げからサンドブラストや
エッチング，陽極酸化処理などを施したものへと表面
処理方法も移り変わっている．しかし，チタンと骨組
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織との関係は単に接しているだけであり，骨質が悪い
などの条件では未だ治療成績の低下がみられる 1）．
　一方，ハイドロキシアパタイト（以下，HA）は生
体親和性に優れ，骨伝導能を有することから生体材料
として早くから注目されてきた 2-4）．しかし，HA そ
のものは機械的強度がないため，インプラント材料と
しては主にコーティング材として用いられている 5,6）．
この HA コーティングインプラントは，初期の製品
において HA 層の溶解や剥離，破折（図１）などが
生じてインプラントが脱落するケースもあり 7,8），安
定した治療成績が得られるチタン製インプラントに比
べて普及が阻害されてきた．しかしながら，骨結合に
関して，HA コーティングインプラントがチタン製イ
ンプラントよりも優れていることは衆目の一致すると
ころであり，コーティング方法に起因する問題を解決
するための改良が進められてきた．
　近年，数µm以下までHA層を薄くした薄膜HAコー
ティングインプラントが開発，臨床応用され 9-13），従
来の HA コーティングインプラントには無い特徴を
有することから，注目されている．本稿では，薄膜
HA コーティングインプラントの特徴や使用上のポイ
ントについて紹介する．

２．HAコーティングインプラントを巡る問題

　現在，HA コーティング方法として最も多く用いら
れているのがプラズマ溶射法である．これは 10000℃
前後の高温・高速プラズマ流の中に HA 粉末を投入し，
瞬時にインプラント表面に HA をコーティングさせ
る方法である．また，溶射法の一つとしてフレーム
溶射法もあるが，これは 3000℃程度の燃焼ガスを用
いてインプラント体に HA を吹き付ける方法である．
これら溶射法を用いたインプラントは，容易に厚みの
ある HA 層を得られるメリットがある一方で，HA を
熱分解するような高温に晒すことになるので，非晶質
HA（amorphous HA）だけでなく，溶解度の大きな
リン酸三カルシウム（TCP）やリン酸四カルシウム

（TeCP）なども生成される 14）．このような状態で生
体内に埋入されれば，コーティング層が不均一に溶解
してしまう可能性がある．
　また，溶射法を用いたインプラントの HA 層の厚
さは，プラズマ溶射法で 50 ～ 60µm，フレーム溶射
法で 20µm 程度ある．HA は脆性材料であるセラミッ
クスの一種であり，材料自体の塑性変形量が少なく，
材料内部に欠陥があるとその部分に応力が集中して破
断し易い．構造的な欠陥は厚みに応じて確率的に生じ
るため，セラミックス系の材料は厚みが増すほどに破
折しやすくなるとされる 15）．
　近年発売されているプラズマ溶射法のインプラント
は，HA コーティング後に水熱処理などを施して HA
層を緻密化し，結晶率を向上させて製品としての安定
性を得ている．しかしながら，材料学的な面から見れ
ば，HA 層の厚みの問題は不利な条件として依然とし
て残っており，厚みに応じたリスクを抱えているもの
と思われる．

図１：HA 層の破折
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３．薄膜HAコーティングインプラントとは

　近年日本で認可された HA コーティングインプラ
ントは，薄膜 HA コーティングを施したものが多い．
HA コーティング方法としては，熱分解法 9,10），スパッ
タリング法 11,12），ディッピング法 13）が用いられてい
る．熱分解法は Ca-P 化合物をインプラント体に塗布
後，650℃で加熱して HA を生成させる方法であり，
HA 層は 3 ～ 5µm である．スパッタリング法はプラ
ズマイオンを HA に衝突させてインプラント体に HA
粒子を蒸着せせる方法であり，HA 層は 1 ～ 2µm で
ある．また，ディッピング法は HA 懸濁液への浸漬
と乾燥を繰り返すことによって HA 層を生成する方
法であり，HA 層は 100nm 程度である．溶射法を用
いたコーティング方法と比較すると，いずれの方法も
HA 層は著明に薄く，これらが薄膜 HA コーティング
インプラントとして分類できる．

４．薄膜HAコーティングインプラントの特徴（図２）

　脆性材料である HA は気孔などの構造欠陥を必然
的に内在し，展性もほとんど無いことから，脆性破壊
のリスクを持っている．構造欠陥は厚みに応じて確
率的に存在するものであり，HA 層が薄膜である方が
亀裂や剥離などのリスクが少ないと言える．薄膜 HA
コーティングインプラントは，製法上の理由から HA
層を厚くしにくいが，脆性材料を用いていることを考
えると，HA 層が薄いことがリスク管理上有利に働く
ものと思われる．
　また，HA を薄膜化することによって得られる副産
物として，HA の吸収によってバイオインテグレー
ションからオッセオインテグレーションに移行する
と考えられている 16）．従来の HA コーティングイン
プラントでも，骨リモデリング現象のなかで一部 HA
層の吸収が生じることが指摘されている．しかし，薄
膜 HA コーティングインプラントは HA 層が薄いこ
とから，従来の HA コーティングよりも早期に HA
層の吸収が生じることが予想され，HA 層吸収後に全
てでは無いにせよ，骨結合様式がオッセオインテグ
レーションへ移行することを前提としている．そもそ
も HA コーティングインプラントにとって，HA 層の

厚みがどれほど必要かはいまだ解明されておらず 17），
HA の性質を保持してインプラント埋入初期の骨結合
に問題が無いのであれば，最低限の HA 厚さでもよ
いとも考えられる．さらに一旦骨結合してしまえば，
骨リモデリングの中で HA 層が吸収，置換され，オッ
セオインテグレーションとなっても，通常のチタン製
インプラントと同様な状態と考えられる．逆に，厚み
のある HA 層を残したまま不均一に吸収してくるの
であれば，先に述べた脆性材料としての厚みに起因す
るリスクを抱え続けることにもなる．

図２：薄膜 HA の特徴

５．�薄膜HAコーティングインプラント周囲での
骨形成

　HA 層が薄膜となっても，HA を用いる目的である
良好な骨結合が得られなければ薄膜にする意味はな
い．従来の HA コーティングインプラントでは，イ
ンプラント表面と母床骨の双方から骨形成がおこり，
母床骨側のみから骨形成するチタン製インプラントよ
りも初期の骨結合に有利であり，仮にインプラントと
骨との間にギャップが存在しても良好な骨結合が得ら
れることが知られている．山内ら 18）は，イヌ下顎骨
に直径 4mm のインプラント床を形成し，3 ～ 5µm の
薄膜 HA 層を持つ直径 3.3mm のインプラントを埋入
して周囲に 0.7mm のギャップがある状態での骨形成
について観察している．その結果，インプラント埋入
3 週後において薄膜 HA コーティングインプラント表
面に新生骨の形成が見られ，5 週後例では緻密な骨に
インプラントは覆われていたが，チタン製インプラン
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トは 5 週目になってもインプラント周囲に新生骨と接
していない部分も見られた，と報告している．
　また，HA 層の厚さによって骨結合能に差異が生じ
るかどうかについては，奥山ら 19）が 1µm と 0.1µm
の薄膜 HA 層を持つインプラントを用いて，インプ
ラントの引き抜き試験を行っている．これによれば
HA 層が 1µm と 0.1µm のいずれでもチタン製インプ
ラントより引き抜き強度が有意に高く，また，HA 層
が 1µm の方が 0.1µm よりも引き抜き強度が高かった，
との結果を得ている．
　これらの報告は，HA としての骨結合力を発揮でき
る薄さの限界があるが，従来の HA コーティングイ
ンプラントと比較して，かなり薄膜の HA 厚さであっ
ても十分な骨結合が得られることを示唆している．

６．薄膜HAコーティング層の剥離，破折，溶解

　HA コーティングインプラントを使用する際に懸念
されるのが，HA 層の剥離，破折，溶解である．初期
の HA コーティングインプラントでは，HA が小顆粒
になって分離し，周囲骨の吸収などの原因となってい
たとの指摘もある 20）．薄膜 HA コーティングインプ
ラントにおける HA 層の剥離については，イヌ下顎
骨にインプラントを埋入し，直後にインプラントを引
き抜き，HA 層の損傷具合を観察した実験がある．結
果としては，スレッドの頂部でわずかな HA 層の剥
離が認められただけで，ほとんどの HA 層は安定し
ていたと報告されている．
　また，薄膜 HA コーティングインプラントを埋入し
た後の HA 層の変化については，インプラント体の
破折によって除去したインプラントを観察した報告が
ある 21）．これによれは，生体内で 6 年 8 ヶ月使用し
た薄膜 HA コーティングインプラントは，緻密な骨
に 覆 わ れ，EPMA（Electron Probe Microanalyzer）
での観察では，インプラント周囲に Ca が均一に分布
し，未使用のインプラントで見られるインプラント周
囲での Ca 増加は見られなかった．これはインプラン
ト周囲の薄膜 HA 層が吸収され，バイオインテグレー
ションからオッセオインテグレーションへ変化したも
のと考えられた．
　これらのことから，薄膜 HA コーティングインプ
ラントは剥離や破折が生じにくく，HA 層の吸収も骨

のリモデリングの中で徐々に行われているものと思わ
れる．

７．終わりに

　骨結合の早さという点から見れば，チタンインプラ
ントに対する HA コーティングインプラントの優位
性は揺るぎないものである．しかし，HA コーティン
グインプラントはかつての脱落しやすいインプラント
というイメージもさることながら，表面性状がチタン
製インプラントとは大きく異なるため，チタン製イン
プラントに慣れ親しんでいる歯科医にとって扱いにく
い面があるものと思われる．薄膜 HA コーティング
インプラントは，脆性材料である HA のリスクを薄
膜化することによって軽減し，埋入初期にはバイオイ
ンテグレーションを獲得するが，徐々にオッセオイン
テグレーションに変化するというユニークなインプラ
ントである．長期的にはチタン製のインプラントと同
等な扱いをすることができると思われ，HA コーティ
ングインプラントを普及していく上で，ひとつのアプ
ローチであると考えられる．
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抄　録

　ハイドロキシアパタイト（以下 HA）は生体親和性に優れ，
骨伝導能を有することから，インプラント材料として早くから
注目されてきた．しかし，HA そのものは機械的強度がないた
め，主にインプラント体のコーティング材料として用いられて
いる．インプラント体への HA のコーティング方法としては
プラズマ溶射法やフレーム溶射法などがあるが，初期の製品で
は，HA 層の組成が不均一で，内部が粗造であるなどの欠点を
有していた．そのため，HA 層の亀裂や剥離，溶解などを生じ
て，インプラント体の脱落を招くケースも見られた．
　近年，金属に HA をコーティングする際の強度を改善する
ために，数 µm まで HA 層を薄くした薄膜 HA コーティング
インプラントが注目されている．一般に，セラミック材料が緻
密でかつ金属と密着していれば，セラミック層が薄い方が金属
の塑性変形への追従性が高くなり，亀裂や剥離が生じにくくな
ると言われている．また，薄膜 HA コーティングインプラン
トは，インプラント埋入後，HA 層によって早期にバイオイン
テグレーションを獲得し，骨の改造機転にともなって HA 層
が消失して，露出したチタンがインプラント表面となる，いわ
ゆるオッセオインテグレーションの状態で落ち着くことを想定
した新しい発想のインプラントと言われている．これらの技法
により，従来の HA コーティングインプラントの持つ欠点を
改善し，HA の持つ利点を生かして骨に質的・量的問題のある
症例にもより安心して用いることができるものと思われる．
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Er:YAG レーザーを用いた
ハイドロキシアパタイト膜の形成

本津　茂樹 1），加藤　暢宏 1），山本　衛 1），吉川　一志 2），橋本　典也 3），西川　博昭 1），楠　正暢 1）

Fabrication of a HA films using the Er:YAG laser

Shigeki Hontsu 1), Nobuhiro Kato 1), Ei Yamamoto 1), Kazushi Yoshikawa 2), Yoshiya Hashimoto 3),

Hiroaki Nishikawa 1), Masanobu Kusunoki 1)

　１）近畿大学　生物理工学部医用工学科
　　　Department of Biomedical Engineering, Faculty of Biology-Otiented Science and Technology, Kinki University
　２）大阪歯科大学　歯科保存学講座
　　　Department of Operative Dentistry, Osaka Dental University
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Abstract

 We propose a new method for fabricating the hydroxyapatite (HAp) film in the atmosphere by the laser 
ablation method using Er:YAG laser. The HAp films were deposited on the Ti substrate by ablation reaction 
by the Er:YAG laser irradiated to target of several kinds of calcium phosphate compounds. Subsequently, the 
deposited film was changed to a material with HAp like structure by hydrolysis reaction with the pure water 
in film surface. It became clear that α-tricalcium phosphate (α-TCP) had the early sedimentation rate and 
that it changes to the HAp structure within 48 hours. Further, it was proven that the film became the HAp 
structure in about 3 hours, when it formed a TCP films by applying monocalcium phosphate solution with the 
pH 5.5 on the enamel surface. The interface of enamel and deposited layer is observed by scanning electron 
microscope (SEM), and it was confirmed that dense HAp film with the thickness of about 10～20μm had been 
formed on the enamel. It seems that the technique becomes the technology which will be very useful for the 
repair of the dentine in future.                                                                        (J Bio-Integ 4 : 65 - 69, 2014.)

１．緒　言

　歯の表面のエナメル質は人間の体の中で最も硬く，
98％はセラミックスであるハイドロキシアパタイト

（以下，HAp と記す）で覆われており，このエナメル
質は，歯の萌出時にはすでにエナメル芽細胞が存在し

ないため二度と再生されない組織である．この組織
が，う蝕や酸蝕，咬耗や摩耗等で欠損した場合，欠損
部の修復にはこれまでレジンやコンポジットレジンが
主に使用されてきた．しかしながら，レジンは高分子
であるため有機物によるアレルギー反応の問題や 1），
レジンの収縮により歯質との間に起こる亀裂や剥離の
問題が指摘されている 2）．本来，歯質の修復・保存は
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歯質の主素材である HAp を用いて行うことが理想で
あるが，粗面度の相違の関係でセラミックス同士の
固着は非常に困難であるため，HAp を用いた治療は
実現されていない．HAp を用いた先進的な治療法と
して，室温・大気圧環境下で HAp 微粒子を歯の表面
に高速で衝突させることにより，HAp 厚膜を形成す
るパウダージェットデポジション（PJD）法 3）や，厚
さ 1 ～ 10µm の柔軟性を持つ HAp シートを歯の表面
に貼付して歯質と一体化させる極薄アパタイトシート
貼付法 4）などが提案されているが， 実用化には至って
いない．
　我々は，紫外線（エキシマ光）を用いたパルスレー
ザーアブレーション（PLD）法を用い，HAp バルクター
ゲットに紫外線レーザーを照射し，ターゲット表面か
ら HAp の構成原子を飛び出させることで，基板であ
るチタンインプラントに膜厚 1µm 以下の HAp 薄膜
をコーティングすることに成功した．この薄膜をコー
ティングしたインプラントは，骨形成に優れ，骨との
固着時間が従来のチタンのみのインプラントに比べ 3
倍早くなることがわかった 5）．この方法はレーザー光
のエネルギーにより，直接原子間の結合の手を切断す
ることで解離・分散反応（アブレーション）を起こさ
せるもので，レーザー加工技術を薄膜形成技術に転用
したものである．この考え方を導入すれば，Er:YAG
レーザーによる歯科の分野での歯質の切削や歯石除去
は一種の加工と見なせることから，逆に Er:YAG レー
ザー光を歯質の主成分である HAp のバルクターゲッ
トに照射してアブレーション反応を行わせれば，歯質
上に HAp 膜を形成できるのではないかと考えた．し
かしながら，エキシマレーザー成膜法と本研究で提
案する Er:YAG レーザー成膜法とでは，大きく異な
る点が 2 つある．１つ目は，アブレーション機構の
相違であり，２つ目は成膜雰囲気の相違である．エ
キシマレーザーの波長は，例えば KrF レーザーの場
合 248nm で，光子のエネルギーは 5.0 eV と高いため，
光のエネルギーで原子の結合を直接切ることで解離・
分解反応が生じ，アブレーションを起こす 6）．これに
対して Er:YAG レーザーの波長は 2940nm と長いた
めに光子のエネルギーは 0.42 eV と低く，直接原子間
の結合は切れないため，HAp 内の水酸基（OH 基）や，
Weyl 7）らが提唱しているような HAp 微結晶の周りを
とり巻く水和殻（Hydration Shell）に光エネルギーが

瞬時に吸収されて生じる蒸散（一挙に気相になる状態）
によりアブレーションを生じる．よって，前者の飛散
粒子は原子，分子，イオン，クラスターであり，これ
らは真空中でない限り基板まで到達しない．これに対
して後者の飛散粒子は HAp の微結晶粒であり，蒸散
により大きなエネルギーを持つため，大気中であって
も飛散粒子は基板まで到達し，基板上に膜を形成でき
る．
　本研究では，Er:YAG レーザーを用いて大気中で
Ti やエナメル質上に HAp 膜が形成できるかどうかを
検討したので報告する．

２．実�験�方�法

（1）Er:YAGレーザーアブレーションによる膜形成
　 本 研 究 に 用 い た Er:YAG レ ー ザ ー（ 波 長 λ ＝
2.94µm）は Erwin AdvErl（モリタ製作所）で，レー
ザーエネルギーは 200 ～ 350mJ，パルス幅 0.2ms，繰
り返し周波数は 10Hz，コンタクトチップは先端直径
600µmのC400Fを用い，照射時間は2～10minとした．
また，ターゲット材料として 250MPa で加圧成形さ
れた直径φ 16，厚さ約 1mm の HAp の前駆体である
リン酸カルシウム系の材料を用いた．すなわち，リン
酸水素カルシウム二水和物；CaHPO4･2H2O（DCPD），
α-リン酸三カルシウム ; α-Ca3(PO4)2（α-TCP），β-
リン酸三カルシウム ; β-Ca3(PO4)2（β-TCP），ピロリ
ン酸 ; Ca2P2O7（CPP）を用いた．HAp ターゲットを
用いなかったのは，歯質と堆積膜との一体化を前駆材
料の HAp 化の過程で行うためである．さらに，膜堆
積用の基板としては，Ti 基板とレジン包埋後に表面
を #2000 メッシュの耐水ペーパーで研磨した牛エナ
メル質基板を用いた．
　図 1 に本研究に使用した Er:YAG レーザー成膜装
置を示す．コンタクトチップ先端－ターゲット距離お
よびターゲット－基板間距離は 10mm 以内であった．
また，基板平面に対するターゲットの角度は 20 ～ 45
度であった．また，アブレーション効率を高めるため
に，ターゲットや基板上に純水やリン酸カルシウム水
溶液の滴下を試みた．
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（2）堆積膜の評価
　成膜後，X 線回折装置（Ultima IV，リガク）によ
り堆積膜の X 線回折（XRD）パターンの観察を行った．
その後，試料を脱脂綿上に置いて純水を滴下し，恒温
槽にて 37℃で保持した．保持中においても堆積膜を
恒温槽から逐次取り出し，XRD パターンを測定する
ことで，堆積膜の結晶構造の変化を観察した．成膜 4
日後に試料をレジン包埋し，5 日目にエナメル質表面
に対して垂直方向に切断して走査型電子顕微鏡（SEM; 
Miniscope TM-1000，日立ハイテクノロジー）により
基板－堆積膜界面の断面 SEM を観察した．

３．結果と考察

（1）各種ターゲットのアブレーション状況の観察
　Er:YAG-PLD 法のターゲットとしての HAp の前駆
体である DCPD，α-TCP，β-TCP，CPP のバルク体
にレーザーエネルギー 350mJ，繰り返し周波数 10Hz
のレーザー光を 2 分間照射した場合について，照射後
のターゲット表面の状況を確認した．図 2（a）に乾
燥状態でレーザーを照射した場合のターゲット表面の
状況を示す．乾燥状態のターゲットでは DCPD が最
も強いアブレーション（○）を示した．これは組成に
H2O が含有されているためである．次にα-TCP に弱
いアブレーション（△）が見られた．これはα-TCP
が熱力学的に不安定であり，溶解性が高いために空気
中の水分を吸収して，加水分解されて Ca 欠損型アパ
タイトになり，表面の OH 基に対してアブレーション
反応を示したためと考えられる．β-TCP，PPiターゲッ
トではアブレーション反応は確認できなかった（×）．

次に，図 2（b）に各ターゲットに水を塗布して浸透
させてからレーザーを照射した場合のターゲットの表
面を示す．この場合はすべてのターゲットにおいて強
いアブレーション（○）反応が見られた．これは，ター
ゲットバルク体内の結晶粒界に H2O が浸透して結晶
粒の周りに水和殻を形成し，これらがレーザーエネル
ギーを吸収することで水分子の熱振動を引き起こし，
一挙に蒸散したためにターゲット材料がアブレーショ
ンされたと考えられる．

（2）堆積膜の結晶構造の評価
　各種ターゲットに純水を滴下し，Er:YAG レーザー
を 10 min 照射して Ti 基板上に膜を堆積し，その後
純水を滴下して 37℃の恒温槽に 3 時間保持した．そ
の場合の堆積膜の XRD パターンを図 3 に示す．各図
の左上には得られた堆積膜の写真を示してある．図よ
り，3 時間後の XRD パターンにおいて各ターゲット
の構成材料のピーク以外に，HAp のピークを示した
のはα-TCP ターゲットを用いた場合のみであった．
DCPD は特定の条件下のみでしか加水分解しないこ
と，β-TCP は加水分解するのに時間がかかりすぎる
こと，PPi は物質として安定しているために加水分解
しにくいこと，α-TCP は早い加水分解を示すことか
ら，α-TCP 堆積膜のみが短い時間で HAp 膜に変化
することが明らかとなった．
　次に，α-TCP ターゲットに純水を塗布し，かつ
Ti 基板上にも純水を塗布し，Er:YAG レーザーを 10 
min 照射して Ti 基板上に膜を堆積した．基板上の純
水は蒸発すれば直ちに補給した．堆積後，純水を滴

  図１：Er:YAG レーザーアブレーション成膜装置

 図２：各種ターゲットのアブレーション後の表面状況
 　　　○はアブレーション有，×はなし
 　　　（a）プレス成型後の乾燥状態のターゲット
 　　　（b）純水滴下含有後のターゲット
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下して 37℃の恒温槽に保管し，3，24，48 時間後の
XRD パターンを測定した．その結果を図 4 に示す．
図より，α-TCP のピークは時間の経過とともに小さ
くなり，48 時間後ではほぼ消滅し，ほぼ HAp のピー
クになることより，堆積膜は約 2 日で HAp 膜になる
ことが分かる．

図３： 純水を浸透させた各種ターゲットを用いて Ti 基板上に
成膜した堆積膜の堆積 3 時間後の XRD パターン

（3）エナメル質上へのHAp膜形成の加速
　α-TCP ターゲットを用いれば，堆積膜は約 48 時間
で HAp 膜に変化することは確認できたが，歯科分野
における本手法の実用化を考えた場合，堆積膜が速く
かつ強く歯質上に HAp 膜として固着することが必要
である．そのために以下の方法を試みた．Ti 基板で
行ってきた基板上に純水を塗布する代わりに，エナメ
ル質上にエナメル質を溶解できる弱酸性の pH 5.5 の
第一リン酸カルシウム溶液を塗布してα-TCP のレー
ザー成膜を行った．他の成膜条件は Ti 基板の場合と
同じであった．
　図 5 に牛エナメル質上に成膜した堆積膜の恒温槽保
持 3 時間後の XRD パターンを示す．15°近傍のブロー
ドなピークは試料の包埋に用いたレジンのピークであ
る．α-TCP のピークはほとんど見られないことから，
堆積膜はわずか 3 時間で HAp 膜に変化していること
がわかる．これは，エナメル質表面に滴下した第一リ
ン酸カルシウム溶液のエナメル質の脱灰・再石灰化の
効果とアブレーションよる粒子のイオン化（プラズ
マ）や励起種の運動エネルギーの効果，さらには基板
上の堆積粒子のレーザー光のターゲットからの反射に

図４： 純水を浸透させたα-TCP ターゲットと Ti 基板上に純水
を滴下して成膜した堆積膜の XRD パターンの経時変化
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よる光および熱励起効果により加水分解が促進され，
HAp の形成が早まったと考えられる．
　図 6 にレジンで包埋後にエナメル質面に対して垂直
に切断して測定した，堆積膜―エナメル質界面の断面
SEM 像を示す．エナメル質上に厚さ約 10 ～ 20µm の
緻密な HAp 膜が形成されていることがわかる．この
膜の成膜速度は約 1 ～ 2µm/min であった．

４．結　論

　Er:YAG レーザーを用いた大気中 PLD 法を用いて
大気中で HAp 膜形成を試みた．アブレーション効率
および HAp への加水分解反応の速さからα-TCP ター
ゲットがアブレーション用ターゲットとして最も適
していることが分かった．また，α-TCP 堆積膜は約
48 時間でほぼ HAp 膜になること，またエナメル質上
に pH 5.5 の第一リン酸カルシウム水溶液を滴下して成
膜した場合は約 3 時間で HAp 膜を形成できることが分
かった．以上の結果から，この手法は HAp を用いた歯
質の修復技術として非常に有用であると考えられる．

図５： エナメル基板上に第一リン酸カルシウム溶液を滴下して
成膜した堆積膜の XRD パターン

　　　　　   （a）　　　　　　　　　　　　 （b）

図６： エナメル基板上に第一リン酸カルシウム溶液を滴下して
成膜した堆積膜（a）と堆積膜－エナメル質界面の断面
SEM 写真（b）
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抄　録

　歯の切削に用いられる Er:YAG レーザーをレーザーアブ
レーション法に用いて，大気中でハイドロキシアパタイト

（HAp）の厚膜を作製する方法を提案した．ターゲットとして
数種類のリン酸カルシウム化合物を用いて，これらに Er:YAG
レーザーを照射し，Ti 基板上に膜を堆積させた．続けて堆積
膜に水を塗布することで，堆積膜を HAp 化することを試みた．
アパタイト前駆体の中でもα型リン酸三カルシウム（α-TCP）
が早い堆積速度をもち，かつ 48 時間以内でほぼ HAp 化でき
ることが明らかとなった．エナメル質上に pH 5.5 のリン酸カ
ルシウム溶液を塗布した状態でα-TCP 膜を成膜した結果，約
3 時間で HAp 膜が得られることがわかった．堆積膜とエナメ
ル質の界面は走査型電子顕微鏡（SEM）により観察され，エ
ナメル質上に厚さ約 10 ～ 20µm の緻密な HAp 膜が形成され
ていることがわった．今後この手法は歯質の修復に非常に有用
になると考えられる．





71 ●

●原著

プラスチック管とガラス管を用いて作製した
血小板濃厚液の血液学的性状と組織学的所見

髙橋　雄三，森田　雅之，雨宮　正志，河野　章江

Hematological and histological analysis of platelet concentrates
generated with plastic and glass tubes.

Yuzo TAKAHASHI, Masayuki MORITA, Masashi AMEMIYA, Fumie KOHNO

　講道館ビル歯科・口腔外科
　Center for Dent- Oral and Facial Surgery, Tokyo

Abstracts

 Platelet concentrates (PC) is classified into six categories, depending on their contents: leucocyte- poor or pure 
platelet- rich plasma(P- PRP),leucocyte- and platelet- rich plasma (L- PRP),leucocyte and platelet poor or pure 
plasma(L- PPP), leucocyte- poor or pure platelet- rich fibrin(P- PRF)concentrated, leucocyte- and platelet- rich 
fibrin (L- PRF)concentrated and leucocyte and platelet poor or pure fibrin(L- PPF）concentrated.
 We obtained two types of PRPs, red- PRP and yellow- PRP, named according to their color, from whole 
blood without anti- coagulant chemical agent, using centrifugation (400g x 10 min.) in plastic tube made of 
polypropylene, delaying clotting time. The red- PRP included the collecting from the plasma layer with buffy 
coat. On the other hand, the yellow- PRP included the collecting from the plasma layer without buffy coat.
 The mean counts of platelets between the red- PRP and the yellow- PRP were not significantly different, 
although they were about 1.43- and 1.28- fold higher than in whole blood, respectively. Although the red- PRP 
contained 70% of leucocytes compared with whole blood, the yellow- PRP kept merely 10% of leucocytes 
compared with whole blood and completely lost neutrophil fraction. These results indicate that the red- PRP 
and yellow- PRP are equivalent to L- PRP and P- PRP, respectively.
 We also obtained two types of PRP gel, red- PRP gel and yellow- PRP gel were fabricated using centrifugation 
of red- and yellow- PRP at 650g for 10min. in glass tubes. Histological examination of the red- PRP gel showed 
that it consisted of three layers from the bottom to the top, the mixture of leucocytes and erythrocytes, 
platelets and compressed fibrin. Histological examination of the yellow- PRP gel showed that it consisted of two 
layers, platelets at bottom and compressed fibrin at top. In the yellow- PRP gel, we didn’t find the mixture of 
leucocytes and erythrocytes. These results indicate that the red- PRP gel and yellow- PRP gel are equivalent 
to L- PRF and P- PRF, respectively.
 The manipulations of these plastic tube and glass tube method could lead to the easy generation of the 
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various sort of PC for the effective and safety clinical applications as a point- of- care method.

Key words: platelet rich plasma (PRP), platelet rich fibrin (PRF),
                regenerative medicine using autologous cells or tissues,
                point - of- care method                                                                  (J Bio-Integ 4 : 71 - 78, 2014.)

１．緒　言

　骨や歯周組織などの創傷治癒・組織再生を促す血
小板濃厚液（platelet concentrates: PC）には多血小
板血漿（platelet- rich plasma: PRP），乏血小板血漿

（platelet- poor plasma: PPP），多血小板フィブリン
（platelet- rich fibrin: PRF）が知られ，治療時に調整
する方法，すなわち point- of- care 法で作製，臨床応
用される 1, 2）．
　PRP は「an autologous concentration of human 
platelets in a small volume of plasma」と定義され
3），通常抗凝固剤処理された全血の遠沈操作により
血小板の分離と濃縮という二段階で作製する．投与
の際は，この液状の PRP をトロンビンと CaCl2 また
は CaCl2 単独で血小板の活性化を伴うフィブリン重
合体ゲルの状態で使用する．PPP は，PRP の血小板
濃縮後の無細胞の血漿層から得られる．一方，PRF
は「an autologous leukocyte- and platelet rich fibrin 
biomaterial」と定義され 4），ガラスの接触相活性化反
応（内因系凝固）を利用し，抗凝固剤無添加の全血を
ガラス管に入れ，血小板と白血球の分離・濃縮，フィ
ブリンの圧縮のため遠沈し同時に内包する生理的濃度
のトロンビンで高密度フィブリン重合体ゲルの生成と
血小板の活性化を一段階の操作で作製される．
　更に，この PC は，細胞遊走・増殖に働く platelet– 
derived growth factor（PDGF- αβ ），transforming 
growth factor（TGF- β），血管新生を促す vascular 
endotherial growth factor (VEGF) などのシグナル分
子を含む血小板や白血球の有無などの細胞成分の性
状，また重合過程のトロンビン量の違いにより生成
されるフィブリン構造の差違 5）によって leucocyte-  
poor or pure platelet- rich plasma(P- PRP), leucocyte- 
and platelet- rich plasma (L- PRP)，leucocyte- poor 
or pure platelet- rich fibrin(P- PRF)concentrated, 
leucocyte- and platelet- rich fibrin (L- PRF)

concentrated の 4 つのカテゴリーに分類する案があ
る 6）．また leucocyte-  and  platelet-  poor plasma （L- 
PPP）を加えて 5 種類の PC のどれが創傷治癒・組織
再生により有効かの議論がみられる 6- 12）．また，PC
作製に要する時間，コストなどの利便性 6），作製器具
の安全性 13）についての議論もある．
　今回，抗凝固剤無添加の全血を，接触因子の活性
化を防止して血液凝固時間が延長することが知られ
るプラスチック管で PRP 作製の可能性を検討し，次
に buffy coat を含む PRP（その色彩から，以下 red- 
PRP）と，含まない PRP（以下 yellow- PRP）を作製し，
それらの血液学的性状を検索した．更にこの 2 種類の
PRP からガラス管で生成した red- と yellow- PRP ゲ
ルの組織学的所見を検索した．これらの結果から red- 
PRP，yellow- PRP ならびに red- PRP ゲル，yellow- 
PRP ゲルは前記 PC の 5 分類のどれに属するかを，ま
たより効果的な臨床応用への展開の可能性を考察し
た．

２．材料と方法

１）プラスチック管の血液凝固時間
　凝固時間の測定は，健常人の全血 2ml をプラスチッ
ク管およびガラス管に移し，室温での血液の流動性
の喪失で判定した．プラスチック管は 15ml ポリプロ
ピレン管（IWAKI- AGS・旭硝子），ポリスチレン管

（IWAKI- AGS・旭硝子），ポリエチレンテレフタレー
ト管（住友ベークライト）を用い，ガラス管は臨床検
査用プレイン採血管（BD）を用いた．

２）red-�PRPならびに yellow-�PRPの作製（図１）
　健常人（男 4 名，女 2 名）の全血を，2 本の 15ml
プラスチック管（ポリプロピレン製）に 10ml ずつ入
れ，400g10 分の条件で遠心分離し PRP を得た．red- 
PRP の作製は buffy coat を含めて血漿部分を採取
し，yellow- PRP は血漿部分のみを採取した．全血と
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red- および yellow- PRP の血液学的性状（血小板数，
白血球数，白血球分画細胞数）の検索は，各々を注
射筒内で混和後，EDTA カリウム塩（K2EDTA）入
り一般血液検査用試験管に移し多項目血球分析装置
sysmexX- P2000i で行った．PRP の採取は 18G カテ
ラン針を使用した．遠心分離は swing 型卓上遠心器
H- 19FM（コクサン）を用いた．統計解析は多重比較
検定の Tukey-Kramer 法で行った 14）．

３）�red-�PRPゲルならびに yellow-�PRPゲルの作
製と組織学的検索（図２）

　red- お よ び yellow- PRP を ガ ラ ス 管（IWAKI- 
AGS・旭硝子，ブレーンベース）に移し，直ちに
650g10 分の条件で遠沈し red- ならびに yellow- PRP
ゲルを得た．ゲルの組織学的検索は，リン酸緩衝ホル
マリン液で固定後，ヘマトキシリン - エオジン（HE）
染色を行い鏡検した．

図１： プラスチック管による PRP、red- PRP、yellow- PRP の
作製法

３．結　果

１）プラスチック管の血液凝固時間（図３）
　プラスチック管（ポリプロピレン，ポリスチレン，
ポリエチレンテレフタレート）の凝固時間の平均値
は 40.7 から 42.2 分であり，材質による差違はなかっ
た．ガラス管の凝固時間の平均値は 17.5 分であり，
プラスチック管の凝固時間は有意に延長した（危険率
1%）．

図２：red- PRP ゲルならびに yellow- PRP ゲルの作製

図３：プラスチックおよびガラス管内血液凝固時間
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３）red-�PRPおよびyellow-�PRPの白血球数（図５）
　red- および yellow- PRP の白血球数の平均値は全血
より有意に低値を示した（危険率 5% と 1%）．yellow- 
PRP の白血球数の平均値は red- PRP より有意に低値
を示した（危険率 1%）．

４）red-�PRPおよびyellow-�PRPの好中球数（図６）
　red- および yellow- PRP の好中球数の平均値は全血
より有意に低値を示した（危険率 1%）．yellow- PRP
の好中球数の平均値は red- PRP より有意に低値を示
した（危険率 5%）．

５）red-�PRPおよびyellow-�PRPのリンパ球数（図７）
　red- PRP のリンパ球数の平均値は，全血の約 1.35
倍と増加したが，有意差はなかった．yellow- PRP の
リンパ球数の平均値は全血および red- PRP より有意
に低値を示した（危険率 1%）．

図５：red- PRP および yellow- PRP の白血球数

図６：red- PRP および yellow- PRP の好中球数

図７：red- PRP および yellow- PRP のリンパ球数

図４：red- PRP および yellow- PRP の血小板数

２）red-�PRPおよびyellow-�PRPの血小板数（図４）
　red- および yellow- PRP の血小板数の平均値は，
全血の約 1.43 倍と 1.28 倍と高値を示した．しかし，3
者間の血小板数の平均値に有意差はなかった．
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６）red-�PRPおよび yellow-�PRPの単球数（図８）
　red- PRP の単球数の平均値は，全血の約 1.13 倍と
増加したが，有意差はなかった．yellow- PRP の単球
数の平均値は全血および red- PRP より有意に低値を
示した（危険率 1%）．

図８：red- PRP および yellow- PRP の単球数

７）�red-�PRPゲルおよび yellow-�PRPゲルの組織
学的所見（図９）

　red- PRP ゲルでは，ガラス管下部に白血球と赤血
球層がみられ，中部は濃縮された血小板層と判断した．
yellow- PRP ゲルでは，白血球と赤血球層はみられず，
下部は濃縮された血小板層と判断した．上部には無細
胞性で圧縮されたフィブリン層がみられた．

図９：red- PRP ゲルおよび yellow- PRP ゲルの組織学的所見

４．考　察

　血液凝固能亢進状態の臨床検査（Lee & White 法）
に内因子系の接触因子の活性化を防止するシリコン処
理ガラス管が使用される．37℃下で測定される凝固時
間の基準値はシリコン塗布管で 25 ～ 35 分，ガラス管
で 5 ～ 15 分である 15）．プラスチック管の室温での凝
固時間の平均値は 42 分で，Lee & White 法のシリコ
ン処理管凝固時間より延長した，この差はシリコンと
プラスチックという材質の違い，または Lee & White
法では 37℃，本検索では室温（24℃）という反応温
度の差であろうか．因みに本検索のガラス管凝固時間
の平均値は 17.5 分であり，Lee & White 法のガラス
管値と近似であった．PRP 作製に用いたプラスチッ
ク管の材質はポリプロピレンで，高強度のため注射筒
にも使用されるもので 16），γ線滅菌されており発熱
物質・DNase・RNase・DNA free が保証され，汚染
防止のため二重包装されている．
　プラスチック管で抗凝固剤無添加の全血の比重遠心
法（400g10 分）で PRP の分離が可能であった．本遠
心条件は，荒木ら 17）の高い血小板回収率を示す検討
結果と Dohan らの PRF 作製法を参考にした 18）．
　red- と yellow- PRP 中の血小板数は，全血より濃
縮されており約 34 万と 30 万/μl で，両者間に有意差
はない，すなわちほぼ同数の血小板を含む PRP の作
製ができた．red- と yellow- PRP 間の血小板数の僅
少な差は buffy coat の採取の有無によるものと推測さ
れる．
　Marx らの治療用 PRP 中の血小板数は約 100 万/μl
である 3）．本プラスチック管法で作製された red- と
yellow- PRP を，治療用 PRP の血小板数とするには，
更に 3 ～ 4 倍 濃縮する強遠心操作が必要と考えられ
る．治療用 PRP を使用する際，血小板総数（PRP 総
投与量）と血小板濃度のどちらがより臨床的効果を示
すかはまだ明らかではない．
　本プラスチック管法による PRP の性状は抗凝固剤
処理全血を用いる通常法と差違はないかという疑問が
生じるが，得られる血小板数，白血球数の動態に有意
の差はみられていない 19）．
　PC に含まれる白血球は抗感染作用を示し，血小板
と同様に VEGF，PDGF- αβ，TGF- βなどのシグナ
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ル分子を有し創傷治癒・組織再生に有効であるとされ
る 20）一方，炎症性メディエーターとして働く多くの
サイトカインをもつため未知の偶発症や骨吸収増強
による骨形成抑制が危惧されている 1）．白血球を含む
PC と除去した PC との比較検討がないため，白血球
の有効性，すなわち治療用 PC の白血球の必要性につ
いては今後の検討課題とされている 6）．
　yellow- PRP 中に残存する全血の約 10% の白血球
は，好中球がほぼすべて除去されており，血漿層中
のリンパ球および単球由来と考えられる．red- PRP
中に残存した全血の約 70% の白血球は buffy coat と
血漿層中の好中球，リンパ球，単球由来で，好中球
は buffy coat 由来と考えられる（表 1，図 10）．この
結果より，red- PRP は白血球含有 PRP，すなわち L- 
PRP，yellow- PRP は白血球の混入が少ない PRP，す
なわち P- PRP に相当すると推測される．

　不溶性のフィブリン網は創傷治癒・組織再生を促
す細胞の足場，シグナル分子分泌の基質になると考
えられており 21, 22），さらに PRF がもつ高密度のフィ
ブリン網はより効果的に働くとされる 10）．red- およ
び yellow- PRP ゲルには圧縮されたフィブリン像がみ
られた．red- PRP ゲルで観察された下部の白血球と
赤血球の混合層は yellow- PRP ゲルではみられなかっ
た．以上より，red- PRP ゲルは圧縮されたフィブリ
ン中に全血の約 1.4 倍の血小板と，好中球・リンパ球・
単球からなる全血の約 70% の白血球が濃縮された状
態であり，yellow- PRP ゲルは圧縮されたフィブリン
中に全血の約 1.3 倍の血小板とリンパ球・単球からな
る全血の約 10% の白血球が混入した状態にあると考
えられる．
　抗凝固剤の使用がなく，ガラス管を用いた作製法
と，白血球の動態と圧縮されたフィブリンという組織
所見より red- PRP ゲルは白血球を含む PRP ゲル，す
なわち L- PRF に，yellow- PRP ゲルは白血球の混入
が少ない PRP ゲル，すなわち P- PRF に相当すると
推測された．因みに圧縮されたフィブリン層は無細胞
で leukocyte  and  platelet- poor fibrin（L- PPF）に
相当すると考えられる．本検索に用いたガラス管は乾
熱滅菌され，発熱物質・DNase・RNase・DNA free
が保証され，汚染防止のため二重包装されている．
　骨形成細胞の多寡，骨形成の時期など創部位の状況
によっては，足場となる PPP が骨形成により有効に
働くという報告もみられる 11, 12）．本プラスチック管法
による platelet-poor plasma: PPP から leucocyte and 
platelet-poor fibrin: L- PPF の作製も可能であり，そ
の効果にも興味がもたれる．更に骨造成に PRP を応
用する際のガイドライン 23）に，血小板のシグナル分
子のキャリアーとして自家骨や骨補填材との併用が推
奨されている．PRP または PPP に凝固因子である組
織因子（tissue factor），腺性カリクレインを含む口腔
内より採取した自家骨または創部の血液と骨補填材を
混合，プラスチック管内で遠沈することにより自家骨・
骨補填材 - PRF 複合体も作製可能である 24）．
　本稿で示したようにプラスチック管法単独またはガ
ラス管法との組み合わせにより作製される性状が明ら
かな PC を単独で，または自家骨や骨補填材を混合し
内因性・外因性の血液凝固系を工夫・操作して作製
した PC 複合体を，治療部位の環境に応じて point- of 

図 10： red- PRP および yellow- PRP 中の血小板、白血球、分
画細胞（好中球・リンパ球・単球）数の増減を全血と
の比率の変化で示す

表１： red- PRP 、yellow- PRP および 全血中の血小
板、白血球、分画細胞（好中球・リンパ球・単
球）数
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-care 法で適用することが可能になった．
　PC の臨床応用は，ヒトの細胞・組織を採取し，加
工した上で，移植又は投与を行う医療である再生・細
胞医療に相当すると考えられる．厚労省の「医療機関
における自家細胞・組織を用いた再生・細胞医療の実
施について」の通知 25）を熟知し，有効性及び安全性
を意識した研究の展開が望まれる．
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抄　録

　 血 小 板 濃 厚 液（platelet concentrates: PC） は， 白 血 球
の 有 無 と フ ィ ブ リ ン 構 造 の 性 状 か ら leucocyte- poor or 
pure platelet- rich plasma(P- PRP), leucocyte- and platelet- 
rich plasma (L- PRP), leucocyte and platelet poor or pure 
plasma(L- PPP), leucocyte- poor or pure platelet- rich fibrin(P- 
PRF)concentrated, leucocyte- and platelet- rich fibrin (L- 
PRF)concentrated および leucocyte and platelet poor or pure 
fibrin(L- PPF)concentrated の 6 つのカテゴリーに分類される．
今回，抗凝固剤無添加の全血を，血液凝固時間が遅延するポリ
プロピレン製プラスチック管で遠心分離（400g10 分）し 2 種
類の PRP を作製した．buffy coat を含む血漿層の採取で赤色
の PRP が得られ red- PRP と名付け，血漿層のみの採取で黄色
の PRP が得られ yellow- PRP と名付けた．血液学的性状分析
から，red- および yellow- PRP 中の血小板数に有意差はなく，
全血の約 1.43 から 1.28 倍に濃縮された．red- PRP には全血
の白血球の 70% が残存し，yellow- PRP には 10% の白血球が
残存したが好中球は除去された．この結果から，red- PRP は
L- PRP に，yellow- PRP は P- PRP に相当した．次いで，red- 
および yellow- PRP をガラス管で遠沈（650g10 分）すること
により red- PRP ゲルと yellow- PRP ゲルが生成された．red- 
PRP ゲルの組織学的所見では，下部に白血球と赤血球の混合
層，中部に血小板層，上部に圧縮されたフィブリン層がみられ，
yellow- PRP ゲルでは，混合層はなくなり，下部に血小板層，
上部に圧縮されたフィブリン層がみられた．抗凝固剤なし，ガ
ラス管で遠沈するという作製法と組織所見より，red- PRP ゲ
ルは L- PRF に，yellow- PRP ゲルは P- PRF に相当した．プ
ラスチック管とガラス管の性質および凝固系因子の使用を操作
することによって，全血からより有効で安全な種々の PC が簡
便に作製され，point- of -care 法として臨床応用可能と考えた．

キィワード： 多血小板血漿，多血小板フィブリン，再生・細胞
医療，

　　　　　　point- of- care 法
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炭酸またはマグネシウム含有
ハイドロキシアパタイト薄膜の作製

但野　ちなみ 1）、尾関　和秀 1）、増澤　徹 1）、青木　秀希 2）

Preparation of carbonate or magnesium containing hydroxyapatite thin films

Chinami Tadano 1), Kazuhide Ozeki 1), Toru Masuzawa 1), Hideki Aoki 2)

　１）茨城大学工学部　機械工学科　　　　Ibaraki University
　２）㈱国際アパタイト研究所　　　　　　International Apatite Institute Co.

Abstract

 Carbonate containing hydroxyapatite (CHAp) thin films and magnesium containing hydroxyapatite (Mg-HA) 
thin films were prepared using rf-magnetron sputtering method. The CHAp films were coated onto a titanium 
(Ti) and a silicone (Si) substrate from a hydroxyapatite (HA) powder target, which were undertaken in a 
mixed CO2/Ar gas. The ratio of the CO2 gas to the Ar gas was varied in the ratio of 0:10, 2:8, 4:6, 6:4 and 8:2. 
The Mg-HA films were coated onto a Ti substrate and a filter paper from a mixed HA/MgO powder target, 
which were undertaken in an Ar gas. The molar ratio of Mg to Ca in the mixture target was varied in the 
ratio of 0:10, 2:8, 4:6, 6:4 and 8:2. The chemical compositions of the CHAp films and the Mg-HA films sputtered 
Ti substrates were determined by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and X-ray diffraction (XRD). In 
addition, the CHAp films sputtered Si substrates were analyzed by fourier transform infrared spectroscopy 
(FT-IR). The Mg-HA films sputtered filter papers were heated at 700℃ to remove the filter paper and obtained 
Mg-HA powders. The crystal lattice parameters from XRD patterns of Mg-HA powders were calculated.
 The chemical analysis by XPS showed that only a surface of the CHAp films contained carbonate, and Mg-HA 
films contained Mg. The XRD patterns of the Mg-HA films showed that the peak positions of HA was shifted 
to higher angles because of Mg substitution for Ca in the HA structure. The XRD patterns showed that the 
Mg-HA powders were composed of HA, beta-tricalcium phosphate (β-TCP) and MgO. The lattice parameter of 
the identified β-TCP in the Mg-HA powders (Mg:Ca=2:8, 4:6 and 6:4) were smaller than that in the HA powder 
(Mg:Ca=0:10).                                                                                               (J Bio-Integ 4 : 79 - 84, 2014.)

１．諸　言

　ハイドロキシアパタイト（Ca10(PO4)6(OH)2 ; HA）は

生体適合性に優れており，現在，スパッタリング法に
より作製した HA 薄膜インプラントが日本で実用化
されている．この HA 薄膜は，プラズマスプレー法
により作製した薄膜よりも大きな骨結合強度を示した
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との報告がある 1） ．さらに，骨新生を早められる HA
薄膜が求められている．
　人の歯や骨は HA を無機主成分としているが，そ
の一部に 6 ～ 9wt% 程度の炭酸や，0.4 ～ 1.2wt% 程
度の Mg を含んでいる 2）．よって，炭酸含有 HA

（CHAp）とマグネシウム含有 HA（Mg-HA）は純水
な HA よりもさらに歯や骨の構成に近いものである．
Pieters らの報告によると，炭酸アパタイトは HA と
比較して高い細胞接着と増殖を示した 3）．Landi ら
の報告によると，Mg 置換 HA は HA と比較して早
期の細胞接着と増殖，代謝活性化が得られた 4）．し
かし，薄膜による同様の研究での報告は少ない．本
研究では，HA 中の PO4 の一部を CO3 に置換した
CHAp(Ca10(PO4)6-2x(CO3)2x(OH)2) 薄 膜，Ca の 一 部 を
Mg に置換した Mg-HA (Ca10-xMgx(PO4)6(OH)2) 薄膜の
スパッタリング法による作製を試みた．

２．実験方法

１）試料作製
　スパッタリング装置は，SPF-210HD（㈱キャノン
アネルバ）を用いた．CHAp 薄膜の基板としてチタ
ン（Ti：10 × 10 × 1mm）とシリコン（Si： 20 × 10
× 0.3mm）を使用し，Mg-HA 薄膜の基板は Ti とろ
紙を用いた．成膜条件はガス圧力 0.5Pa，放電電力
100W とし，膜厚を Ti 及び Si 基板へは 1µm，ろ紙へ
は 2µm とした．CHAp 薄膜のターゲットは HA 粉末

（㈱太平化学産業），成膜ガスは CO2 と Ar の混合ガス
を使用した．混合ガスの割合を Ar100%（HA 薄膜），
流量比率 CO2:Ar=2:8，4:6，6:4，8:2 に変え，計 5 種
類のサンプルを作製した．Mg-HA 薄膜のターゲット
は HA 粉末と MgO 粉末（㈱和光純薬工業）の混合粉
末，成膜ガスはArを使用した．HAとMgOのターゲッ
ト比をHA100%（HA薄膜），モル比Ma:Ca=2:8，4:6，6:4，
8:2 に変え，計 5 種類のサンプルを作製した．Ti 基板
へ成膜した CHAp 薄膜と Mg-HA 薄膜は，800℃，1
時間の加熱処理を行った．ろ紙へ成膜した Mg-HA 薄
膜は，XRD 測定における基板のピーク除去を目的と
して，700℃，10 ～ 20 時間の加熱によってろ紙を燃
焼させ，膜粉末を得た．

２）分析
　Ti 基板上へ成膜した CHAp，Mg-HA 薄膜は，X 線
光電子分光装置 JPS-9010TR（㈱日本電子）（XPS）を
用い，Depth profile による元素分析を行った．また，
測定条件を 40kV，30mA とした X 線回折装置 Ultima 
Ⅳ（㈱リガク）（XRD）により生成物の同定及び薄膜
の結晶性の評価を行った．加えて，Si 基板上へ成膜
した CHAp 薄膜は，フーリエ変換型赤外分光光度計
IR Affinity-1（㈱島津製作所）（FT-IR）による生成物
の同定を行った．作製した Mg-HA 膜粉末は，XRD
パターンのピーク角度よりすでに同定された結晶の格
子定数を算出した．

３．結果及び考察

１）薄膜の原子比とXPSスペクトル
　 表 1 に XPS ス ペ ク ト ル よ り 得 ら れ た HA 及 び
CHAp 薄膜（CO2:Ar=2:8，4:6，6:4，8:2）表面の C，
Ca，P 原子比を示す．表 1 より，成膜条件に関わらず，
薄膜表面の C 量はほぼ一定であった．これら 5 種類
の HA 及び CHAp 薄膜に対して，Depth profile によ
る元素分析を行った．その代表例として，CHAp 薄
膜（CO2:Ar=8:2）の測定結果を図 1 に示す．図 1 より，
C のピークは薄膜表面にのみ見られ，薄膜中には存
在していなかった．測定した 5 種類全ての HA 及び
CHAp 薄膜（CO2:Ar=2:8，4:6，6:4，8:2）において同
様の結果が得られた． 
　 表 2 に XPS ス ペ ク ト ル よ り 得 ら れ た HA 及 び
Mg-HA 薄 膜（Mg:Ca=2:8，4:6，6:4，8:2） 表 面 の
Mg，Ca，P 原子比を示す．表 2 より，成膜に用いるター
ゲットの Mg 量が増えるにつれ，薄膜中の Mg 量は増
加した．Mg-HA 薄膜（Mg:Ca=6:4）の Depth profile
による元素分析結果を図 2 に示す．図 2 より，Mg は
薄膜表面には少なく，薄膜内部には深さ方向に対して
一定量の Mg が含まれていた．
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２）大気加熱処理前後における薄膜のXRDパターン
　 図 3， 図 4 に HA 及 び CHAp 薄 膜（CO2:Ar=8:2）
の加熱前後の XRD パターンを示す．図 3 より，HA
薄膜，CO2:Ar=8:2 の CHAp 薄膜共に HA のピークが
見られた．図 4 より，熱処理後にピークは鋭くなり，
結晶性が向上した．5 種類全ての HA 及び CHAp 薄
膜（CO2:Ar=2:8，4:6，6:4，8:2）において同様の結果
が得られた．また，HA の（002）面を示す 25.878°の
相対強度が大きく，c 軸に優先配向した結晶となって
いた．
　 図 5， 図 6 に HA 及 び Mg-HA 薄 膜 の 加 熱 前 後
の XRD パ タ ー ン を 示 す． 図 5 よ り，HA 薄 膜，
Mg:Ca=2:8，4:6，6:4 の Mg-HA 薄膜には HA のピー
クが見られた．また，Mg:Ca=8:2 の Mg-HA 薄膜に
は MgO のピークが見られた．HA の（100）面を示
す 10.819°のピークが Mg:Ca=2:8，6:4 の Mg-HA 薄
膜ではそれぞれ 10.852°，10.952°に見られ，高角にシ
フトしていた．この理由として，HA 結晶中に Ca よ
りもイオン半径の小さい Mg が置換したことが考え
られる．このことから，作製した Mg-HA 薄膜には
Mg-HA が生成していた．図 6 より，熱処理後にピー
クは鋭くなり，CHAp 薄膜同様に結晶性が向上した．
Mg:Ca=8:2 のサンプルを除く，熱処理を施した 4 種
類の薄膜において HA の代表的なピークが確認され
た． ま た，HA 薄 膜，Mg:Ca=2:8，4:6 の Mg-HA 薄
膜にはβ-TCP のピークが見られた．Mg の置換した
HA は，Mg が Ca に比べてイオン半径が小さいこと
から結晶構造が不安定であり，熱的にも不安定とな
る 5）．よって，熱処理前の Mg-HA 薄膜の HA 結晶に
Mg が置換しており，熱処理後にβ-TCP へ分解した
可能性や，成膜時に元々存在していたβ-TCP である
ことも考えられる．

表１：HA 及び CHAp 薄膜における C，Ca，P 原子比

Sample C[at%] Ca[at%] P[at%]
HA 32.1 41.3 26.6

CO2:Ar=2:8 26.8 43.6 29.6
CO2:Ar=4:6 30.7 42.7 26.6
CO2:Ar=6:4 30.6 42.1 27.3
CO2:Ar=8:2 32.7 40.9 26.4

図１：HCAp 薄膜（CO2:Ar=8:2）の XPS スペクトル

表２：HA 及び Mg-HA 薄膜における Mg，Ca，P 原子比

Sample Mg[at%] Ca[at%] P[at%]
HA 0.0 68.5 31.5

Mg:Ca=2:8 18.0 55.3 26.7
Mg:Ca=4:6 38.9 44.4 16.7
Mg:Ca=6:4 55.2 32.3 12.5
Mg:Ca=8:2 79.6 12.2 8.2

図２：Mg-HA 薄膜（Mg:Ca=6:4）の XPS スペクトル

図３：熱処理前の HA 及び CHAp 薄膜における XRD パターン
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３）CHAp薄膜の赤外線吸収スペクトル
　 図 7 に 未 成 膜 の Si 基 板 及 び HA，CHAp 薄 膜

（CO2:Ar=8:2）の FT-IR スペクトルを示す．図 7 より，
HA，CO2:Ar=8:2 の CHAp 薄 膜 に は PO4

3-，CO3
2-，

OH- のピークが見られた．HA，CHAp 薄膜共に，
HA 結晶中の PO4 と置換した CO3 のピーク（873[cm-1]）
が確認された．この CO3 のピーク（873[cm-1]）は Si
基板のスペクトルには表れておらず，作製した薄膜中
のイオンであると考えられる．測定した 5 種類全ての
HA 及び CHAp 薄膜（CO2:Ar=2:8，4:6，6:4，8:2）に
おいて同様の結果が得られた．図 1 の XPS スペクト
ルで薄膜表面のみに C が存在したことから，作製し
た HA，CHAp 薄膜の表面には CHAp が生成してい
たと考えられる．

図５：熱処理前の HA 及び Mg-HA 薄膜における XRD パターン

図６：熱処理後の HA 及び Mg-HA 薄膜における XRD パターン

図７：HA 及び CHAp 薄膜における FT-IR スペクトル

図４：熱処理後の HA 及び CHAp 薄膜における XRD パターン
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４）Mg-HA膜粉末の格子定数
　図 8 に HA 及び Mg-HA 膜粉末の XRD パターンを
示す．Ti 基板へ成膜した薄膜（図 6）とは違い，配
向性のないピークが得られた．このピーク角度より，
HA，β-TCP 結晶の a 軸，c 軸の格子定数を算出し
た．結果を表 3，表 4 に示す．なお，Mg:Ca=8:2 の
Mg-HA 膜粉末はβ-TCP のピーク数不足のため，格
子定数を導出していない．表 3 より，Mg-HA 膜粉末
中の HA 結晶の a 軸，c 軸の格子定数は，HA 膜粉末
における結果と比較してそれぞれ± 0.007Å，± 0.006Å
の値であり，顕著な差は見られなかった．表 4 より，
Mg-HA 膜粉末中のβ-TCP 結晶の a 軸，c 軸の格子定
数は，HA 膜粉末におけるβ-TCP の格子定数と比較
してそれぞれ 0.056 ～ 0.093Å，0.085 ～ 0.139Å 減少
していた．この理由として，β-TCP 結晶中に Ca よ
りもイオン半径の小さい Mg が置換したことが考え
られる．Ryu らによれば，MgO をドープし加熱した
HA/β-TCP セラミックにおいて，Mg はβ-TCP へ
優先して置換したと報告している 5）．図 5 の熱処理前
の Mg-HA 薄膜において，Mg が HA に置換していた
ことから，今回作製した Mg-HA サンプルは，式（1）
に示すように熱処理前は HA へ Mg が置換していた
が，熱処理後に HA と Mg-β-TCP に相分解したもの
と考えられる．

（1）

図８：HA 及び Mg-HA 膜粉末における XRD パターン

表３：HA 及び Mg-HA 膜粉末における HA 格子定数
Sample a[Å] c[Å]

HA 9.437 6.905
Mg:Ca=2:8 9.430 6.906
Mg:Ca=4:6 9.434 6.899
Mg:Ca=6:4 9.438 6.907
Mg:Ca=8:2 9.430 6.902

表４：HA及び Mg-HA膜粉末におけるβ-TCP 格子定数
Sample a[Å] c[Å]

HA 10.436 37.363
Mg:Ca=2:8 10.380 37.224
Mg:Ca=4:6 10.343 37.239
Mg:Ca=6:4 10.344 37.278
Mg:Ca=8:2

４．結　論

　スパッタリング法を用いて CHAp 及び Mg-HA 薄
膜を作製し，分析を行った．
１）CHAp 薄膜では，全てのサンプルで薄膜表面に
のみ C の存在が確認された．また，HA 結晶中の PO4

と置換した CO3 の存在が確認された．
２）Mg-HA 薄膜では，全てのサンプルで深さ方向に
対して均一量の Mg の存在が確認された．また，HA
の回折ピークが高角側へシフトしていた．
３）熱処理を施した Mg-HA 膜粉末では，全てのサン
プルでβ -TCP の格子定数が減少していた．
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抄　録

　早期の骨新生が得られる HA 薄膜の獲得を目的として，ス
パッタリング法により炭酸含有ハイドロキシアパタイト

（CHAp）薄膜及びマグネシウム含有ハイドロキシアパタイト
（Mg-HA）薄膜の作製を試みた．CHAp 薄膜は基板としてチ
タン（Ti）とシリコン（Si）を用い，Mg-HA 薄膜は Ti とろ
紙を用いた．CHAp 薄膜のターゲットは HA 粉末，成膜ガス
は CO2 と Ar の混合ガスを使用した．Mg-HA 薄膜のターゲッ
トは HA 粉末と MgO 粉末の混合粉末，成膜ガスは Ar を使用
した．Ti 基板へ成膜した CHAp，Mg-HA 薄膜は，800℃の大
気加熱処理を行った．ろ紙へ成膜した Mg-HA 薄膜は 700℃の
大気加熱処理によってろ紙を燃焼させ，膜粉末を得た．Ti 基
板へ成膜した CHAp，Mg-HA 薄膜は，X 線光電子分光装置

（XPS）を用い，Depth profile による元素分析を行った．また，
X 線回折装置（XRD）により生成物の同定及び薄膜の結晶性
の評価を行った．Si 基板へ成膜した CHAp 薄膜は，フーリエ
変換型赤外分光光度計（FT-IR）による生成物の同定を行った．
作製した Mg-HA 膜粉末は，XRD パターンのピーク角度より
HA 結晶及びβ-TCP 結晶の格子定数を算出した．
　CHAp 薄膜では，薄膜表面にのみ C の存在が確認された．
また，HA 結晶中の PO4 と置換した CO3 の存在が確認された．
このことから，スパッタリング法により作製した CHAp 薄膜
は，表面のみに CHAp が生成していた．Mg-HA 薄膜では，深
さ方向に対して均一量の Mg の存在が確認された．また，HA
の回折ピークが高角側へシフトしていた．このことから，スパッ
タリング法により作製した Mg-HA 薄膜には Mg-HA が生成し
ていた．熱処理を施した Mg-HA 膜粉末では，全てのサンプル
でβ-TCP の格子定数が減少していた．今回作製した Mg-HA
サンプルは，熱処理前は HA へ Mg が置換していたが，熱処
理後に HA と Mg-β-TCP に相分解したことが考えられる．
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１ピース HA インプラントと同時自家骨移植を組み合わせた
新しい歯槽骨再生療法の開発

津山　泰彦 1），青木　秀希 2）

Development of a new alveolar bone regeneration therapy by combining 
one-piece HA coated implants simultaneously with autologous bone graft

Yasuhiko Tsuyama 1), Hideki Aoki 2)

　１）三井記念病院歯科・歯科口腔外科　　Department of Oral and maxillofacial Surgery, Mitsui Memorial Hospital
　２）㈱国際アパタイト研究所　　　　　　International Apatite Institute Co.

Abstract

 It is pointed out as a weakness of one-piece implant that it is difficult to use the implant at the insufficient 
bone mass site because of lack of initial fixation after implantation and loosening by occlusal force. In such 
cases two-piece implants have been preferentially used. However, two-piece implants also have a few 
weaknesses that they are complicated operation, lower mechanical strength, long healing period, and so on.
 On the other hand, HA coated implants can be early fixed with bone after implantation due to the osteo-
conductivity of HA. Therefore, it was considered that one-piece HA coated implants can be used at the 
insufficient bone mass site.
 From this point of view we have reported a few papers that the one-piece HA coated implants (AQB 
implants) were successfully used clinically at the insufficient bone mass site. Furthermore, in this paper a new 
alveolar bone regeneration therapy was developed by combining one-piece HA coated implants and autologous 
bone graft.                                                                                                  (J Bio-Integ 4 : 85 - 92, 2014.)

１．緒　言

　1 ピースインプラントの弱点の一つとして骨量が不
足している部位への埋入が難しいことがあげられる．
その理由としてインプラント埋入直後の 1 次安定性

（初期固定）の不足，埋入後の支台部に対する食物な
どの刺激による 1 次安定性の早期喪失などが考えられ
る．そのため，そのような症例に対しては 1 ピースイ

ンプラントの適応は少なく，治療法としては，インプ
ラント埋入前に骨造成を行う方法および 2 ピースイン
プラント埋入と同時に骨移植，人工骨，メンブレムを
用いた骨造成を行う方法などが行われている．しかし
ながら，2 ピース，2 回法は，手術の煩雑性，治療期
間の長期化，造骨された骨の安定性など，まだまだ解
決されなければならない問題点も多い．
　一方，HA コーティングインプラントは，顎骨への
埋入後，HA コーティング周囲に新生骨を早期に形成



● 86

バイオインテグレーション学会誌　第４巻 J Bio-Integ 4 : 85 - 92, 2014.

し顎骨との安定した固定が得られる 1, 2）．したがって，
植立後の軽度な咬合荷重にも耐えられ，骨質の悪い部
位の植立にも 1 ピースインプラントでも適応が可能で
ある．こうして我々は，プラズマ溶射法によるHAコー
ティングインプラント（AQB インプラント®）の優
れた骨伝導能を利用して，チタンインプラントでは不
可能と言われた症例にも適応が可能であったことを報
告してきた 3, 4）．特に，上顎洞底粘膜挙上術では，骨
移植や人工骨移植を行わなくても HA 周囲に空間が
維持形成されれば骨が再生することが報告されている
5, 6）．
　本研究ではさらに，1 ピース HA コーティングイン
プラントに自家骨を結合させ，骨量が不足した 3 症例
に同時埋入したところ，臨床的に成功した． 1 ピー
ス HA コーティングインプラントを用いた自家骨移
植同時 1 ピースインプラント埋入術を開発した．

２．症例と手術方法

１）症例１
　（１）患者
　　 　患者は歯科医師の男性．主訴は 24 頬側歯肉か

らの排膿であった．歯根破折にて抜歯を行ったと
ころ，頬側歯槽骨は完全に吸収されていた（図１）．
この時点でインプラント埋入手術の中止を説明し
たが，即時インプラントを強く希望された．そこ
で，骨移植が必要であること，前例のない手術法
であること，移植骨やインプラントの脱落などの
インフォームドコンセントを行い，同意が得られ
たので手術を行った．

　（２）手術
　　 　抜歯窩の肉芽を完全に掻爬し，アドバンス社製

AQB インプラント 1 ピース 5ML を埋入した（図
２）．インプラントの初期固定を確認し，上顎結
節から採取した皮質骨（図３）をインプラント頬
側 HA 露出面に留置した（図４）．移植骨をイン
プラント体表面にはめ込むような感覚で留置する
ことで移植骨の十分な固定が得られた．この際に
人工骨やメンブレンは使用せず，歯肉骨膜弁を復
位させ手術を終了した．

図１：症例１　抜歯後の口腔内所見

図２：症例１　1 ピースインプラント埋入後の口腔内所見
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　（３）経過
　　 　術後 4 カ月目にメタルボンド冠を最終補綴物と

して装着した．術後 6 ヶ月目に移植骨の状態を確
認するために，唇側の歯肉骨膜弁を挙上したこ
ろ，移植骨は生着していた．HA の露出はみられ
なかったものの周囲既存骨とは明らかに異なり，
菲薄化を示していた（図５）．

　　 　術後 1 年 6 ヶ月でのインプラント周囲の所見で
は，歯肉に感染を疑わせる所見はみられなかっ
た（図６）．再度，移植骨の状態を確認するため
唇側の歯肉骨膜弁を挙上した．移植骨の状態は術
後 6 ヶ月目とは明らかに異なり，周囲既存骨と同
様の形態を呈していた（図７）．術後３年目にも
唇側の歯肉骨膜弁を挙上し，移植骨の状態を確認

した．移植骨と周囲既存骨との境界はなく，周囲
骨に置換されたような形態を呈していた（図８）．
術後 6 年目では，インプラント周囲の歯肉が一部
短縮していたが，感染などの所見はみられず，咬
合状態も安定している（図９）．

図３：症例１　上顎結節から採取した移植骨

図４：症例１　移植骨を留置した所見

図５：症例１　術後 6 ヶ月の移植骨所見

図６：症例１　術後 1 年 6 ヶ月の口腔内所見
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２）症例２
　（１）患者
　　 　患者は女性．主訴は右側下顎臼歯部にインプ

ラントをいれてほしい．現往歴は歯周病にて 46，
47 を抜歯．インプラント治療を希望され来院し
た．46，47 部舌側歯槽骨頂は保存されていたが，
頬側は大きく吸収していた（図 10）．下顎隆起が
発達していたため，同部の骨を移植骨として用い
る治療計画を立案し，インフォームドコンセント
が得られた．

図７：症例１　術後 1 年 6 ヶ月の移植骨所見

図８：症例１　術後 3 年の移植骨所見

図９：症例１　術後 6 年の口腔内所見

図 10：症例２　術前の口腔内所見

　（２）手術
　　 　手術は局所麻酔下に施行した．歯槽頂切開を加

え，粘膜骨膜弁を挙上したところ頬側歯槽骨は完
全に吸収していた．対合歯との関係を考慮しな
がら，HA コーティングインプラント（AQB イ
ンプラント®）1 ピース 5MM，5SM を植立した．
頬側の HA 層は完全に露出した（図 11）．右側下
顎隆起部（図 12）から採取した皮質骨を整形し

（図 13），移植した（図 14）．移植骨をはめ込むよ
うに留置することで十分な固定が得られた．人工
骨やメンブレンは用いず，移植骨上を歯肉骨膜弁
で覆いナイロン糸を用いて縫合処置を行なった．
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　（３）経過
　　 　植立後 2 ヶ月間はインプラント支台部間をスー

パーボンドで固定した．植立後 2 ヵ月で仮歯によ
る咬合負荷を開始し，4 ヵ月後にメタルボンド冠
を最終補綴物として装着した．術後 2 年経過した
時点では，インプラント周囲の歯肉に感染はみら
れず（図 15），レントゲン所見でも移植骨と周囲
骨との完全な連続性は不完全であるが，インプラ
ント周囲の骨吸収像はみられない（図 16）．

図 11：症例２　インプラント埋入直後の口腔内所見

図 12：症例２　下顎隆起部の所見

図 13：症例２　下顎隆起から採取した移植骨

図 14：症例２　移植骨を留置した所見

図 15：症例２　術後 2 年の口腔内所見
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３）症例３
　（１）患者
　　 　症例は女性．主訴は 17 の動揺．歯冠が破折し

頬側歯冠が唇側に動揺していた．レントゲン所見
では 17 歯根周囲に歯根囊胞を疑わせるＸ線透過
像がみられたが，右側上顎洞の不透過性の亢進や
上顎洞外壁線の消失はみられなかった（図 17）．
抜歯を説明したところ，短期間でのインプラント
治療を強く希望された．上顎結節が十分，発達し
ていたため，同部の骨を移植骨として用いること，
術後の 2 ヶ月間の反対側での咀嚼などインフォー
ムドコンセントを行ったところ同意が得られたた
め手術を計画した．

図 17：症例３　術前パノラマ X 線所見

図 16：症例２　術後 2 年のパノラマ X 線所見

　（２）手術
　　 　手術は局所麻酔下に施行した．17 抜歯を行っ

たところ，根尖に連続する軟組織が一塊に摘出さ
れた（図 18）．抜歯窩の軟組織が完全に摘出され，
上顎洞底骨も保存されていたため，即時インプラ
ントを行った．上顎結節から採取した骨（図 19）
にテーブル上でインプラント挿入窩を形成（図
20）し，アドバンス社製 1 ピース AQB インプラ
ント T5SM を挿入（図 21）し傘型として使用し
た．このテクニックをアンブレラテクニックと名
付けた．その状態を維持しながら抜歯窩に埋入し
た．人工骨やメンブレンは用いず，抜歯窩周囲粘
膜を縫合し手術を終了した（図 22）．

図 18：症例３　摘出した歯および歯根嚢胞

図 19：症例３　上顎結節から採取した移植骨
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図 20：症例３　移植骨を加工した所見

図 21：症例３　加工した移植骨にインプラントを挿入した所見

図 22：症例３　術直後の口腔内所見

図 23：症例３　術後 4 ヶ月の口腔内所見

　（３）経過
　　 　インプラントの初期固定が得られなかったた

め，インプラント支台部と隣接歯をスーパーボン
ドで 2 ヶ月間固定した．術後 4 カ月目に最終補綴
物としてメタルボンド冠を装着した（図 23）．術
後 2 年経過した現在，良好に経過している．

３．考　察

　この治療法のポイントは，HA と骨自体が持つ骨伝
導能を最大限に発揮させるための環境（足場）をいか
に作成するかにかかっている．移植骨は一旦生着し，
その後，吸収され，同時に周囲既存骨からの骨再生が
行われる．そのため，移植骨は骨再生してくるための
スペーサーとしての役割を果たす．つまり，移植骨は
天然のメンブレンと考えられる．骨が再生しやすい状
態，つまり，生体に異物と認識させない環境を作成す
ることが重要となる．そのためには，①インプラント
の初期固定が得られている．②移植骨が動かない状態
で留置されている．③移植骨は歯肉骨膜弁で完全に被
覆されている．④術後 2 ヶ月は咬合負荷を加えない．
などの留意点を尊守しなければこの治療法は成功しな
い．
　症例 1 では患者の協力もあり，移植骨の状態を経時
的に観察することができた．このように肉眼的に観察
を行った報告はなく，貴重な症例と思われる．6 ヶ月
の時点では移植骨は生着しているものの，まだ，周囲
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既存骨からの骨再生は完成していない．この時点では，
移植骨が腐骨にならず，生体が異物反応を起こしてい
ないことが重要である．HA 自体が骨と似たような構
造を呈しているため，異物として認識されにくく，そ
の点で移植骨の生着に HA は大きく関与しているの
でないかと考えている．1 年 6 ヶ月の時点では，周囲
既存骨からの骨再生は，ほぼ完成していた．さらに，
3 年後の観察では再生された骨が安定していることが
確認できた．このような 3 壁性骨欠損症例では，イン
プラント体が既存骨内に収まっていれば骨再生は困難
でないことが，その後の症例の蓄積から確認できてい
る．
　症例 2 は，下顎臼歯部の 2 壁性骨欠損症例である．
このような症例の骨造成は困難と考えられている．そ
の理由として，骨造成に大量の移植材を要するととも
にそれら移植材を頬側歯肉で完全に覆うことが困難で
あるからである．さらに，術後におこる頬側歯肉骨膜
弁の瘢痕収縮のため短期間に吸収されやすいこともあ
げられる．そのため，本治療法においても骨再生が完
成するまで期間，移植骨として吸収しにくい厚い皮質
骨が必要である．下顎隆起部の骨は，非常に硬い皮質
骨であり，また，移植骨としての厚さをコントロール
する上で移植材として有益と考えている．しかし，2
年経過した時点でのレントゲン所見では，まだ，移植
骨と既存骨との境界が確認でき，まだ，吸収と骨再生
が完成していない可能性がある．そのため，今後も注
意深く移植骨の変化を観察する予定である．
　症例 3 は，移植骨を HA 周囲の空間形成とともに
上皮陷入を防ぐ役割として使用した．この様に移植骨
を用いる場合には，口腔外で移植骨にインプラントを
挿入するテーブルサージェリーが必要になる．移植骨
とインプラントは傘のような形態を呈しているため，
アンブレラテクニックと呼んでいる．移植骨や人工骨
を用いないサイナスリフト法をこれまで報告してきた
が，4 カ月前後で咬合力に耐えられる骨が再生してく
ることを確認している．この症例では 2 カ月で仮歯に
よる咬合負荷が開始することができた．これまで，こ
のようなアンブレラテクニックを 3 例経験している．
いずれも良好に経過しているが，症例を慎重に選択し
ながら蓄積していく予定である．

４．結　語

　1 ピース HA コーティングインプラントの埋入と同
時に自家骨移植を用いた新しい歯槽骨再生療法を開発
した．この治療法により，骨質が悪い部位へのインプ
ラント植立を可能にし，大幅な治療期間の短縮がもた
らされた．さらに，人工骨，メンブレンや人工材料を
用いなくても骨再生が可能であることが示唆された．
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Ten-year retrospective clinical study of 95 one-piece 
narrow HA-coated implants

Yukiyasu Kishimoto

　Kishimoto Dental Clinic, Tokyo

Abstract

 The aim of this study was to evaluate the clinical results of one-piece narrow hydroxyapatite-coated (HA-
coated) implants.  The implants were coated with HA on pure titanium using a plasma spraying technique and, 
after the coating was applied, a hydrothermal treatment was carried out in order to transform the HA into 
pure crystal. Between January 2003 and December 2012, 60 partially edentulous patients with narrow alveolar 
ridges or limited mesio-distal space were treated with a total of 95 one-piece narrow HA-coated implants 
3.0mm in diameter. Among the 95 pieces, one implant was lost during the healing phase because of peri-
implant infection and one implant was fractured after 2 years of loading. The other implants were not lost. The 
survival rate was 97.9%, even though the implants were placed in maxillary bone that was poor in quality or 
that was narrow or lacking in height. These clinical evaluations indicate that the one-piece narrow HA-coated 
implants were found to be effective even in cases where bone width or mesio-distal span is limited. 

(J Bio-Integ 4 : 93 - 98, 2014.)

1.�Introduction

 With the improvement of implant treatment 
techniques and clinical prediction, implant 
treatments have been applied to a wider variety of 
cases. When there is not enough buccolingual bone 
width or mesio-distal width, implants are normally 
placed after a bone construction or an orthodontic 
treatment. Such implant treatments increase not 
only the invasive potential of the surgery, but also 
prolong the treatment period and are expensive. 
Narrow implants could avoid such issues, but 
the mechanical strength of the implant and the 
durability of the bond between the implant and the 

surrounding bone against the occlusal load come 
into question. In this study, one-piece implants were 
used to increase mechanical strength and HA-
coatings were used to increase the bonding strength 
between the implant and the surrounding bone.

2.�Methods

 In a 10 year timespan between January 2003 and 
December 2012, narrow implants were placed in 60 
patients, aged 22 to 63 years old (26 male, 34 female) 
(Table 1) . To be included in this study, implants had 
to have been occlusally loaded for at least 1 year. 95 
implants have been examined retrospectively. The 
implants were coated with HA on pure titanium 
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using a plasma spraying technique and, after the 
coating was applied, a hydrothermal treatment was 
carried out in order to transform the HA into pure 
crystal. All implants used were one-piece type and 
3.0mm in diameter(AQB implant®,  ADVANCE CO, 
Japan).  The following items were examined:
     1)  Period from tooth extraction to implant 

placement
     2) Location where the implants were inserted
     3) Length of the implants used
     4) Types of surgical approach
     5)  Duration of the healing period from implant 

placement up to addition of occlusal 
force(including acrylic provisional crown) 

     6) Types of prosthesis

3.�Results

1)  In 58.3% of the cases, implant placement was done 
within 2 months of tooth extraction. 19.4% were 
done within 4 months (Table 2).

2)  Most of the implants placed in the maxilla 
were for the lateral incisor (29.2%) and the first 
premolar tooth (29.2%) (Table 3).

3)  Implants in the mandible were mainly done 
for the first molar tooth (34.0%) or the second 
premolar tooth (29.8%) (Table 4).

4)  Twenty-five out of 95 of the implants were 8mm 
in length (26.3%), 66 were 10mm in length (69.5%), 
2 were 12mm in length (2.1%), and 2 were 14mm 
in length (2.1%) (Table 3, Table 4).

5)  In the maxilla, 9 implants were placed using 
drilling only (18.7%), 27 were combined with ridge 
expansion (REO) (56.2%), 8 were combined with 
osteotome sinus floor elevation without bone graft 
(OSFE) (16.7%), 3 were combined with both REO 
and OSFE (6.3%), 1 was done with bone substitute 
(2.1%) (Table 3).

6)  In the mandible, only 1 implant was combined 
with REO (2.1%) and all others were placed by 
drilling only (97.9%) (Table 4).

7)  Duration of the healing period from implant 
placement up to addition of occlusal force 
(including acrylic provisional crown) was mostly 
done within 3 months (46.8%) or within 4 months 
(19.1%) (Table 5).

8)  Splinted crowns were used for 61 out of 94 
implants (64.9%). Single crowns for molar teeth 
were used for 4 implants (4.3%), but they were 
applied for cases when small mesio-distal distance 
was caused by mesial movement of the second 
molar tooth (Table 6).

9)  Out of 60 cases and 95 implants, only 1 implant 
failed to obtain osseointegration, however, 
this implant was the only case in which bone 
substitute was used. 1 implant fracture was 
observed after 2 years of loading.  Out of 58 other 
cases, the 93 implants have been functioning 
without any problems.

Table 1 : Sex and age distribution

Table 2 : Period from tooth extraction to implant placement
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  Table 3 :  Narrow diameter implant distribution by location, length and type of surgical approach in the maxilla

Table 4 :  Narrow diameter implant distribution by location, length and type of surgical approach in the mandible 
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4.�Discussion

 From the point of material science there are many 
negative opinions on the use of narrow implants 
because of concerns about low bending strength or 
low fatigue strength¹,²). On the other hand, there are 
many positive clinical reports³~⁶,⁸~⁹,¹²) and several 
reports of long-term successful use for periods of 
over 10 years³,⁶) are available. This study also found 
similar positive results.
 Allum, et al.¹) reported that the maximum load 
value of a commercially marketed one-piece implant 
with a diameter of 3.00mm made of type 4 titanium 
is 572N using an over load test. However, the 

maximum load value decreased to 515N for two-
piece implants with a diameter of 3.3mm made of 
type 4 titanium. This means one-piece implants have 
more resistance against static loads in comparison to 
two-piece implants.
 Block et al. ¹⁰) carried out an experiment in which 
HA-coated implants were pulled out from dog 
alveolar bone for 3 different diameters, 3.0mm, 
3.3mm and 4.0mm. They reported that there was 
no significant difference in the pulling-out strength 
among the implants.
 On the contrary Aoki et al.⁷) stated that the HA-
coated implants most homogenously dispersed 
occlusal stress around the bone and alleviated more 
stress concentration compared to the titanium 
implants.
 Therefore, one-piece narrow HA-coated implants 
may be clinically effective because of greater 
mechanical strength or because of better bonding 
strength between the implant and the surrounding 
bone against occlusal stress. There is another report 
that there is no difference between narrow implants 
and regular implants in peripheral bone absorption⁹).
 Dental implants come in various shapes and the 
results of the load test cannot be determined only 
by the diameter or material of an implant. There 
is a report that the fatigue strength declined with 
treatment using a roughened surface process¹¹), 
therefore the results of over load tests and cyclic 
loading tests on the commercially marketed 
implants used should be referred to before adopting 
narrow implants.
 Most reports about the lengths of implants stated 
that 10.0mm or longer implants are adopted for use. 
Sohrabi et al.⁸) stated in a ‘ Literature review’ that 
implants shorter than 13.0mm had been lost more 
often compared to implants longer than 13.0 mm. 
This study adopted implants 8.0mm in length for 
26.3% of the cases in this study with no implant loss 
experienced.
 Aoki et al.’s finite element analysis method, 
which was previously mentioned, also brings into 

 Table 5 :  Duration of the healing period from implant place-
ment up to addition of occlusal force

Table 6 : Type of prosthesis
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consideration that HA-coated implants were found 
to drastically disperse occlusion stress on the bone 
and alleviate stress concentration, which may 
explain why no 8.0mm implants were lost in this 
study.
 There are very few reports about the surgical 
approaches used for adopting narrow implants, 
and no reports are available on maxillary sinus 
floor elevation. In this study, implant placements 
on the maxilla were performed as follows; 18.7% of 
implants were placed by drilling only, 56.2% were 
done with ridge expansion (REO) supplying the 
shortage of the buccolingual bone width, 16.7% were 
done using ostetome sinus floor elevation without 
bone graft (OSFE) supplying the shortage of the 
vertical bone height, and 6.3% were done with 
both REO and OSFE. In only one case (2.1%) bone 
substitute was required to widen the buccolingual 
bone, but the implant was lost because there was no 
osseointegration.
 For the mandible, in 97.9% cases drilling only 
was adopted except, in one case, (2.1%) REO was 
adopted.  This study shows that it is possible to 
avoid invasive surgical approaches such as bone 
transplantation or GBR in delicate areas with low 
bone quantity or poor quality on the maxilla and 
that it is possible to perform the implant placement 
by adopting REO or OSFE with HA-coated narrow 
implants.
 It is known that the loss of alveolar bone is 
minimized because one-piece implants do not have a 
micro gap between the fixture and the abutment¹³). 
That is why microbacteria can accumulate in the 
micro gap and can cause bone absorption or gum 
inflammation¹⁴).
 Hermann¹³) stated that, in one-piece implants, the 
gingival margin is located more coronally than in 
two-piece implants and looks better aesthetically. 
Therefore, one-piece implants result not only in 
better mechanical strength but also  in healthier 
periimplant tissues　compared to two-piece 
implants.

5.�Conclusion

 One-piece narrow HA-coated implants were 
effective even in cases when the alveolar ridge was 
narrow or the mesio-distal space was limited by 
adjacent teeth. Also, even in maxillary bone that 
was poor in quality or that was narrow or lacking 
in height, HA-coated narrow implants can be placed 
with ridge expansion or sinus floor elevation. Results 
using 8mm long implants were also satisfactory. 

References

 1)  Allum SR, Tomlinson RA, et al:  The impact of loads on 
standard diameter, small diameter and mini implants.:a 
comparative laboratory study. Clin Oral Impl Res 19:553-
559,2008. 

 2)  Quek C E, Tan K B, et al: Load fatigue performance of a 
single-tooth implant abutment system: effect of diameter. 
Int J Oral Maxillofac Implants 21:929-936,2006.

 3)  Lee J-S, Kim H-M, et al: Long term retrospective study 
of narrow implants for fixed dental prostheses. Clin Oral 
Implants Res 24:847-852,2013.

 4)  Renouard F and Nisand D: Impact of implant length and 
diameter on survival rates. Clin Oral Imp Res 17:35-51.2006.

 5)  Maló P and De Araũjo Nobre: Implants(3.3mm diameter) 
for the rehabilitation of edentulous posterior regions: a ret-
rospective clinical study with up to 11 years of follow-up. 
Clin Impl Dent Relat Res 13: 95-103,2011.

 6)  Zinsli B, Sãgesser T, et al: Clinical evaluation of small-
diameter ITI implants: a prospective study. Int J Oral Max-
illofac Implants 19:92-99,2004.

 7)  Aoki H, Ozeki K,et al: Effect of a thin coating on the stress/
strain distribution in bone around dental implants using 
three-dimensional finite element analysis. Bio-Medical Ma-
terials and Engineering 16:157-169,2006.

 8)  Sohrabi K, Mushantat A, et al: How successful are small-
diameter implants? A literature review. Clin Oral Implants 
Res 23:515-525,2012.

 9)  Romeo E, Lops D, et al:  Clinical and radiographic evaluation 
of small-diameter(3.3mm) implants followed for 1-7 years: a 
longitudinal study. Clin Oral Impl Res 17:139-148,2006.

10)  Block M S, Delgado A,et al:  The effect of diameter and 
length of hydroxylapatite-coated dental implants on ulti-
mate pullout force in dog alveolar bone. J Oral Maxillofac 
Surg 48:174-178,1990.

11)  Aoki H: Practical science of dental implants, International 



● 98

バイオインテグレーション学会誌　第４巻 J Bio-Integ 4 : 93 - 98, 2014.

apatite institute,301-308,2012.
12)  Sohn D-S, Bae M-S, et al: Retrospective Multicenter analy-

sis of immediate provisionalization using one-piece narrow-
diameter(3.0-mm) implants. Int J Oral Maxillofac Implants 
26:163-168,2011.

13)  Hermann JS，Buser D, et al: Biologic width around one- and 
two-piece titanium implants. Clin Oral Implants Res 12:559-
571,2001.

14)  Quirynen M, van Steenberghe D, et al: Bacterial coloniza-
tion of the internal part of two-stage implants. An in vivo 
study. Clin Oral Implants Res 4:158-161,1993.

抄　録

　本研究は HA でコートされた 1 ピースナローインプラント
の臨床成績を評価したものである。使用したインプラントは
プラズマスプレー法で HA をコーテイングした後、水熱処理
法で純粋なＨＡ結晶へ変換し作製されたものである。 2003 年
1 月から 2012 年 12 月の間、歯槽骨が委縮しているか、あるい
は歯槽骨の近遠心距離が不足している 60 人の部分歯牙欠損患
者に95本の直径3.0mmのHAでコートされた1ピース型ナロー
インプラントが埋入された。95 本のうち、1 本が治癒期間中に
感染のため脱落した。1 本が機能開始 2 年で破折した。その後、
インプラントの脱落および破折は起こっていない。上顎の骨質
や骨量が悪い部位にインプラントが埋入されたにも関わらず、
残存率は 97.9％である。本後ろ向き研究の結果、直径 3.0mm
の HA でコートされた 1 ピースナローインプラントは歯槽骨
幅が狭い部位や隣接する歯牙のため限られた近遠心距離の部位
に埋入するのには有効であることが示唆された。
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●症例報告

骨補填材を用いない歯槽頂アプローチによる
上顎洞底挙上症例の検討

松村　東栄 1）、幕内　俊介 1）、吉田　和正 2）、白川　正順 2）

Evaluation of sinus lift of crestal approach without bone graft

MATSUMURA Toei 1), MAKUUCHI Shunsuke 1), YOSHIDA Kazumasa 2), SHIRAKAWA Masayori 2)

　１）松村歯科クリニック　　　　　　　　　　　　　　　Matsumura Dental Clinic
　２）日本歯科大学附属病院口腔外科　　　　　　　　　　Oral and Maxillofacial Surgery, the Nippon Dental University Hospital

Abstract

 We performed alveolar crest perpendicular type maxillary sinus floor elevation technique without bone graft 
materials and investigated clinical course in 25 implants of 16 patients who had AQB implant system for 
thirtyfive months. Most of them were in their 40’s; 10 were males, 6 were females. As for the region No. 6 was 
13 pieces, no.5 was 9 pieces and no.7 was 2 pieces. The type which was used was all 1 piece; standard type was 
14, T-type was 11. 5SS was 9 which used most, T5SS was 5, both T4SS and 4SS were 4 respectively. As for 
the period between the tooth extraction and planting, more than 6 months was 13 cases, which was observed 
the most, two months was 5 cases and 3 months was 3 cases. As for the time period from planting to fixing of 
the superstructure, five months was the most (9 cases), followed by three months (8 cases) and four months (5 
cases). Every case had short elapsed years; the longest was 33 months. The distance from the alveolar bone 
crest to the bottom of the maxillary sinus floor between 2.8mm and 5.8mm; the average was 4.5mm. When 
mobility and implanted conditions were examined, every case had firm arrangement without shaking. As for 
clinical manifestations of adjacent tissues, no case had anything abnormal including gum swelling, redness, pain 
and so on. Conclusively,crestalapproach sinus lift with HA coated implants is preclictable

Key words:
 A socket lift, alveolar crest perpendicular type maxillary antrum bottom elevation technique, bone filling 
materials non-combination                                                                            (J Bio-Integ 4 : 99 - 103, 2014.)
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１．緒　言

　一般に，歯槽骨量が乏しく上顎洞底と歯槽骨頂が著
しく接近し，解剖学的に制約がある場合，上顎洞底挙
上手術を併用したインプラントの植立 1-3）が行われて
きた．最近では歯槽頂からアプローチする上顎洞底挙
上術 Crestal Aproach Sinus Lift（以下 CASL と略）
が応用されるようになり，臨床応用がさらに拡大され
るようになった．筆者らも，CASL を併用してインプ
ラントを埋入してきたが，同時にその多くの症例は
種々の骨補填材を併用してきた．しかし，骨補填材の
使用によって感染を惹起する症例が 50 例中 3 例（6%）
に認められた．そのため，筆者らは骨補填材を併用し
ないで骨造成が期待し得る，ハイドロキシアパタイト

（以下 HA と略）コーティングインプラント（AQB-
RHA 社製）を 2008 年 10 月から導入し，臨床応用を
試みてきた．
　2011 年 6 月までの 2 年 9 ケ月間に骨補填材を併用
せず CASL 行った症例はその後，臨床経過が極めて
良好なので , 若干の考察を加え報告する．

2．対　象

　2008 年 10 月から 2011 年 6 月までの 2 年 9 ヵ月間
に歯槽頂アプローチによる上顎洞底挙上を併用し，再
結晶化 HA コーティング 1 ピースインプラント（AQB-
RHA）を植立した16患者225本を対象に調査，検討した．

3．方　法

調査項目は
１，対象症例の性別ならびに年齢．
２，部位ならびに本数．
３，使用タイプとサイズ．
４，抜歯から - 植立までの期間．
５，植立から上部構造装着までの期間．
６，経過年数．
７，歯槽骨頂から上顎洞底までの距離．
８，動揺度と骨植程度．
９，周囲組織の臨床症状．
などであった．

4．結　果

調査した結果は以下の通りであった．
１， 性別は男性 10 名，女性 66 名で年齢は 40 代が最も

多かった（図１）．
２， 部位別では第一大臼歯部が 113 本，第二小臼歯部が

9 本，第ニ大臼歯部が 2 本，第一小臼歯部が 1 本で
あった（図２）．

３， 使用したタイプはすべて 1 ピースで，スタンダー
ドが 14 本，T タイプが 11 本，5SS が 9 本と最も
多く，T5SS が 5 本，4SS と T4SS が各 4 本であっ
た（図３）．

４， 抜歯から植立までの期間は 6 ヵ月以上が 13 例と最
も多く，ついで 2 ヵ月が 5 例，3 ヵ月が 3 例であっ
た（図４）．

５， 植立から上部構造装着までの期間は 5 ヵ月 9 例と
最も多く，次いで 3 ヵ月 8 例，4 ヵ月が 5 例であっ
た（図５）．

６， 経過年数はいずれもまだ短く，最長が 2 年 9 ヵ月で
あった（図６）．

７， 歯槽骨頂から上顎洞底までの距離は 2.8mm から
5.8mm 平均は 4.5mm であった（図７）．

８， 動揺度と骨植程度は全例強固に植立し，動揺等を認
めなかった．

９， 周囲組織の臨床症状は歯肉腫脹，発赤，疼痛等は全
例において認めなかった．

図１：男女比ならびに年齢
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図２：植立部位

図３：使用タイプとサイズ

図４：抜歯から植立までの期間

図５：植立から上部構造装着までの期間

図６：経過年数

図７：歯槽骨頂から上顎洞底までの距離
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5．考　察

　歯槽骨頂から上顎洞底部までの骨量が少ない場合，
治療期間や患者の経済的負担，外科的侵襲度などを考
慮した場合，歯槽頂アプローチによる上顎洞底挙上術
は側方アプローチによる上顎洞底挙上手術 3）に比較
し，身体的あるいは精神的負担が少ない．そのため，
最近では本法を選択する報告が多くなっている 4-8）．
　また従来まで，筆者らは挙上されたシュナイダ―膜
下の空隙に，種々の骨補填材を填入し骨造成を試みて
きたが，私見であるが 50 例中 33 例（66%）に 2 次感
染を生じた症例が認められた．その原因種々検討した
結果，筆者の技量以外に骨補填材を填入することに
よって，操作性が複雑になることが明らかであり，こ
のことも要因の一つと考えられた．そのため，骨補填
材を併用せず，骨造成が可能であることが最良と思わ
れた．最近になり，HA インプラントが普及するに従っ
て，骨補填材を填入せず施術している症例報告 5）が
散見されるようになり，筆者らも同様の術式を採用し
たところ好結果が得られたため，現在まで症例を重ね
てきた．
　術式などを文献的に考察すると，Summers，1, 2）は
オステオトームでシュナイダー膜を押し上げインプラ
ントを埋入する術式について提唱し好成績を報告し
ている．筆者らも本法を採用したが，さらに骨補填
材についても併用せず HA がコーティングされてい
る AQB1 ピースを用いて CASL を行った．その結果，
症例の全てにおいて臨床経過は良好で，X 線所見で
洞底挙上された空隙は骨様物で満たされているのが観
察され，これらの所見から，骨造成の目的は達成され
たと考えられた．骨補填材を併用せず骨造成の目的が
達成されれば，複雑な術式を伴わないため，操作性は
単純化され合併症などのトラブルは最小限度に防止で
き，臨床的に有用性が高いと思われる．また，自験例
について最終補綴までの期間（図５）をみると，3 ヵ
月のものが 8 例（29.6%）認められ，5 ヵ月以内には
22 本（81.5%）のインプラントの上部構造が装着され
ていた．このデータをみても，自験例が CASL 症例
であり，また 1 ピースタイプのインプラントを採用し
たという点から鑑みると，純チタンインプラントと比
較してはるかに短期間に上部構造が装着されている．

短期に上部構造が装着されたことを臨床的に検討する
と，自験例では植立したインプラント体は早期に初期
固定が獲得され，その後も変化なく堅固に植立されて
いたからである．白川 9）らは HA インプラントの迅
速な骨伝導能について報告しているが，そのなかで，
純チタンインプラントと HA インプラントを比較検
討し，HA は初期固定の獲得がはるかに迅速であり，
臨床的に有用性が高いとしている．自験例においても
同様と思われた．
　以上の結果を考察すると , インプラント体周囲の
HA は洞底粘膜とインプラント体周囲の空隙の中で迅
速かつ活発に骨伝導能を発揮し，インプラント体周囲
に骨の造成を促進していることが示唆された．

６．結　語

　歯槽頂アプローチによる上顎洞挙上手術の HA コー
ティングインプラントの臨床的有用性は高いと考えら
れた．
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抄　録

　今回、筆者らは骨移植材を使用せずに歯槽頂アプローチによ
る上顎洞底挙上術を行った後、再結晶化 HA コーティングイ
ンプラントを用いて 16 名の患者に埋入した 25 本のインプラン
トの 35 ヶ月間にわたる臨床経過を調査した。
　患者のほとんどは、40 歳代の男女で、男性が 10 名で、女性
が 6 名であった。
　埋入部位は、6 番領域が 13 本、5 番領域が 9 本、7 番領域が
2 本であった。
　使用されたインプラントの種類は、全て再結晶化 HA コー
ティング、ワンピープ・タイプ（AQB － RHA）で、そのう
ち 14 本がスタンダード・タイプ、11 本が T タイプであった。
その内訳は、5SS 型が最も多く使用されており 9 本であり、
T5SS 型が 5 本、T4SS と 4SS 型は、それぞれ 4 本ずつであった。
　抜歯からインプラント植立までの期間に関しては、6 ヶ月以
上が 13 症例で最も多く、次いで、2 ヶ月が 5 症例、3 ヶ月が 3
症例であった。
　インプラントの植立から上部構造の装着までの期間に関し
て、5 ヶ月が最も多く（9 症例）、次いで、3 ヶ月（8 症例）、4 ヶ
月（5 症例）であった。
　どの症例も、経過年数は短かった；最も長い症例で 33 ヶ月
であった。
　歯槽骨頂から上顎洞底までの距離は、2.8mm ～ 5.8mm であっ
た；その平均は、4.5mm であった。
　動揺および埋入状態について調べると、どの症例も、動揺す
ることなく、しっかりと固定されていた。
　隣接組織の臨床的所見に関して、どの症例も、腫脹、発赤、
疼痛などの異常は認められなかった。これらの結果から、HA
コーティング・インプラントを用いた垂直型上顎洞底挙上術は、
予測可能な方法である

キーワード： ソケット・リフト法、歯槽頂アプローチによる上
顎洞底挙上術、骨充填材の非併用による上顎洞挙
上術
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インプラント周囲に骨吸収像を認め早期に
再植立を施行した１例

松村　東栄 1）、幕内　俊介 1）、吉田　和正 2）、白川　正順 2）

A clinical case of a HA coated implant replaced early due 
to peri-implant bone resorption
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Abstract

 In the lower right bridge case with repeated flaring and swelling, and mobility of the abutment teeth due 
to excess occlusal stress, we placed an implant in the missing tooth region for its protection and saving. 
Consequently, although the mobility disappeared, bone loss was found around the implant 2 years after implant 
placement. Thus, we removed the affected implant early before bone loss became advanced and replaced the 
implant after waiting 6 months.
 Extraction or preservation of the HA implants with poor prognosis is left entirely to the operator’s discretion. 
Since HA implants are subject to infection, earlier removal is the best solution. For this reason, we removed 
the implant for the prevention of difficult replacement due to early rapid progression of bone loss and left the 
implant socket intact for future replacement. The results show a good prognosis. This report describes the 
clinical course of the case with discussion.

Keywords: peri-implantitis, recrystallization HA-coated implant, replacement, and socket preservation
(J Bio-Integ 4 : 105 - 112, 2014.)

１．諸　言

　インプラント治療は欠損補綴の目的ばかりでなく，
咬合過重により動揺を来した残存歯の咬合負担を軽減
し，その補強，保護救済のためにも積極的に行われる
ようになった．特に支台歯への咬合負荷を

大きくし，天然歯を削除してまでのブリッジによる補
綴治療は，その清掃性においても不利となるため，イ
ンプラント治療を希望する患者も多くなったと思われ
る．
　今回，筆者らは著しく動揺を来した右下⑧ 76 ⑤ブ
リッジを除去し，その欠損部にインプラントを植立し
支台歯の補強および保護救済を図った．その後は良好
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に経過したが上部構造装着後 2 年後，右下 7 部インプ
ラント周囲骨の急速な骨吸収が認められた．そのため
同インプラントを早期除去し，6 ケ月間待機してから
同部に再インプラントを施行した．その後は順調に経
過しているため若干の考察を加えてその概要を報告す
る．

２．症　例

患者：50 代，男性
初診：2002 年 3 月
既往歴：特記事項なし
現病歴：
　2003 年 10 月に右下 5，8 番を支台歯とする⑧ 76 ⑤
ブリッジを装着した．その後順調に経過したが，ブリッ
ジ支台歯の咬合痛や周囲歯周組織の発赤，腫脹が顕著
となったため，ブリッジを除去し，欠損部である右下
6，7 相当部に 2007 年 2 月再結晶化 HA コーティング
インプラント（RHA-AQB，共に 5MS）を植立した．
その後，順調であったが（図１），2009 年 3 月の定期
健診において右下 7 部インプラント周囲骨の吸収像を
認めた（図２）．しかし，不快な自覚症状は全く認め
なかった．

現症：
　右下 7 部インプラント周囲歯肉は発赤，腫脹あるい
は動揺などの所見は認めなかった．患者は喫煙の習慣
があり，顕著なブラキシズムを認め，口腔清掃状態は
やや不良であった．

図１：2008 年時パノラマ X 線写真

図２：2009 年 5 月時デンタル X 線写真

図３：2009 年 8 月時デンタルⅩ線写真

治療計画ならびに経過：
　右下 6，7 部のインプラント治療後の術後経過は順調
であった（図１）．ところが約 2 年後の 2009 年 3 月の
定期健診において植立した右下 7 部インプラント周囲
歯槽骨の吸収を思わせる所見を認めたため（図２），撤
去し即時に再植立をすることについてインフォームド
コンセントを行った．しかし，患者の強い希望で経過
観察となったが，さらに 5 ヶ月後の定期健診において
より，急速に進行した骨の吸収を思わせる同様の所見
を認めたため（図３，４），再度インプラントを摘除す
ることを勧めた．その結果，患者の同意が得られ，摘
除後待機して再植立する手術計画を立てた（図５，６）．
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　2009 年 9 月，局所麻酔下で右下 7 番部インプラン
ト周囲歯肉を剝離したところ感染したインプラント周
囲は不良肉芽で覆われ（図７），また，不良肉芽を除
去したところインプラント HA コーティングの 3 分
の 2 が露出していた（図８）．
　その後，インプラント体は容易に摘除し得（図９），
インプラント窩を確実に掻爬して（図 10），オスフェ
リオンおよびテルプラグを用いてソケットプリザベー
ションを行った（図 11）．
　6 ヶ月の待機期間を待ち CT 撮影の結果，同部は
十分な骨量を認めたため（図 12），2010 年 3 月に再
度再結晶化 HA コーティング 1 ピースインプラント

（RHA-AQB，T5SM）を再度 I-cat 社製シュミレーショ
ンソフトを使用し（図 13），施術した（図 14，15）．
　その後の経過は順調で 2 ヶ月後インテグレーション
確認後上部構造を装着した（図 16，17，18）．現在 4
年を経過し良好である（図 19）．

図４：2009 年 8 月時 CT 写真

図５：2009 年 9 月撤去時－１
　　　口腔内写真

図６：2009 年 9 月時撤去時－２
　　　口腔内写真
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図７：2009 年 9 月時撤去時－３
　　　口腔内写真

図８：2009 年 9 月撤去時－４
　　　口腔内写真

図９：2009 年 9 月撤去時－５
　　　口腔内写真

図 10：2009 年 9 月撤去時－６
　　　 口腔内写真
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図 11：2009 年 9 月撤去時－７
　　　 口腔内写真

図 12：2010 年 2 月除去後 6 ヶ月
　　　 デンタル X 線写真

図 13：2010 年 3 月再植立時
　　　 CT 写真

図 14：2010 年 3 月再植立時 -1
　　　 口腔内写真
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図 15：2010 年 3 月再植立時－２
　　　 口腔内写真

図 16：2010 年 5 月再植立後 2 ヶ月
　　　 デンタル X 線写真

図 17：2010 年 5 月再植立後 2 ヶ月
　　　 口腔内写真

図 18：2010 年 5 月歯冠補綴時
　　　 パノラマ X 線写真

図 19：22014 年 2 月再植立後 4 年
　　　 口腔内写真
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３．考　察

　昨今インプラントによる欠損補綴治療が世界的にも
標準的な治療法となり，多く施術されるようになった．
その全てが順調に経過することが望ましいが，インプ
ラント周囲炎などに罹患し経過が不良となる症例に遭
遇することがある．HA インプラントの早期に生じる
周囲骨吸収の原因はフィクチャーの感染，HA 層の破
折，クラック，植立時の骨火傷，咬合過重などの原因
が考えられる．このような場合，早期に摘除するか，
経過観察するかについての判断は施術者ばかりでなく
患者の意思が前提となる．患者に摘除を勧めることは
日常臨床において，施術者と患者との意思の疎通，信
頼関係が確立されて，はじめて可能となる．
　自験例では，最初の植立時 7 番相当部のインプラン
トの HA 層を完全に骨内に埋入せずに閉鎖した感覚
を覚えておりそのため，その後のブラキシズムや口腔
清掃の問題により骨縁上に出ていた HA 層が容易に
汚染され，それが感染源となり骨の吸収を惹起したと
考察している．インプラントメーカーの推奨するプロ
トコールを遵守することの重要性を再確認するととも
に，その後インプラント周囲炎に罹患し急速な骨吸収
を認めた場合，インプラント温存のための処置をする
か，骨吸収の急速な進行を抑制する為に早期に感染
源となったインプラントを摘除するかの選択に対し
て，筆者らは熟慮した結果，患者の同意を得て骨吸収
の進行が比較的に早期の段階で摘除し，再植立する選
択をした．現在広く推奨されインプラント治療をす
る術者らに実践されている温存のための治療プログ
ラムとしては，Lang 1）らが提唱している累積的防御
療法（Cumulative Interceptive Supportive Therapy, 
CIST）がある．和泉雄一 2）らはそれを応用して積極
的な温存療法を紹介しているが，全てのインプラント
周囲炎に温存が可能ではありえない．津山 3）らは不
幸にしてインプラント周囲炎を起こしたケースにおい
て，インプラント撤去か保存かの判断基準はなくそれ
ぞれの術者がこれまでの経験から治療方針を立案し判
断しているとしている．
　自験例において，患者には自覚症状を認めなかった
が急激な骨吸収により再植立が不可能となるリスクを
考慮して，早期の段階で除去することした．また津山 4）

や青木ら 5）は除去と同時に再植立した症例を紹介し
ている．自験例においては急速に進行するインプラン
ト周囲歯槽骨の再感染を危惧し，除去とともに確実な
病巣の掻爬およびソケットプリザベーションを施行し
た．患者とのコミュニケーションは平素より十分であ
り理解と同意を得られていた．摘除後 6 カ月の待機期
間ののち再植立を施行した．その後 4 年経過をしたが
経過は順調である．自験例を通じて患者の自覚症状が
ない段階において早期除去，再植立することは有効で
あると思われた．

４．結　語

　今回，演者らはインプラント植立後 2 年で自覚症状
がないインプラント周囲炎症例に対し早期に除去，待
機して再植立し良好な結果を得たので報告する．
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抄　録

　今回，筆者らは右下ブリッジの咬合負担過重のため発赤，腫
脹を繰り返し動揺をきたしたブリッジの支台歯を保護，救済す
るために欠損部にインプラントを植立した．その結果，支台歯
の動揺は消失した．ところが植立から 2 年後インプラント周囲
に骨吸収を認めた．種ヶ検討した結果，骨吸収が顕著になる前
に罹患したインプラントを早期に除去し，6 ヶ月間待機して再
植立を施行した．
　HA インプラントが予後不良となった場合，温存するか除去
するかの判断は術者に担われている．HA インプラントは感染
に弱いので早期に除去することが望ましいと考えられる．その
ため，自験例は骨吸収の急速な進行により再植立が困難になる
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のを防ぐため早期に除去し，後日再植立を行った．現在，良好
な経過を得ているので，本症例の臨床経過について紹介し，若
干の考察を加え報告した．

キーワード； インプラント周囲炎，再結晶化HAコーティング
インプラント，再植立，ソケットプリザベーション
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A clinical case of effectiveness of one-piece thin HA coated implant

Jun-ichi Igawa

Abstract

 A thin HA-coated one-piece implant was applied to the critical case of a thin maxillary sinus bottom. Maxillary 
sinus floor elevation and implant placement were performed with a simple approach without using bone graft 
materials.
 As a result, though the case was not good condition for implantation, enough bone fixation to the implant was 
obtained in three months after implantation. The prognosis was good.
 These results suggested that thin HA-coated one-piece implant was useful in the case of disadvantage to 
osseointegration.
Keywords : one-piece implant, hydroxyapatite, a clinical case                            (J Bio-Integ 4 : 113 - 119, 2014.)

　Seikeikai Igawa Dental Office

1.�INTRODUCTION

 Currently there are many implant systems and 
each system has its own characteristics. Priority 
criterion for a dentist to select an implant system in 
dental restorative treatment is the functionality with 
high clinical prediction and aesthetic. Prosthesis is 
highly expected to function well for a long period 
of time. In this report I have studied a clinical 
case to find the effectiveness of Hydroxyapatite 
(HA) –coated one-piece implant and what needs 
to be considered in order to make full use of its 
characteristics. 

2.�CLINICAL�CASE�AND�TREATMENT�
PLAN

 Patient: Male, 71 years old at the time of first visit

First visit: 23 June, 2011
Chief complaint: Lack of mastication resulting from 

missing both molar teeth in maxilla
Preexisting disorder: None
Case history: The patient was introduced by another 

clinic. The patient refused to wear removable 
partial denture and requested an implant 
treatment. 

Actual symptom: 
  1). Examination outside the oral cavity
        The patient’s face is laterally symmetric. No 

temporomandibular joint noise. No tender  
masticatory muscle. No tender neck lymph 
node. 

  2). Intraoral examination
        No periodontal disease of existing teeth. 

Missing upper right 67, upper left 67.
  3). X-ray examination
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        Panoramic x-ray (photo 1) confirmed the 
shortage of maxillary sinus bottom bone height. 
It is also confirmed by CT.

Photo 1: Panoramic x-ray at the time of first visit

  4). Treatment plan
        At the time of the first visit, I explained 

once again about the repair with removable 
denture and with implant. I have explained 
that sinus floor elevation is necessary with 
the implant repair because of the shortage of 
maxillary sinus bottom bone height. The patient 
requested the repair with implant and also 
requested the treatment period to be short. As 
the patient requested less demanding method, 
I explained the sinus floor elevation without 
adding bone substitute done at the same 
time with μ-one  one-piece HA-coated implant 
(YAMAHACHI DENTAL MFG., CO.) placement.  
The patient agreed with the treatment and we 
proceeded with the surgery. Figure 1 shows the 
treatment plan for this clinical case compared to 
a regular treatment plan. 

Figure 1: Comparison of treatment plan for this clinical case and a regular treatment
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3.�TREATMENT�AND�RESULT

1).   After a basic periodontal treatment, maxilla 
sinus floor elevation for the missing right and left 
molar teeth and implant placement were done at 
the same time. 

      On 30 June 2011, after maxilla sinus sidewall 
was removed under local anesthesia, maxilla 
sinus floor elevation on the right molar tooth and 
implant placement were applied. (Photo 2)

      Generally after placing one-piece implant, 
abutment is often exposed enormously in the 
mouth and functional pressure from buccolingual 
mucosal membrane or mastication could affect 
the implant through the exposed abutment. 
Functional pressure before the bonding of the 
implant and the bone is confirmed could inhibit 
the bond. Especially in a clinical case like this 
(after maxilla sinus floor elevation is applied) it 
should be under consideration. In order to avoid 
this issue, I made a clear splint (0.5mm thick) as 
in (Photo 3) before the surgery and placed it as a 
pressure relief system after surgery, considering 
the functionality and aesthetic. (Crown color 
quick cure resin is mounted inside the splint 
which covers the implant like a dome. You must 
of course avoid the splint to interfere the implant 
under the functional pressure.) The splint must 
be worn all the time until the bonding of the 
implant and the bone is confirmed, except during 
oral care. This is mandatory in order to get a 
good result after one-piece implant placement. 
It also gives the patient reassurance and 
satisfaction. 

2). Result 
      The surgery provided an excellent prognosis 

without any inflammation. The patient went 
back to the primary doctor for follow-ups during 
the healing period. Bonding of the bone went 
smoothly and the prognosis was determined to 
be excellent. On 28 July 2011, 4 weeks after the 
surgery on the right, after maxilla sinus sidewall 
was removed under local anesthesia, maxilla 
sinus floor elevation on the left molar tooth and 
implant placement were applied as planned. 
(Photo 4) The primary doctor did the follow-ups 
on the left as well as the right during the healing 
period. I instructed to repair the crown 3 months 
after the surgery if the prognosis was well. 

      9 weeks later, however, the primary doctor 
reported that movement was observed on the 
left maxilla molar tooth about 4 weeks after 

Photo 2: Panoramic x-ray after surgery (right maxilla)

Photo 3: Example of pressure relief
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surgery and he had connected the implant with 
the adjacent natural tooth with Super-Bond 
C&B (Sun Medical Co.). I called the patient and 
examined him, and found that both the implant 
and the connected adjacent tooth were moving. 
There was no sign of infection such as bleeding. 
(Photo 5) I asked the patient if he followed the 
precautions during the healing period. He said, 

“After the last surgery ( on the right) the 
prognosis was so excellent that I chewed without 
the pressure relief system this time.” 

      Considering the shortage of the existing bone 
height prior to the surgery, largeness of the 
movement and the length of time after surgery, 
I determined that it is impossible to confirm 
the bonding of the implant and the bone under 
the circumstance. I suggested the removal and 
replacement of the implant, and both the patient 
and the primary doctor agreed. 3 months after 
removing the unstable implant, on 23 February 
2011, maxilla floor elevation and implant 
placement were applied again. (Photo 6 and 7) At 
this time, maxilla bone sidewall forming window 
had regained its matrix though it is still thin, 
there was no oral mucomembranous ankylosis, 
and fenestration surgery was again performed 
with round bar. 

      After 3 months healing period, prosthesis was 
placed by the primary doctor. (Photo 8) Even in a 
clinical case like this, when bone stationary was 
not gained in early stage and even recovery was 
necessary, because of the fine osteoconductive 
characteristic of μ-one HA implant, treatment 
was completed in a rather short healing period 
of 3 months. Currently, in June 2014, the primary 
doctor has reported an excellent prognosis. 

Photo 4: Panoramic x-ray after surgery (maxilla left, first time)

Photo 5: Maxilla left, 9 weeks after surgery

Photo 6: Panoramic x-ray before surgery (maxilla left, second time)
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4．�Discussion

 Implants have long history. It is said that it was 
already attempted in 30th century BC. However it 
is true that the attempt which was inconsistent with 
the logic of biological chemistry never bear fruit. 
In the latter half of 20th century osseointegration 
founded by Branemark raised the treatment level 
equal to be biologically accepted, and ever since 
implants became to be widely accepted as a highly 
predictable treatment 1).

 Now there are many implant systems in Japan and 
each system has their own feature.
 When the dentist adopts a implant in a clinical 
manner, the highly predictable functionality and 
aesthetic should be referred to as the preferable 
selection standard.

 If the appropriate treatment is planned and 

implemented, the level of the functional recovery 
will be surely high. However the existence of peri-
implatitis has come to draw a lot of attention in 
recent years and various approaches to solve or 
alleviate this problem have run on the operation and 
maintenance.
 It may be the consensus that it is important to 
control the bacteria as its cause and   the actions 
which may nourish it to avoid the peri-implatitis 2). 
If those risks can be lowered and the patients’ 
burden can be alleviated economically, physically 
and socially, many patients will be able to enjoy the 
merit of implant treatment.

 As stated it is high predictability that is required 
most in the dental repair treatment. Then here 
is the discussion what kind of implant system is 
preferable and which point to be considered in order 
to utilize its feature.

 Most of implants on market have a root surface 
used titanium as the base material as Branemark 
started. Let’s assume these implant systems as a big 
lump and classify them by two kinds of classification 
method, a surface structure and an  overall 
structure of implant intraosseously embedding part, 
as below.
1.  Implant intraosseously embedding part - made of 

titanium/ made of other materials
2. Overall structure – two-piece type/one-piece type

 In recent years various practical applications of 
reforming the surface quality have been attempted 
with the aim of early acquisition and consolidation of 
boding of the implant and the bone. As an example 
there is ‘HA’ reported by Aoki and his team in 1974 

3).
 Since this affinity to the bone tissues was reported 
the practical application using this material has been 
attempted in many clinical scenes, and various kind 
of HA-coated implants were created. 
 Following are some examples ; ` AQB implant` and 

Photo 7: Panoramic x-ray after surgery (maxilla left, second time)

Photo 8: 48 months after prosthesis placement



● 118

バイオインテグレーション学会誌　第４巻 J Bio-Integ 4 : 113 - 119, 2014.

`Spline HA implant` are the HA-coated early stage 
products leaving behind good clinical result. μ̀-one 
HA implant one-piece system` is one of its successor 
model (Table 1) 4～8).

 I’ve obtained good progress after performing sinus 
floor elevation and planting HA-coated one- piece 
implant simultaneously since long before by utilizing 
the feature of μ-one HA implant one-piece system 
with the purpose of reducing surgery and ambulant 
frequency, shortening the treatment period and long 
term good prognosis.
 From this case I summarized the usability of one-
piece HA coated implant as below.

(1) The feature of one-piece implant
  a) Simple structure without joint
  b) High-intensity (durable)
  c)  No ‘slack’ structure because of no screw 

structure
  d)  Decline the risk of contamination (infection risk, 

lowering bone-absorbing)
  e)  No Step of applying torque which is easy to 

break the bone-bonding on the series of the 
treatment progress.

  f)  Straight shape ( easily put functional pressure 
into the tooth axis)

(2) The feature of  HA-coated implant
  a) Prompt bone-bonding establishment 
  b) Shortening the recovery period
  c) Shortening the risk period 

 Hence it was believed that one-piece HA-coated 
implant contributed to the patients’ benefits as 
①the good long-term prognosis and ②alleviating the 
patients’ burden.

5.�Conclusion

 The sinus floor elevation and implant placement 
surgery was performed simultaneously using the 

thin type sputter HA implant and the recovery 
from postoperative disorder was also performed. 
As the result the early bone-bonding shortened the 
recovery period and obtained the recovery from 
postoperative disorder. Thus μ-one HA implant 
one-piece system probably has high latent capability 
to derive the good clinical result because of its 
advantage even under the severe condition.
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1 ピースインプラント（AQB）を利用した下顎片側遊離端欠損
最後臼歯部への自家歯牙移植

河合　毅師 1,2)，前田　亮 1)，岡村　泰斗 1)，藤田　博紀 1)，塚本　亮一 2)

Autogenous tooth transplantation for mandibular unilateral free-end distal 
molar edentulism using the AQB one-piece implant

Takeshi Kawai 1,2), Ryo Maeda 1), Taito Okamura 1), Hiroki Fujita 1), Ryoichi Tsukamoto 2)

　１）医療法人社団山手会　アトラスタワーデンタルクリニック中目黒インプラントセンター
　　　Yamate Medical Association Atlas Tower Dental Clinic Nakameguro Implant Center
　２）医療法人緑生会　印西総合病院
　　　Ryokuseikai Medical Corporation Inzai General Hospital

Abstract

 In autogenous tooth transplantation, if normal healing follows, the periodontal ligament regenerates and 
the transplant functions as a normal tooth, providing advantages which prosthodontic treatments do not 
have. However, for the autogenous tooth transplantation to be successful, many factors must be taken into 
consideration from diagnosis to treatment.  Among these concerns, in cases of mandibular unilateral free-end 
distal molar edentulism, where neighboring teeth are not available and the sutures alone hold the transplanted 
tooth, it is easy for damage to occur during the initial stages of fixation and problems may occur during the 
healing process.
 In this study, AQB one-piece implants which were specially made with a recrystallized hydroxyapatite coating  
(HA-coating) were used in cases of mandibular unilateral free-end distal molar edentulism as anchorage points 
for the autogenous tooth transplantation.  As the early occlusal recovery was documented, a summary of the 
findings as well as some considerations are reported in this study.                    (J Bio-Integ 4 : 121 - 126, 2014.)

１．緒　言

　昨今インプラントの普及によって，歯科補綴治療の
考え方は大きく変革している．インプラントの植立に
よって，天然歯を損傷することなく欠損が補綴される
ため，患者の需要は益々増加している．しかし，イン
プラント植立の目的は欠損を補綴するだけでなく，歯

列矯正の維持装置や動揺歯の維持，固定を図るなど多
方面に臨床応用されるようになった．
　特に AQB インプラントは再結晶化ハイドロキシア
パタイトコーティングを施されていることから高い生
体親和性を有し，バイオインテグレーションの獲得か
ら早期に骨と結合し良好な臨床成績をおさめている．
中でも 1 ピースインプラントに至っては手術が 1 回で
済み，アバットメント装着の必要性もないことから，
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治療期間の短縮と一体化されたアバットメントの有効
活用を可能としている．
　今回，我々は AQB1 ピースインプラントの有用性
を生かすべく，下顎片側遊離端欠損最後臼歯部への自
家歯牙移植の固定源として利用し，早期に咬合回復を
図ることができたので，その概要に若干の考察を加え
て報告する．

２．材料と方法

症例：40 歳　女性
初診：2011 年 9 月 7 日
主訴： 右下⑤６⑦ブリッジの脱離，右下 7 番の歯根破折
既往歴：特記事項なし
現病歴：
　5 年前に右下 6 番を抜歯後，⑤６⑦ブリッジを製作．
初診の 2 週間前に咬合時の違和感を自覚し近在歯科受
診．右下 7 番の破折を指摘され，同部の抜歯，および
欠損部の補綴をすすめられ，インプラント治療を希望
し当科受診．

３．結　果

処置および経過：
　初診時口腔内写真およびパノラマ XP を図１に示
す．
　右下 5 番は生活歯のためテンポラリークラウンが装
着されており，右下 6 番は欠損，右下 7 番は歯根破折
を認める．
　3 ＤＣＴで下歯槽管までの距離を確認し右下 6 番に
5 ＬＳの埋入を計画，右下 7 番には左下 8 番の移植を
計画（図２）
　平成 23 年 9 月 15 日局所麻酔下に右下 6 番へ AQB
１ピースインプラント 5LS を埋入．その後，右下 7
番を抜歯・掻爬後に左下 8 番の歯根膜を傷つけないよ
う慎重に抜歯して右下 7 番へ移植．4-0 絹糸にて結紮
固定した（図３）．
　術後 1 週間で抜糸し，移植歯は対合歯との接触関係
がないため右下 6 番に埋入した AQB １ピースインプ
ラントのアバットメント部と接着性レジンで固定．術
後約 1 ヶ月で固定を解除，移植歯の根管治療（水酸化
カルシウム貼薬）を行い，1 ヶ月の経過観察の後，術

後 2 ヶ月で根管充填を行った（図４）．
　そこから更に 1 ヶ月間経過観察して術後 3 ヶ月で移
植歯の動揺が健全な天然歯と同程度であることを確認
し，光重合型レジンにて対合歯との咬合接触を付与し
た．
　その後に，右下 6 番のインプラントおよび右下 5 番
の形成・印象採得を行い，それぞれにセラミックメタ
ルボンドクラウンを装着し，それぞれの隣在歯との適
切な接触関係を確認した（図５）．現在術後 2 年 5 か
月を経過しているが，異常所見はなく慎重にメンテナ
ンスを行っている（図６）．
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図１

図２
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図３

図４
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図５

図６
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４．考　察

　従来欠損補綴はブリッジか，あるいは可徹性の義歯
かの選択が歯科治療の基本的な考え方であった．しか
しインプラントが普及するに従って，欠損部にインプ
ラントを植立して機能の改善を図る方がより有効であ
るという報告が多い．この理由は，インプラント補綴
の場合は，残存する天然歯に与える損傷や過重負担な
どを軽減することによって，歯の延命を図り長期に口
腔の健康を維持し得るからである．
　今回我々が使用した AQB インプラントは純度の高
い再結晶化ハイドロキシアパタイトコーティングによ
り短期間に骨結合に導くことができる．審美性を要す
る部分ではテンポラリークラウンが必要であるが，初
期固定良く植立されたものでは短期間で骨結合し，前
小臼歯部に当日や翌日に装着してもトラブルが起きる
ことは少ない．また初期固定が悪い場合も支台部を利
用した即時連結固定により骨結合に導くことができ
る．
　このように AQB １ピースインプラントは手術回
数，治療期間，経済性，アバットメントの安定感が主
にメリットとして掲げられているが，今回の症例のよ
うに片側遊離端欠損最後臼歯部への自家歯牙移植の固
定源としても有用性があり，下顎臼歯部は他部位に比
較し骨結合が早期であるという報告もあることから，
縫合糸での固定より安定感を得ることもでき，生着率
の向上に寄与できたものと考えられる．
　日本では歯の移植・再植術が限定的に保険適用にな
り，生まれ持った歯を利用する医療が始まっている．
しかしながら一般的に移植歯の根幹治療は術後 1 ヶ月
以内に開始されているが，融解壊死歯髄の歯根膜組織
への悪影響や複雑な根管形態による根管治療の失敗で
移植成績が不良となる要因が十分考えられる．他にも
移植歯の歯根膜の残存率の影響や，不適当な咬合刺激
による早期のアンキローシスの惹起，および根管治療
の失敗により移殖歯が感染し，ひいては隣在のアパタ
イトコーティングされたインプラントへ波及し容易に
骨吸収を引き起こす可能性もあることから，正確な手
術だけでなく，術後の慎重なメンテナンスが AQB １
ピースインプラントを利用した自家歯牙移植を成功さ
せる鍵となるものと考えられる．

　従来までは第一大臼歯の早期喪失により，時に健全
な隣在有髄歯が削合されることが多かったが，自験例
においても同様であった．その結果，患者が長期に自
覚していた違和感が自家歯牙移植とインプラントの植
立によって改善されたばかりでなく，単冠補綴を行っ
た結果，清掃性，あるいは装着感や審美性が改善され，
患者に十分な満足を供与し得た．
　今後は移殖歯牙およびインプラントの咬合，清掃状
態のチェックや定期的な X 線撮影など，長期安定を
得るために更に慎重な経過観察を行うことが望ましい
と考えられる．

５．結　論

　AQB １ピースインプラントを埋入し，片側遊離端
欠損最後臼歯部への自家歯牙移植の固定源として用い
たが，再結晶化ハイドロキシアパタイトコーティング
された AQB １ピースインプラントによりもたらされ
たバイオインテグレーションによる早期の骨結合が移
植歯の初期固定の獲得および安定をもたらし，早期の
咬合および咀嚼機能の回復を可能にし，自家歯牙移植
症例の適応拡大にもつながり，臨床的に極めて有用性
が高いことが示唆された．
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●症例報告

スパッタ HA インプラントの臨床評価
第２報：無歯下顎にワンピースインプラントを用いて治療を行った１症例

澤田　有里 1）、澤田　章司 1）

Clinical evaluation of sputtered HA implants : (The 2nd report)
A clinical case of oral rehabilitation 

with one-piece implants in the edentulous mandible

Yuri Sawada 1), Shoji Sawada 1)

　１）澤田歯科医院
　　　Sawada Dental Office

Abstract

 In the present study, a good result is reported of a one-piece implant of TS type applied to a mandibular 
edentulous patient. The patient is 82-year-old male, who came to the examination to failure in the maxillary 
and mandibular total denture to our clinic on May, 2012. At that time, he was under control of diabetes after 
treatment. He hoped an implant treatment in the lower jaw as remaining of the full denture upper jaw. We 
obtained the informed consent from the patient after explaining the advantages and disadvantages of the 
treatment. 12 of implants were placed in the lower left and right jaw of each six a provisional prosthesis 
adjusted abutment portion is not to buffer the opposing denture to milling the inner surface of the used 
denture is relieved during the period. After the acquisition of bio-integration 7 weeks after implantation, the 
impression was done. The superstructure for ensuring the parallelism of all 12 of them was designed. It was 
a connection crown of the quadrant. The sputtered HA implants have an advantage to be able to attach the 
upper structure to the implants in a short time after implantation. As a result, the obstacle of digestion which 
was a chief complain improves remarkably, and the patient acquired high satisfaction. The good result is 
obtained for two years by the present. However a continuous maintenance is required in order to maintain 
long-term stability from now on.                                                                  (J Bio-Integ 4 : 127 - 134, 2014.)

１．緒　言

　近年，ワンピース型インプラントが数社から発売さ
れ，臨床での評価も高まりつつある．ミューワン HA

インプラント（山八歯材工業株式会社製）も治験開始
以来，9 年を経過し現在まで良好な成績が報告されて
いる 1-2）．スパッタリング法により薄膜の HA コーティ
ングされたミューワン HA インプラントに，新たに
形態的に改良を加えた TS タイプのワンピースインプ
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ラントがラインアップに加わった（図１）．
　改良型 TS タイプのハイドロキシアパタイト（以下
HA）に関しては従来と変更なく，スパッタリング法
により 1 ～ 2μｍの薄膜となっている．その特徴は，
プラズマ溶射法やフレーム溶射法に比較して，ミュー
ワン HA インプラントの HA は緻密で均一に薄膜コー
ティングされていることから，HA の機械的強度が極
めて高く，埋入時の剥離や破壊によるトラブルが生じ
にくいことである 3-5）．さらに，チタンインプラント
と同様な扱いができるにも拘わらず，HA の骨伝導能
により骨との結合，いわゆるバイオインテグレーショ
ンが速やかにかつ強固に達成でき，その後，薄膜 HA
は徐々に骨に吸収・置換されオッセオインテグレー
ションに移行できるとされている 6）．
　また，従来型に比較して改良型 TS タイプでは，ス
トレートボディからテーパードボディのセルフタップ
インプラントとなり，スレッド形態を大幅に改良した
ことで埋入時から強固な初期固定が得られ，かつ応力
分散が図れることで周囲骨に対する圧迫を極力抑える
配慮がなされているとのことである 7, 8）

　そこで今回，下顎無歯顎症例において 12 本のイン
プラント治療を行う機会を得たので，ミューワン HA
インプラント TS タイプのワンピースインプラントを
用いて治療を行った．その結果，咬合機能を回復し良
好な経過を推移している症例を報告する．

２．症　例

　患者は 82 歳男性，2012 年 5 月に上・下顎総義歯で
咀嚼障害等を主訴にインプラント治療を希望して来院
した．既往歴には，糖尿病があるがコントロールされ
ていた．現病歴は，数年前から下顎の咬合痛並びに咀
嚼障害があった．
　患者は，上顎は総義歯のままで下顎にインプラント
治療の希望があり，その長所・短所を説明した後に
同意を得た．パノラマエックス線写真にて画像診断
を行い（図２），下顎の埋入位置およびインプラント
体のサイズを決定した（表１）．幅径に関しては，前
歯部から小臼歯部の骨幅が少ない部位には主に直径
3.3mm を，大臼歯部にかけて骨幅のある部位には直
径 4.0mm を選択した．HA 部長径は，主に前歯部で
は 12mm，臼歯部では 10mm とした．

図１：スパッタ HA ワンピースインプラント TS タイプ

アバット部

HA 被覆部

図２：術前パノラマＸ線写真

表１：植立部位とインプラント体のサイズ

部位 サイズ 本数
　左下１・２ ＴＳ３３－１２－０８ ２本　
　左下３・４ ＴＳ３３－１０－１０ ２本　
　左下５ ＴＳ３３－１０－０８ １本　
　左下６ ＴＳ４０－１０－１０ １本　
　右下２・３ ＴＳ３３－１２－１０ ２本　
　右下４ ＴＳ３３－１０－０８ １本　
　右下５・６ ＴＳ４０－１０－０８ ２本　
　右下７ ＴＳ４０－１０－０６ １本　

合　計 １２本　
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３．結果及び考察

　ワンピースインプラント治療には様々な利点を有す
るが（表２），その一つに 1 回法であるが故に 2 次手
術の必要がなく外科的侵襲が少ないことが挙げられ
る．

表２：ワンピースインプラントの利点

ワンピースインプラントの利点

1
インプラント体とアバットメントが一体である
ことにより接触面のマイクロギャップが存在し
ない（衛生的観点から有利）

2 一体型のため強度的に有利である（２回法での
スクリューの破折や緩みの心配がない）

3 細いインプラントの製造が可能である

4 一体型でマイクロギャップがないため埋入深度
にある程度の自由度がある

5 患者の外科的侵襲の軽減と補綴処置までの治療
の負担軽減が図れる

6 単純な構造により術者の負担軽減と技工作業の
簡易化が図れる

7 パーツが少ないことから患者の経済的負担が軽
減できる

8
前歯部欠損症例では審美的観点から、インプラ
ント手術直後にテンポラリークラウンの装着が
可能である

　また，埋入手術に関しては，従来，切開手術（オー
プンサージェリー）が基本となっていたが，近年，無
切開手術（フラップレスサージェリー）で行っても生
存率に遜色がないとの報告 9-11）も散見できる．従来の
切開手術では，粘膜の切開と剥離を伴う関係で，患者
への外科的侵襲は決して小さいものではなかった．一
方，無切開手術では，低侵襲かつ手術時間の短縮が可
能となり，術後の出血，疼痛あるいは腫脹等が極めて
少ない．
　そこで，今回，患者は高齢であり事前診査を基にイ
ンプラント治療に際しては，外科的侵襲をなるべく避
けたいことから TS タイプのワンピースインプラント
を用いて無切開手術で行うことにした．
　但し，ドリリング時に直接，粘膜を貫通させながら
拡大していく方法は避け，パンチアウトを併用した無

切開手術を選択した．パンチアウトをせずに直接粘膜
を貫通させドリリングしていく方法では，骨膜など軟
組織を骨孔内に巻き込む恐れもあり，骨結合を阻害す
る懸念が考えられたからである．
　今回のワンピースインプラントによるパンチアウト
を併用した無切開手術の術式を図 3 に示す．最初に局
所麻酔は，骨膜下注射法によってインプラント埋入部
位の歯槽頂部へ行う．骨面と骨膜の間に麻酔薬を浸潤
させることで，その後サーキュラーナイフでカットさ
れた歯肉と骨膜が一体に剥離しやすくなる効果も期待
できる．歯槽頂からの骨膜下注射のみで麻酔効果は十
分であり，頬側部に刺入点を求めない方が粘膜の膨ら
みを回避でき，触診による顎骨形態の確認もしやすく
なる．
　パンチアウトをする際の注意点は，インプラント埋
入部に対してインプラント直径と同径かやや大きめの
サーキュラ―ナイフで骨膜までしっかりとカットする
ことである．その際，顎骨の形態的理由からサーキュ
ラーナイフは最初に骨頂の近遠心部に到達しカットさ
れるので，その後はサーキュラーナイフを骨面から離
すことなく頬側から舌側へと同一円周に骨膜を連続的
にカットする．これによってパンチアウトした歯肉は
骨膜と共に一塊に剥離することが可能となる．
　サーキュラーナイフを何度も骨面から離してカット
することは避けるべきである．つまり二重にカットさ
れた軟組織が遊離しかねず，仮にその一部を見落とし
てインプラント埋入を行った場合，アクセスホールか
ら軟組織を骨孔内に巻き込む可能性も否定できないか
らである．
　カットした歯肉の剥離に関しては，探針で歯肉を刺
入し回転させながら除去したり，ピンセット等を利用
すれば骨膜と共に除去することが可能である．
　パンチアウト後は，探針で骨の状態や頬舌側の形状
等を把握し，また骨面から歯肉上縁までの高さをプ
ローブ等で測定する．
　ドリリングに際しては，先に測定した歯肉の高さを
参考に通法に従って順次拡大して行く．特に上部構造
を連結冠あるいはブリッジとする場合のドリリングで
は，各インプラントが極力平行になるように努めなけ
ればならない．但し，平行性に多少の誤差があった場
合でも，骨結合の後にアバット部をバーで形成し補正
することは十分可能である．
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④歯肉及び骨膜を除去

①歯槽頂から浸潤麻酔（骨膜下注射法）

⑤骨面から歯肉の高さを測定

⑦通法に従って拡大

図３：パンチアウトを併用した無切開手術の模式図（澤田式）

②インプラント埋入部の決定 ③サーキュラーナイフでパンチアウト

⑥歯肉の高さを考慮しドリリング

⑧インプラント埋入
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　以上を考慮し，今回，下顎無歯顎症例において左右
に 6 本ずつ計 12 本の TS タイプ・ワンピースインプ
ラント治療を行った（図４，５）．

　埋入方向に関しては，前歯部と臼歯部では顎骨の形
態的理由から歯軸方向が異なるため，全てを平行に埋
入することは困難であった．そこで，前歯部を 2 ブロッ
クに，左右臼歯部をそれぞれのブロックとして平行性
の確保に努めた．
　ワンピースインプラント埋入後の止血に関しては，
今までの臨床経験から基本的に縫合を必要とせず，圧
迫止血での対応で十分である．しかし，高血圧症や抗
凝血剤服用等の患者の場合にはアバット部周囲からの
出血を認めることがあり，そのような場合に限ってア
バット部と粘膜をしっかり縫合をしなければならな
い．今回 12 本と多数埋入したにも拘わらず縫合せず
に圧迫止血のみを行い，約 30 分程度しっかりとガー
ゼを噛ませ止血させた．
　術後の腫脹・疼痛や外科的偶発症など異常所見は認
められなかった．ワンピースインプラントの場合，イ

ンプラント体そのものがドレーンの代わりをなすと考
えられ，術後の腫脹や疼痛は生じにくいと思われる．
　次に，免荷期間中の暫間義歯に関しては，旧義歯の
内面を削合しアバット部と干渉しないように調整し，
インプラント埋入当日から使用できるようにした（図
６～８）．つまり，パンチアウトを併用した無切開手術
では基本的に縫合をせずに済み粘膜の形状に変化が少
ない．そのため，術後，直ちに暫間義歯を装着するこ
とが可能となり，その意義は大きく利点の一つである．

図４：下顎無歯顎にインプラント 12 本植立

図５：インプラント植立直後の口腔内写真

図６：免荷期間に使用する暫間義歯の一例
　　　インプラントアバット部に干渉しないよう義歯の粘膜面を削合

図７：暫間義歯装着の模式図
　　　アバット部に干渉しないよう義歯調整
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　患者への暫間義歯の取り扱いに関しては，通常通り
の義歯の清掃と着脱時に義歯辺縁が口腔内に露出して
いるアバット部に接触しないよう指導した．併せてア
バット部の清掃の指導も行い，口腔内の衛生に努めた．
　免荷期間に関しては，ドリリングの感触並びに初期
固定の状態を考慮し，最終的に打診音を参考にした上
で 7 週で骨結合を確認し，印象採得可能と判断した．
平行性が微妙なアバット部には若干の形成を行い，平
行性を確保したのち，通法に従って印象採得を行い，
作業用模型を作製した（図９）．
　上部構造の設計は 4 分割とし，それぞれ連結冠とし
た．補綴物の材料は，陶材焼付鋳造冠とし（図 10），
補綴物作製期間に約 1 週間を要し，インプラント埋入
後約 8 週で，最終補綴物を合着用セメントにて装着し
た（図 11，12）．
　これまでの使用経験から，スパッタ HA インプラ
ントは上下顎ともに埋入から約 8 週で骨結合を認め，
短期間で上部構造の装着が可能となり，暫間義歯の使
用期間も短く済むなどの有利な点がある 13）．
　一方，多数歯欠損症例におけるワンピースインプラ
ント治療で懸念される連結冠やブリッジを作製する場
合の平行性の確保に関しても，今回使用したミューワ
ン HA インプラント TS タイプのワンピースインプラ
ントにおいては，埋入方法の工夫や上部構造の設計次
第で咬合機能の回復を図ることが十分可能であり，優
れた治療法であることが示唆された．

図８：暫間義歯装着後の口腔内写真

図９-1：作業用模型の咬合面観

図９-2：作業用模型の頬側面観（左側）

図９-3：作業用模型の頬側面観（右側）
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図 10-1：4 分割で作製された補綴物

図 10-2：補綴物（陶材焼付鋳造冠）の舌側面観（右側）

図 10-3：補綴物（陶材焼付鋳造冠）の舌側面観（左側）

図 11：補綴物の咬合面観

図 12：補綴物装着後の口腔内写真　
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４．結　論

　下顎無歯顎症例に，ミューワン HA インプラント
TS タイプのワンピースインプラント 12 本をパンチ
アウトを併用した無切開手術で行った結果，主訴で
あった咀嚼障害が大幅に改善し，高い満足感が得られ
ている．現在までの 2 年間，良好な結果が得られてい
るが，今後は，長期的安定を維持するために継続的な
メンテナンスが必要である．
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抄　録

　スパッタリング法により薄膜の HA コーティングされた
ミューワン HA インプラント（山八歯材工業株式会社製）では，
新たに形態的に改良を加えた TS タイプのワンピースインプラ
ントがラインアップに加わった．そこで今回，下顎無歯顎症例
において，TS タイプのワンピースインプラントを用いて治療
を行い，良好な結果を得たので報告する．
　患者は 82 歳男性，2012 年 5 月に上下顎総義歯で咀嚼障害等
を主訴にインプラント治療を希望して来院した．既往歴には，
糖尿病があるがコントロールはされていた．現病歴は，数年前
から下顎の咬合痛並びに咀嚼障害があった．患者は，上顎は総
義歯のままで下顎にインプラント治療の希望があり，その長所・
短所を説明した後に同意を得た．パノラマエックス線写真にて
画像診断を行い，下顎の埋入位置およびインプラント体のサイ
ズを決定した．
　下顎左右にそれぞれ 6 本ずつの計 12 本のインプラントを埋
入し，免荷期間中は旧総義歯の内面を削合しアバット部が義歯
と干渉しないように調整し暫間義歯とした．7 週後に骨結合を
認め，印象採得を行った．上部構造の設計は，植立した 12 本
全ての平行性の確保が困難であったため 4 分割の連結冠とし，
埋入後８週で装着した．
　その結果，主訴であった咀嚼障害が大幅に改善し，高い満足
感が得られている．現在までの 2 年間，良好な結果が得られて
いるが，今後は，長期的安定を維持するために継続的なメンテ
ナンスが必要である．
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Abstract

 In titanium showing the best tissue compatibility among metallic materials and popularly used as biomaterials, 
its medical use, tissue compatibility, various properties originating from activity of titanium element, titanium 
alloys, surface structure, surface modification, and bottleneck of commercialization of surface treatment 
techniques, are explained．                                                                           (J Bio-Integ 4 : 135 - 142, 2014.)

１．緒　言

　歯科用や整形外科用に使用される金属材料の腐食は
生体安全性に直接影響を及ぼすため，これらにおいて
は耐食性が必須であり，金属材料の生体安全性を高め
ることは耐食性を向上させることと同義と考えられて
きた．CP Ti（工業用純チタン）およびチタン合金（こ
こではこれらを総称して Ti と呼ぶ）は，比強度が大
きいことと良好な耐食性を示すことから，歯科インプ
ラント，骨折固定材，人工関節など多くの部材に使用
されており，他の金属材料と比較して硬組織と軟組織
双方に対する適合性に優れていることが経験的に知ら
れている．このような安全性や生体組織適合性は，Ti
の化学的性質すなわち Ti の表面特性に依存するもの
であり，これらに関する知識は極めて重要である．Ti
は耐食性がよく比強度が大きいことから，医療用とし
て試用され，その成績が優れていたことから広く利用
されるに至った．一方，医療用として使用した際の

Ti の欠点は皆無というわけではなく，まだ解決しな
ければならない問題を抱えている．
　ここでは，医療における Ti の用途，その人体内で
の耐食性，生体組織適合性などの実例を示し，その発
現機構について現状で明らかになっている事項につい
て解説する．

２．チタンの医療用途

　Ti の優れた骨適合性が動物埋入実験の結果から示
されたのは 1940 年のことである 1）．1940 年代後半に
は工業的に Ti の量産体制が確立されたため，医療応
用のための多くの研究が行われた結果，生体内環境で
の高耐食性に加えて，長期間にわたる動物埋入実験に
よって優れた生体適合性が明らかになった 2）．その後，
臨床的評価を経て，1960 年代後半にはインプラント
としての Ti の有用性は広く認識されるに至った．歯
科分野においては，1965 年から歯科インプラントの
臨床応用で好成績を収めたため，その硬組織適合性が
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学術的にも認められることとなった．
　このような生体材料としての優れた特性を背景に，
Ti は整形外科，循環器科，歯科などにおいて，主
に力学的な強度および延性が要求される部位や骨と
の長期間の密着が想定される部位に利用されており

（表１），その大部分は CP Ti および Ti-6Al-4V 合金
ELI（extra low interstitials）材である．整形外科分
野においては，初期には CP Ti が用いられ，プレート，
スクリュー，ワイヤーなどとして応用された．CP Ti
は耐食性に優れ，また比較的成形性もよいが，ステン
レス鋼や Co-Cr-Mo 合金と比較して強度が低いことが
問題となり，高強度が要求される部位にはα+β型の
Ti-6Al-4V が用いられるようになった．その後も，α
+β型 Ti 合金では V や Al フリー化など，β型 Ti 合
金では低弾性率化などを目的に新合金開発が行われて
きた 3, 4）．整形外科では人工股関節のステム，骨固定
材，脊椎固定器具に Ti 合金が使用され，循環器系で
はガイドワイヤー，自己拡張型ステントに Ti-Ni 合金

が使用されている．歯科インプラント体は，顎骨との
接合が必要であるため CP Ti 製が多い．歯科インプ
ラントの成功によって，歯科での応用が注目され，ク
ラウン，ブリッジ，義歯床を作製するために，Ti の
歯科鋳造技術の開発が活発になった．矯正用ワイヤー
には，Ti-Ni 合金，Ti-Mo 合金が使用される．特に，
超弾性を応用した Ti-Ni 合金ワイヤーは，歯の移動に
適する矯正力を持続的に発揮することから広く臨床応
用されている．根管治療法において使用される歯科用
リーマー，ファイルでは，近年湾曲した根管でも良好
な根管形成が可能な Ti-Ni 超弾性合金製が臨床応用さ
れるようになった．

３．チタンの生体組織適合性

　材料の「硬組織適合性」は，「骨伝導性」，「骨適合
性」，「骨形成能」とほぼ同義であり，バイオセラミッ
クスの分野では「生体活性」が同じ意味で使われてい

表１：チタンの医療応用

主な診療科 医療器具 Ti および Ti 合金
整形外科 脊椎固定器具 Ti，Ti-6Al-4V 合金，Ti-6Al-7Nb 合金

骨折固定材（ボーンプレート，スクリュー，
ワイヤー，髄内釘，ミニプレートなど）

Ti，Ti-6Al-4V 合金，Ti-6Al-7Nb 合金

人工関節・骨頭 Ti-6Al-4V 合金，Ti-6Al-7Nb 合金，
Ti-15Mo-5Zr-3Al 合金，
Ti-6Al-2Nb-1Ta-0.8Mo 合金

脊椎スペーサー Ti-6Al-4V 合金，Ti-6Al-7Nb 合金
循環器外科・内科 埋込み型人工心臓（ハウジング） Ti

心臓ペースメーカー（ケース）
（電極）
（ターミナル）

Ti，Ti-6Al-4V 合金
Ti
Ti

人工弁（フレーム） Ti-6Al-4V 合金
血管内ステント Ti-Ni 合金
ガイドワイヤー Ti-Ni 合金
脳動脈瘤クリップ Ti，Ti-6Al-4V 合金

歯科 インレー，クラウン，ブリッジ，クラスプ，
義歯床

Ti，Ti-6Al-7Nb 合金

歯科インプラント（フィクスチャー） Ti，Ti-6Al-4V 合金，Ti-6Al-7Nb 合金 
矯正用ワイヤー Ti-Ni 合金，Ti-Mo 合金

一般外科 手術器具（メス，ピンセット，はさみ，ド
リルなど）

Ti

カテーテル Ti-Ni 合金
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る．硬組織適合性が必要な金属製部材は，歯科インプ
ラント体，人工股関節のステムとカップである．
　CP Ti は オ ッ セ オ イ ン テ グ レ ー シ ョ ン

（osseointegration）という，他の金属材料にはない特
性を有している．オッセオインテグレーションは，ス
ウェーデンの Brånemark により提唱された概念であ
り 5），「生活を営む骨組織とインプラント体とが光学
顕微鏡レベルで直接密着し，持続した結合状態を呈し，
インプラント体に加わった力が骨組織に直接伝達され
ること」6）と定義され，Ti の優れた骨適合性を表す
用語として使われている．整形外科ではすでに Ti が
使用されていたが，歯科インプラントでのオッセオイ
ンテグレーションの概念によって，Ti と硬組織（骨・
歯質）との反応に関する研究が活発になり，また硬組
織適合性を向上させるための表面処理の研究が爆発的
に増大した．
　Ti の硬組織適合性に関する研究はあまりにも膨大
で，ここにすべてを示すことは出来ない．よくまとまっ
た書籍があるので参照してほしい 7）．Ti の硬組織適
合性については，擬似体液中のリン酸カルシウム生成
能，骨芽細胞の活性および石灰化の評価，動物埋入に
よる組織学的，分子生物学的評価，つまり骨形成，骨
接触率，骨結合力などでの評価，そして実際の臨床で
の成績によっている．これらの結果を纏めると，Ti
を骨組織に埋入すると，他の金属材料よりも早期にそ
の周囲に骨組織が密着して形成し，骨との結合も強い
ことが明らかである．硬組織適合性を決める因子とし
ては，表面形態（粗さ），ぬれ性などと，それらによっ
て決まる細胞接着性，細胞分化が重要である．最近，
製造から長時間を経過した歯科インプラントは表面汚
染が進行し，骨伝導性が低下するという報告がされて
いる 8）．
　金属と軟組織との接着は，歯科インプラントのア
バットメント，矯正用インプラントアンカー，経皮デ
バイス，創外固定器のスクリューで重要である．これ
らの部材は，生体組織内から外部に貫通しており，軟
組織の接着が不完全だと，細菌が侵入し炎症を起こし
て，ゆるみ，動揺，脱落につながる．また，心臓ペー
スメーカーのハウジングでは軟組織との接着が不完全
だと使用中に体内で動いてしまうことがある．その他
の完全に体内に埋入される部材でも，軟組織適合性が
十分でないと，線維組織が周囲を覆ってしまう．Ti

は軟組織適合性にも優れていることが知られている
が，これは完全に体内に埋入された場合であり，上述
のような生体組織と対外を突き抜ける場合の軟組織と
Ti の化学的接着は確認されていない．特に，歯科イ
ンプラントにおいては，結合上皮と Ti との結合が重
要であるにもかかわらず，未解決の問題として残って
いる．現在のところ，軟組織と金属との接着は難しく，
表面に凹凸や溝を付けて軟組織を侵入させ機械的嵌合
させるしかない．
　Ti の組織適合性が高いことから，Ti は血液細胞と
反応しやすく血栓を形成しやすい，つまり血液適合性
が低いことは予想できる．実際に，ヒト全血による血
小板粘着試験では Ti は血小板粘着とフィブリンネッ
トワークの形成を比較的起こしやすい 9）．また，Ti
表面に細菌が付着しやすいことも容易に想像できる．

４．活性なチタン元素

　Ti は極めて活性な元素であり，水素電極基準にお
ける Ti2+ + 2e- → Ti の反応の標準電極電位は -1.63 V
と低く，活性である．Pourbaix 10）によれば，Ti は実
用金属の中ではMg，Beに次いで熱力学的に活性な（卑
な）金属元素である．この活性な性質が，精錬の困難さ，
耐食性，安全性など，Ti の化学的な性質の基本となっ
ている（図１）．
　Ti の原料鉱石は，ルチル（TiO2）あるいはイルメ
ナイト（FeTiO3）として産出されるが，酸素との結
合が強いために直接還元することはできず，製錬技術
の開発は困難を極め，1946 年になって TiCl4 を製造し
Mg で還元する方法によって工業化が実現した．“チ
タン”の名は，ギリシャ神話においてオリンポスの神々
との戦いに敗れ地底の冥界に閉じこめられた巨人タイ
タンに因み，Ti が鉱物中に閉じこめられた元素であ
ることから命名された．
　元素としての Ti は非常に活性であるにもかかわら
ず，金属材料としての Ti は極めて耐食性がよい，つ
まり不活性である．これは，Ti が活性であるが故に，
溶液中の水分子や大気中の湿分と直ちに反応し，表面
に極めて薄い酸化チタンの皮膜を生成するためであ
る．表面に傷が付いても直ちに皮膜に覆われるため，
外界との反応が遮断され見かけ上不活性な性質とな
る．Ti の活性な性質が不活性な状態を生んでいるわ
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けである．この性質は，耐食性だけではなく，生体に
取り込まれにくく毒性がないという性質にも直結して
いる．

５．チタン合金

　大きい荷重がかかる四肢の骨折固定プレート，スク
リュー，人工股関節のステムなどには Ti-6Al-4V 合金
が用いられている．この合金は，加工性，熱処理性，
溶接性などに優れた合金であり，耐食性，機械的強度，
生体適合性に優れているため，骨折固定材として広く
使用されている．特に O，C，N，H などの侵入型不

純物元素の含有量の低い ELI 品位のものが使用され
る．現在医療用として規格化されているチタン合金を
表２に示す．
　Ti-6Al-4V 合金自体の毒性による事故の報告はない
が，成分元素の V が強い毒性を示すことから，毒性
の低い元素で構成される合金の開発が行われている．
生体用の Ti 合金開発は，V や Al を安全性の高い
Nb，Ta，Zr，Hf で置換することで行われる．これ
らは周期律表で 4 族と 5 族の元素である．Ti-6Al-7Nb
合金 11）（α＋β型）がスイスで開発され欧州を中心に
実用化されている．また，米国では Al の代わりに Zr
を添加した Ti-13Zr-13Nb 合金などが開発されている．
　ボーンプレートとスクリュウ，髄内釘いずれによる
固定の場合にも，金属製器具による骨折固定では，金
属とその周辺組織のヤング率が異なるため，加わる荷
重の大部分を金属が受け止めてしまい，骨への力学的
刺激が不足（ストレスシールディング）することで，
骨が吸収することがある．一方，骨折固定によるスト
レスシールディングを防ぐためにはヤング率の低い合
金を得ることが必要とされ，このためにはβ型合金が
有効である．β型合金としては，国内では Ti-29Nb-
13Ta-4.6Zr が開発されている 12）．この合金は 47 GPa
と従来の Ti 合金の 100GPa と比較して低いヤング率
を示し，皮質骨の 20GPa に近い．

表２：規格化されている医療用チタン合金と各規格での記号

合金組成（mass%） 型 UNS ASTM ISO
Ti-3Al-2.5V α+β R56320 ASTM B 348 -
Ti-5Al-2.5Fe α+β - - ISO 5832-10
Ti-6Al-4V α+β R56400 ASTM F 1472 ISO 5832-3

Ti-6Al-4V ELI α+β R56401 ASTM F 136 ISO 5832-3
Ti-6Al-7Nb α+β R56700 ASTM F 1295 ISO 5832-11
Ti-15Mo β R58150 ASTM F 2066 -

Ti-13Nb-13Zr β R58130 ASTM F 1713 -
Ti-12Mo-6Zr-2Fe β R58120 ASTM F 1813 -

Ti-45Nb β R58450 AMS 4982 -
Ti-35Nb-7Zr-5Ta β R58350 - -

Ti-55.8Ni 金属間化合物 - ASTM F 2063 -

図１：チタンの高い活性によるチタンの諸性質
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６．チタンの表面

　生体材料は生体組織と接触して使用されるため，材
料表面と生体組織との反応は深く理解されなければな
らない．いうまでもなく，この反応を支配するのはナ
ノメートルレベルの材料表面の性質であり，耐食性と
組織適合性はこの表面特性に依存している．
　金属材料表面には，大気中あるいは水溶液中で必ず
何らかの反応皮膜が形成される．水溶液中で生成した
皮膜の溶解度が極めて小さく，孔がなく，密着性がよ
い場合には耐食皮膜（不動態皮膜）になる．不動態
皮膜は 1 ～ 5nm と極めて薄く透明である（図２）．Ti
では，通常の生体中においてその表面が不動態皮膜に
覆われており，何らかの原因で破壊されても直ちに自
己修復される．不動態皮膜が破壊された場合，Ti イ
オン溶出と皮膜再生に伴うアノード電流が計測される
がこの電流は極めて短時間に減少し，10-2s 以内に皮
膜が修復される．そのため，Ti の耐食性は高い 13）．
　Ti の不動態皮膜はアモルファスまたは結晶性の低
い非化学量論組成の TiO2 からなっているが，完全な
アモルファスではなく，低級酸化物と結晶微粒子を含
む 14）．Ti の不動態皮膜（表面酸化物皮膜）の透過型
電子顕微鏡（TEM）観察からは結晶性の低いルチル
も同定されるが，基本的には非晶質である．Ti の表
面酸化物は TiO2 が主成分で TiO や Ti2O3 を含有し，
水酸化物，水酸基，結合水，吸着水含有することが明
らかになっている．TiO2 や水酸基は，表面に近いほ
ど存在割合が多くなる 15）．
　不動態皮膜は見かけ上安定であるが，微視的には部
分的溶解と再析出が繰り返され，生体環境に応じて時
間とともにその組成が変化していく（図３）．Ti 製歯
科インプラントではヒトの顎骨に埋入している間に，
Ca，P，S が表面酸化物皮膜内に取り込まれる 16, 17）．
骨折固定に使用した Ti-6Al-4V 合金の表面にもリン酸
カルシウムが形成され，特に骨髄腔に埋入した髄内釘
表面からは [Ca]/[P] 比の大きい多量のリン酸カルシウ
ムが検出される．また，ハンクス溶液に Ti および Ti
合金を浸漬するとリン酸カルシウムが析出し 18 ～ 21），
細胞培養下ではリン酸カルシウムに加えて亜硫酸塩ま
たは硫化物も生成する 22）．このリン酸カルシウム形
成は Ti がオッセオインテグレーションを示す一因で

ある一方，髄内釘や骨固定スクリュウ周囲の仮骨と骨
との癒合の原因と考えられる．

７．チタンの表面処理

　表面処理法は，一般にドライプロセスとウェットプ
ロセスとに分類される．また，化学的接着と機械的嵌
合のいずれを目的としたものかによる分類，さらに硬
組織適合性向上を目的とした表面処理では，ハイドロ
キシアパタイト（HA）あるいは他のリン酸カルシウ
ム膜を形成するものと，HA を含まない表面改質層を
形成するものとに分類できる．もちろん，これらは必
ずしも明確に分類できるわけではなく，中間的なもの
もある．これらの分類を図４にまとめる．
　歯科インプラント体表面を例に取れば，硬組織適合
性向上のための表面処理は，図５に示すように，研究

図２：チタン表面に生成する不動態皮膜

図３： 表面酸化物皮膜（不動態皮膜）の微視的部分的溶解と再
析出による環境からのイオン・分子の取り込みとその結
果起こる表面酸化物組成の再構成
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レベルでは次のような変遷を経ている．
第一世代：切削表面
第二世代：溝加工，ブラスト，酸処理，陽極酸化，
　　　　　レーザーアブレージョン

（ナノ構造酸化 Ti，酸化チタンナノチューブもこの世
代に分類できる）
第三世代：化学処理，HA（リン酸カルシウム）被覆
第四世代：生体機能分子（コラーゲン，骨形成因子，
　　　　　BMP，ペプチド，ゼラチン）固定化
第五世代：幹細胞，組織被覆
　第四世代のように，骨形成に関与する生体分子を材
料表面に固定化すれば，材料表面の骨形成を促進し骨
組織との結合を強固にできるとの発想は自然であり，
そのために多くの研究が行われており，一般に好感を
持って迎えられる．しかし，生体機能分の固定化を広
く普及させるためには，その安全性の保証，品質の維

持，固定化層の耐久性に対する検証が必要であり，そ
のためにメーカーが投資するだけの価値を見出さなけ
れば実用化はされない．また，生体分子固定は実験上
の成果を出しやすいものの，実際の製品に応用するに
は多くの課題がある．今後研究の増加が予想される幹
細胞や組織の被覆についても，実用化のためには同様
の問題を解決する必要がある．
　結局，現在実用化されているのは，第二世代がほと
んどであり，第三世代では僅かな実用化例があるに過
ぎない．第四世代になると，実用化の目途すら立って
いない状態である．現実に実用化され普及している製
品をみると，界面化学的適合を目的としたものよりは，
表面を粗糙化しそこへ生体組織が侵入することで結合
を図るものが，かなりよい成績を残していることも，
第三世代以降の実用化が進まない一因である．

図４：医療応用を目的としてチタンに対して行われる表面処理技術
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図５： 骨形成・骨接合のための表面処理技術の研究レベルでの
進歩と実用化での停滞

８．おわりに

　Ti が優れた生体組織適合性を発現する理由は未だ
解明されてはいない．その一方で，Ti の硬組織適合
性を改善するための表面処理・表面改質の研究に重点
が移ってしまい，優れた適合性の機構解明に関する研
究は下火になっている．近年，表面処理・改質の研究
成果をアピールするために，コントロールである未処
理の Ti には生体活性がないという論調が一人歩きし
ている．しかし，本稿で述べたように，Ti の良好な
生体組織適合性は動かしがたい事実である．「Ti は金
属材料中では最も優れた組織適合性を示すが，生体活
性セラミックスよりも劣る」，という表現が正解であ
ろう．その発現機構の解明こそが，理想的金属表面を
創出するための近道である．
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抄　録

　金属材料の中では最も優れた組織適合性を示し生体材料とし
て広く使用されているチタンについて，医療用途，生体組織適
合性，チタン元素の活性に由来する諸性質，チタン合金，チタ
ンの表面，チタンの表面処理と実用化への隘路について解説す
る．
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インプラント治療における口腔外科の基本（後編）
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Hiroyasu Noma

　東京歯科大学名誉教授
　Professor emeritus of Tokyo Dental University

　インプラント治療の安心・安全のためには，口腔外
科の基本的な知識と技術を身に着けることが極めて重
要である．本学会誌（第 3 巻）の臨床講座において，「イ
ンプラント治療における口腔外科の基本」の前編とし
て，1. 口腔領域の手術計画を立てる際の基本原則，2. イ
ンプラント手術における創傷治癒，3. インプラント治
療の成功にとって特に障害となる全身的因子，4. 創傷
治癒から見たインプラント外科の基本，について述べ
た．
　本稿（第 4 巻）では引き続き後編として，5. インプ
ラント関連外科手術，および 6. 重篤な合併症とその
対策，について述べる．

５．インプラント関連外科手術

１）�インプラント外科における骨移植や人工骨補填材
の嵌植に関する注意事項

　歯を喪失すると歯を支持していた骨は吸収される傾
向があり，そのためインプラント治療に必要な顎骨（上
顎の歯槽突起や下顎の歯槽部）の高径や幅径が不足し
ている症例に遭遇することが多い．このような症例に
対してインプラント埋入手術時のリスクを軽減し，適
切な位置に必要な直径と長さのインプラントを埋入で
きるようにする目的で骨造成手術を行う．
　骨造成法には表２に示すように，骨移植法と人工骨
補填材嵌植法がある．骨移植には患者自身の骨を用い
る自家移植，②凍結乾燥骨等を用いる他家移植，③

様々の処理を施したヒト以外の骨を用いる異種移植が
あり，人工材料の嵌植には HA や TCP を用いる方法
などがある．移植材料に求められる特性としては①骨
形成能，②骨誘導能，③骨伝導能があるが，全てを兼
ねそなえているのが自家骨移植で，体表に近接した部
位で行われるインプラント外科の骨造成には，自家骨
以外は用いられない．
　自家骨移植の形態としては，皮質骨が大部分を占め
るブロック骨と，骨髄を含む海綿骨の細片（PCBM：
particulate Cancellous Bone and Marrow） が あ る．
ブロック骨は形態賦与が容易で，移植骨の固定にはミ
ニスクリュウが利用できる．これに対して PCBM の
移植は形態賦与が難しいが 特に骨形成能に優れ，新
生骨の成熟も速やかに行われる．しかしながら腸骨か
らの PCBM の採取は比較的侵襲が大きく入院管理下
に行われる．１～２歯相当程度の狭い範囲の骨量不足
の場合には，外来手術で下顎枝前縁部，オトガイ部，
上顎結節部などから採取した骨細片（いわゆる bone 
chip）が用いられる．しかしながら緻密骨を砕いた骨
細片には骨誘導や骨伝導のみで，骨形成能はない．
　人工骨補填材には骨伝導能はあるが骨誘導能や骨形
成能はない．BMP（骨誘導蛋白）を添加したβ-TCP
顆粒には骨誘導能があるが高価である．組織内で溶解
性のない人工骨補填材，特に固形のものは，体表から
離れた位置で感染の危険に曝されない部位への使用は
可能であるが，体表（口腔粘膜）に近い部位で行われ
る歯科インプラント外科では使用してはならない．
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２）上顎洞底挙上術
　上顎臼歯部の上方には上顎洞が存在するため，歯
を喪失して歯槽突起が吸収されると，インプラント
埋入のために必要な骨高径が確保できないことが多
い．このような場合に上顎洞側壁を開窓し，洞粘膜
を損傷しないように剥離挙上して洞粘膜と上顎洞底
の間のスペースに骨細片やβ-TCP などを挿入して
骨の新生を図り，インプラント埋入のために必要な
骨の増高を図る．上顎洞底挙上術には上記の lateral 
window technique のほかに歯槽頂からアプローチす
る osteome technique（いわゆる socket lift）がある．
いずれにしても，本術式の適用に当たっては上顎洞内
に病変が認められないことが基本条件である．

　（1）Lateral Window technique
　　 　歯槽頂から上顎洞底までの距離が５㎜未満の，

著しく骨高径の不足している症例 に適用される．
　　① 切開と粘膜骨膜弁の剥離：歯槽頂切開を基本と

し，近遠心の縦切開も含めて想定する開窓部（術
前の CT 画像から洞内中隔や不完全中隔がない
部分）から少なくとも５㎜離れた位置に切開線
を置く．上顎前壁の剥離に際しては眼窩下神経
を損傷しないよう注意する（図 29，図 30）．

　　② 骨開窓と上顎洞粘膜の剥離：上顎洞粘膜を穿孔
しないよう，細心の注意をはらって上顎洞側壁
を開窓する（図 31）．ダイヤモンドラウンドバー
を軽く骨面にあれがい，薄皮を剥がすように慎
重に骨を削去する．開窓部の骨が全周にわたっ
て可動性になったら，歯科用鋭匙と洞粘膜剥離
子を用いて洞粘膜を上顎洞壁から剥離する．こ
の際，図 32 に示すように，鋭匙や剥離子の先
端は常に骨面から離さないようにすることと，
上顎洞内の不完全中隔の存在に気配りすること
を忘れてはならない．

　　　 　最近では超音波骨切削器が普及しているが，
慎重で愛護的な操作が求められることに変わり
はない．

　　③ インプラントの埋入：十分な初期固定が得られ
るのであればインプラントの埋入を行うことが
出来るが，不確実な場合は骨造成を優先して，
二次的にインプラント埋入を行う．

　　④ 骨移植ないし骨補填材の顚入：骨細片移植を行

う場合にはβ-TCP などの人工骨補填材を混ぜ
て増量をはかることが多い．人工骨補填材のみ
で骨造成を行うこともあるが，これらには骨伝
導能のみで骨形成は不確実であることを理解し
ておかなくてはならない（図 33）．

　　⑤ 創の縫合閉鎖：粘膜骨膜弁は単一結節縫合，場
合によってはマットレス縫合を交えて確実に縫
合閉鎖する（図 34）．

図 29：骨開窓部の位置

図 30：上顎洞底の位置
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　（2）Osteotome Technique
　　 　歯槽頂から上顎洞底までの骨高径が少ないもの

の，インプラントの初期固定が得られるだけの骨
量（6 ～ 8㎜）が存在する場合に用いられる．比
較的侵襲の少ない方法であるが，上顎洞底の挙上
が盲目的で，上顎洞粘膜の損傷の有無とその程度
が判別できない欠点がある．

　　① 切開および粘膜骨膜の剥離：インプラント埋入
を同時に行うので，切開は歯槽頂切開を基本と
する．骨の外形を十分把握できるだけの粘膜骨
膜弁の剥離が必要である．

　　② インプラント埋入窩の作成（図 35）：CT 画像
で歯槽頂から上顎洞底までの距離を正確に把握
しておく．ドリルで上顎洞底直下１㎜までイン
プラント埋入窩を形成する．上顎洞底に接近し
たらドリルの回転数を落として慎重に操作す
る．

　　③  Osteotome による上顎洞底の挙上（図 36，図
37）：形成したインプラント埋入窩に専用の
osteotome を挿入し，マレットの槌打で上顎洞
底の骨一層を挙上させる．マレットを打ち込む
ように槌打すると上顎洞粘膜が破れる恐れがあ
るので注意する．挙上した上顎洞底の骨を計画
した深さまで進め，上顎洞粘膜をテント状に挙
上する．

　　④ 骨補填材の顚入：骨細片や人工骨補填材をイン
プラント埋入窩に挿入し，osteotome を用いて
上顎洞底と洞粘膜の間に作ったスペースに顚入
する．

図 31：上顎洞側壁の開窓

図 32：鋭匙や剥離子の先端は常に骨面から離さない。

図 33：骨移植ないし骨補填材の顚入

図 34：創の縫合閉鎖
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　　⑤ インプラントの挿入：通法に従ってインプラン
トを埋入するが，初期固定が得られにくい骨質
の場合は，テーパータイプのインプラントを用
いて，インプラントの上顎洞内迷入が生じない
よう工夫する（図 38）．

３）GBR(Guided�Bone�Regeneration:
　　骨誘導再生法）
　GBR は，遮断膜（barrier membrane）で骨欠損部
を覆い，線維芽細胞が骨欠損部に侵入するのを防ぎ，
骨面からの骨新生を誘導する方法である．この遮断膜
は e-PTFE（expanded polytetrafluoroethylene）等を
用いた非吸収性膜と，乳酸・グリコール酸共重合体な
どを用いた吸収性膜がある．GBR では遮断膜の露出
や感染の可能性があるので，適用に際しては慎重な判
断と正確かつ安全な運用が求められる．
　① 切開および粘膜の剥離翻転：歯槽頂切開を基本と

するが，遮断膜上に切開線が来てはならない（図
39）．歯槽頂近くにメンブレンが来る場合には切
開線の位置を舌側寄りに設定する．

　② 遮断膜の設置：遮断膜の大きさと形は，骨欠損部
やインプラント埋入時に生じた骨裂開部を十分被

図 35：インプラント埋入窩の作成

図 36：Osteotome

図 37：上顎洞粘膜をテント状に挙上

図 38：インプラントの挿入
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覆できるよう設計する（図 40）．骨面との間に線
維組織が侵入する間隙を作らないこと，遮断膜が
口腔内に露出しないことが重要である．遮断膜は
ボーンタックで骨面にしっかり固定する．

　③ 縫合閉鎖：遮断膜は粘膜骨膜弁で完全に閉鎖でき
るよう，単一結節縫合とマットレス縫合を組み合
わせて縫合閉鎖する．創の緊張が強い場合には骨
膜の減張切開を行う．

４）veneer�onlaygraft（ベニア・オンレイグラフト）
　顎堤の幅や高さが不足する場合，表面にブロック骨を
貼り付けて顎堤の幅や高さを増大させる方法である．ブ
ロック骨の固定にはスクリュウを用いる．
　① 切開および粘膜骨膜弁の剥離翻転：母床骨と移植

骨の境界に切開線が来ないよう工夫する．剥離は
充分な視野が得られるようにする．

　② 母床骨のプレパレーション：図 41 に示すように，
母床骨の表面に血液が出てくるまでバーで小孔を
開ける．この小孔を通して移植骨を栄養する血管
が新生する．

　③ 移植骨の固定：移植骨を採取し，移植床の形態に
合わせて移植骨を整形する．次いで移植骨をスク
リュウの山径のドリルで穿孔し，母床骨はスク
リュウの谷径のドリルで穿孔し，移植骨を母床骨
に圧迫固定する（図 42）．移植骨と母床骨との間
に隙間があれば骨細片を顚入する．

　④ 縫合閉鎖：移植骨を粘膜骨膜弁で完全に被覆でき
るように，マットレス縫合を活用する．また二次
的にインプラントを挿入するまでに（約６ヶ月）
移植骨の吸収が起こるので，骨移植の際 20 ～
30％大きめに見積もっておく，図 39：切開および粘膜の剥離翻転

図 40：遮断膜の設置

図 41：母床骨のプレパレーション
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５）split�crest（スプリットクレスト）
　歯槽にインプラント埋入のための高さはあるもの
の，幅が不足している症例に適用される．歯槽を近遠
心的に縦に歯槽骨を割って，唇舌ないし頬舌的に歯槽
の幅を拡げて，インプラントを埋入するスペースを作
る方法で，ridge expansion とも呼ばれる．作ったス
ペースに直ちにインプラントを埋入する場合と，骨の
治癒期間を置いた後にインプラントを埋入する場合も
ある．
　① 切開および粘膜骨膜弁の翻転．：歯槽頂切開を基

本とし，縦切開は粘膜骨膜弁の血行を考慮して台
形にする．

　② 歯槽頂に沿った分割：骨幅を拡げる範囲の歯槽頂
に沿って細いラウンドバーで小孔を開け，その小
孔を細いフィシャーバーで連続させ，さらにこの
溝を海綿骨に達するまで深くする（図 43）．次い
でこの溝にマイクロマイセルを挿入し，マレット
で静かに槌打する．強く槌打すると歯槽骨を骨折
させるので，図 44 に示すように，骨の裂開部の
幅を見ながら徐々にマイセルを進め，歯槽骨の唇
頬側板を“若木骨折”させる．

　③ インプラントの埋入：計画した骨幅まで達したら，

インプラント埋入窩を形成し，インプラントを埋
入する．インプラントと拡大した骨の間隙には骨
細片を顚塞する．なお，拡大した骨の間隙に骨移
植を行い，二次的にインプラントを埋入する方法
もあり，この方が確実である．

　④ 縫合閉鎖：移植骨を粘膜骨膜弁で完全に被覆する．
創の緊張が強いのでほとんどの場合，骨膜の減張
切開が必要である．二次的にインプラント埋入を
行う場合には６ヶ月程度の待機期間を置く．

図 42：移植骨の固定

図 43：歯槽頂に沿った分割

図 44：歯槽骨の唇頬側板を“若木骨折”させる．
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６．重篤な合併症とその対策

　CT とコンピュータ支援手術が導入されていても，
インプラント埋入手術はドリルの先端を直視できない

“盲目的処置である．したがって下顎においては，顎
骨の中を走行する血管や神経を損傷したり，顎骨の皮
質骨を穿孔して顎骨に近接する血管を損傷して大出血
や神経麻痺が生じる危険がある．また上顎においては，
上顎洞や鼻孔に穿孔して，術後感染を引き起こす可能
性がある．

１）血管損傷
　インプラント治療における血管損傷の多くはインプ
ラント埋入窩形成時のドリル操作時に起こっている．
特に下顎臼歯部では，下顎管の中を下歯槽神経ととも
に走行している下歯槽動静脈を損傷する危険がある．
また，小臼歯部から前歯部の舌側の骨膜に接して，顎
舌骨筋の上方では舌下動脈の分枝が，下方では顔面動
脈の分枝であるオトガイ下動脈が走行し，さらにこれ
らの血管は舌側の皮質骨を貫いて舌側孔を通じて顎骨
内の血管と交通している（図 45）．したがって下顎の
舌側の骨膜剥離を盲目的に行ったり , ドリルの先端が
舌側の皮質骨を穿孔するとこれらの血管を損傷する恐
れがある（図 46）．下顎の舌側，すなわち，口腔底で
は出血を抑制する組織圧が働かないので，たとえ小さ
な動脈からの出血であっても，急性血腫から気道閉塞
に発展して生命の危険がある．
　上顎では，臼歯部においてインプラントを口蓋側に
傾斜埋入する際に，大口蓋動脈を損傷する可能性があ
る．またインプラントの支持を上顎結節に求めると後
上歯槽動脈を損傷する恐れがある．
　顎骨内に限局した血管損傷であれば，埋入窩にスポ
ンゼルやオキシセルなどを挿入して圧迫止血を行う．
顎骨外の出血であれば，出血点を探し出して血管結紮
を行う．結紮困難な細い動脈からの出血に対してはピ
ンセットの先で動脈を摘んで確実に電気凝固止血を行
う．舌下動脈やオトガイ下動脈を損傷した場合は，必
ず損傷した動脈の結紮止血が必要である．これが出来
ない場合は図 47 のように口腔の内外から手指で圧迫
止血を行いながら，直ちに口腔外科専門医のいる病院
へ患者を移送する．

図 45： 血管は舌側の皮質骨を貫いて舌側孔を通じて顎骨内の
血管と交通している

図 46： ドリルの先端が舌側の皮質骨を穿孔するとこれらの血
管を損傷する恐れがある
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２）神経損傷
　インプラント治療における神経損傷のうちで最も重
大で，かつ頻度の高いのが下歯槽神経損傷である．下
歯槽神経損傷は下顎臼歯部にインプラント埋入窩を形
成する際のドリルによる神経線維束に対する直接損傷
や，埋入されたインプラントによる持続的な圧迫であ
る（図 48）．
　ドリルによる神経損傷は神経断裂症（neurotmesis）
で，その程度は線維束の一部分の断裂であれば３～
６ヶ月以内に回復するが，神経線維束の完全断裂では
神経修復手術が必要である．３ヶ月以内に回復の兆候
が見られない場合は患者を専門医に紹介する必要があ
る．
　インプラントによる神経圧迫の場合は軽度の圧迫に
よる一過性局在性の伝導障害から，強い圧迫による伝
導障害まで様々であるが，早期にインプラントによる
圧迫を除去すれば回復することが多い（図 49）．
　インプラント治療後に患者が知覚麻痺を訴えたら，
痛覚，触覚，２点間識別検査などの簡単な検査を行い，
回復の傾向が見られない場合は神経修復術（神経縫合
と神経移植）に熟達した口腔外科専門医に治療を依頼
すべきである．薬物療法（ビタミン B12，ATP 製剤），
星状神経節ブロック，理学療法（低出力レーザー，針

麻酔）などはあくまで補助療法であって，神経線維束
完全断裂の場合には遅くとも６ヶ月以内に神経修復手
術を行う必要がある．いたずらに補助療法を続けてい
て，神経修復手術のタイミングを失い , 永久麻痺で苦
しんでいる患者は多い．

３）上顎洞や鼻腔への穿孔やインプラントの迷入
　上顎臼歯部にインプラントを埋入する際に上顎洞
に穿孔する可能性がある．また sinus lift や socket lift
時に上顎洞粘膜を損傷することがある．上顎洞および
上顎洞粘膜に穿孔が生じると，上顎洞内に出血するば
かりか口腔内細菌が上顎洞内に進入して上顎洞炎が生
じたり，すでに慢性の上顎洞炎がある場合には急性炎
症を発症する可能性がある．術前に歯槽頂から上顎洞
底までの距離と骨質を把握するとともに，慢性上顎洞
炎の有無についても確認しておく必要がある．

図 47： 口腔の内外から手指で圧迫止血を行いながら，直ちに
口腔外科専門医のいる病院へ患者を移送

　図 48：ドリルによる神経線維束に対する直接損傷

　図 49：インプラントによる神経栓塞の圧迫
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　Socket lift 時の洞粘膜穿孔の有無は，インプラント
埋入窩の深さを測定する深度ゲージを挿入して洞粘膜
の抵抗の有無で判断する．抵抗がなければ上顎相穿孔
と見なして sinus lift に切り替え，洞粘膜の穿孔が大
きく閉鎖不可能な場合にはインプラントの埋入を中止
し，感染予防のため抗菌薬を投与する．
　インプラントが上顎洞内に迷入した場合には，感染
防止のため抗菌薬の投与を行い，   早期に上顎洞を開
洞してインプラントを除去する．
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ス出版，東京，2006.

５）　 Bisphosphonate-Related Osteonecrosis of the Jaws：
Position Paper from the Task Force Committee of Japa-
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Japanese Society of Oral Maxillofacial Surgeons. J Bone 
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●海外レポート

米国シアトルで開催された Academy of Osseointegration (AO) 学術大会の報告

春日井　昇平

Report of the Meeting of Academy of Osseointegration (AO) in Seattle,USA

Shohei Kasugai

　東京医科歯科大学歯学部・教授
　Professor of School of Dentistry, Tokyo Medical and Dental University

Academy of Osseointegration (AO) in USA is an 
international academic society concerning dental 
implants whereas European Association for 
Osseointegration (EAO) is another international 
society in Europe. AO is publishing “International 
Journal of Oral Maxilofacial Implant (JOMI)” as 
its academic journal. I had a chance to attend the 
29th Mmeeting of AO from March 6 to 8, 2014 in 
Seattle, the west coast of USA. The meeting place 
was Seattle Convention Center in the downtown 
of Seattle, where there are many hotels and 
restaurants. Thus, we could enjoy during and after 
the meeting. The organizer mentioned that the 
number of the participants were approximately 
2,000, 624 participants from the other countries. 
The size of the meeting was an ordinary size as the 
recent AO Meetings.
Since the rooms for the lectures and the oral 
presentations were separated, I could not hear all 
of them. I would like to report some impressive 
contents which I heard. 
Prof. Jemt, Branemark Clinic, Gothenburg, Sweden, 
demonstrated long term clinical results of their 
dental implant treatment. He mentioned that the 
failure rate dropped from 11/5% to 2.1% in maxillae 
and from 4.5% to 2.2% in the mandibles because 

they changed the dental implants from machined 
ones to textured ones. They tracked the patients of 
dental implant treatment. Surprisingly, the patients 
of failed cases were living longer compared the ones 
of successful cases. He suggested an enhancement 
of immune system in the failed patients. What 
Prof. Jemt presented was completely opposite 
to what most of the clinicians are speculating: 
the patients with failed cases would have some 
systematic problems. This finding should be further 
investigated. Interestingly, success rate of the 
treatment by female surgeons was greater than 
the one by male surgeons. Tracking many patients 
continuously from different aspects in Branemark 
Clinic was very impressive.
It is common in AO Meetings that the two 
programs of “Surgical Track” and “Restorative 
Track” are running separately in two big rooms. 
This style of the program reflects to the situation 
of dental implant treatment in USA where oral 
surgeons install the implants and prosthodontists do 
restorations. In “Surgical Track” and in “Restorative 
Track”, the lectures were focusing on “Current 
Surgical Challenges in Practice” and “Current 
Restorative Challenges in Practice”, respectively. 
Examinations and treatments of surgically or 
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prosthodontically difficult cases and solutions of the 
problem cases were presented.
Peri-implantitis, inflammatory destruction of peri-
implant tissues, is a great concern in clinical 
implant dentistry. Establishing proper examination 
and treatment for peri-implantitis is strongly 
required. It is very likely that decreasing bacteria, 
decontamination of the implant surface and 
adjusting the surrounding environment to clean 
the bacteria plaque easily are important. Although 
several methods of decontamination of the implant 
surface have been reported, the most effective 
method is not clear. In the present AO Meeting 
various methods for decontaminating the implant 
surface were reported.
There was “International Symposium” Session on 
the 7th of March, the second day of the meeting 
and 6 Japanese speakers did the presentations. This 
session was the collaborative program between 
AO and Osseointegration Study Club of Japan. The 

presentations were wonderful; however, the most 
audience was Japanese. AO has already been an 
international society and there is an environment 
in which clinicians and researchers from different 
nationalities can discuss. Nevertheless, such a funny 

“International Symposium” has been organized 
because of the intentional strategy of AO to increase 
members from other countries.
In the present AO Meeting, Dr. Hidemi NAKATA, 
who is working in my department, won the first 
prize in the poster presentations and Dr. Masahiro 
YAMADA, who was a post-graduate student in my 
department, currently working in Tokyo Dental 
College, won the first prize in the oral presentations. 
This was a great pleasure and I am very proud of 
this. I strongly wish extensive advancements of the 
researches of these two doctors.

Dr Hidemi NAKATA who won the first prize in 
poster presentations in the AO Meeting in Seattle.
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　米国の Academy of Osseointegration（AO）は，ヨー
ロッパの European Association for Osseointegration  

（EAO) と並ぶインプラントに関する国際的な学術団
体であり，学術雑誌として International Journal of 
Oral Maxilofacial Implant （JOMI）を出版している．
本年の 3 月 6 日から 8 日にかけて，米国西海岸ワシン
トン州の Seattle シアトルにおいて開催された AO の
第 29 回の学術大会に参加した．学術大会の会場はダ
ウンタウンの Seattle Convention Center であり，会
場周囲にホテルやレストランも多くあり，学会の合間
に楽しい時間を過ごすことができた．主催者の発表に
よると，参加者数は約 2,000 名で，海外 45 カ国から
624 名の参加者があったそうで，AO の学術大会とし
ては例年並みの大規模なものであった．
　会場が分かれているため全ての講演を聞くことは不
可能であったが，私が聞いた講演の中で，印象に残っ
ている内容について紹介したい．イエテボリのブロー
ネマルククリニックの Jemt 教授は，インプラント治
療の長期症例について発表した．プローネマルクク
リニックにおいて，2002 年に機械研磨のインプラン
トから，粗面のインプラントに換えたことによって，
インプラント治療の失敗率が上顎で 11.5% から 2.1%，
下顎で 4.5% から 2.2% に減少したことを報告した．追
跡調査によって，インプラント治療に失敗した患者
が，インプラント治療に成功した患者に比較して長寿
であったことから，インプラント治療に失敗する患者
においては免疫系の昂進が示唆されると結論付けた．
私を含めて多くの臨床家は，インプラント治療に失敗
した患者は，全身的に何らかの問題を抱えている可能
性が高いと考えており，この発表内容は逆の結果を示
しており，今後さらに検証される必要がある．また興
味深いことに，インプラント埋入の担当医が男性であ
る場合に比較して，女性である場合に治療の成功率が
高いことも報告された．このように膨大な症例を様々
な観点から継続的に追跡しているブローネマルククリ
ニックに感服した．
　AO の学術大会の常であるが，大きな二つの会場を
使って“Surgical Track”と“Restorative Track”と
いう名称で，外科と補綴の講演を分けて別々の会場で
講演がおこなわれる．このように，口腔外科の専門医
がインプラント埋入手術をおこない，補綴専門医が補
綴治療をおこなっている米国の状況が AO の学術大会

のプログラムに反映されている．二つの大きな会場で
“Current Surgical Challenges in Practice”と“Current 
Restorative Challenges in Practice”をテーマに講演
がおこなわれた．外科的あるいは補綴的難症例の検査，
診断法，術式が提示され，またインプラント治療にお
いて様々な問題が起きた症例の解決法が示された．
　インプラント周囲組織の炎症性破壊を起こすインプ
ラント周囲性の発症は，現在インプラント臨床におい
て大きな問題となっており，インプラント周囲炎の適
切な検査方法と治療法を確立する必要がある．インプ
ラント周囲炎の治療において，①感染の原因となって
いる細菌を減少させること，②インプラント表面の汚
染除去をおこうこと，③インプラント周囲を清掃し易
い環境に整えることが重要であると考えられている．
インプラント表面の汚染除去方法について，様々な方
法の有効性が報告されているが，どの方法が最も有効
であるかは明らかではない．今回の AO の学術大会
においても，インプラント表面の汚染除去に関して
様々な方法が報告されていた．
　今回の学術大会 2 日目の 3 月 7 日（金）の午前中
に“International Symposium”というセッションが
あり，日本人 6 名のスピーカーの講演があった．これ
は，OA と我が国の Osseointegration Study Club of 
Japan との共同プログラムということであった．講演
内容は素晴らしかったが，聴衆は日本人が殆どであっ
た．既に AO は国際学会であり，同一会場で国籍の
違う臨床家や研究者が発表してディスカッションでき
る環境が既に十分に整っている．それにもかかわらず，
このような奇妙な International Symposium が企画さ
れたことは，他の国からの学会員を増やすための AO
の策略であると聞いている．
　今回の学術大会において，当教室に勤務する中田秀
美が最優秀ポスター発表賞を，また，以前当教室に所
属し，現在東京歯科大学に勤務している山田将博先生
が最優秀口頭発表賞を受賞して，表彰されたことは，
大変誇らしく喜ばしいことであった．両先生の今後の
研究の発展に期待したい．
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●学会広報

バイオインテグレーション学会
第４回学術大会・総会開催

　2014 年 3 月 23 日（日）に「東京大学医学部鉄門講堂」において，バイオインテグレーション学会第 4 回学術
大会・総会が大会長高戸毅先生のもとで盛大に開催されました。ポスターセッションの会場は医学研究棟 13 階
第 6 セミナー室で開催されました。

第４回学術大会・総会　プログラム

8:30 受付開始
9:00 理事会・評議委員会
10:00 教育講演　　「骨再生の分子基盤」
 　　講師　山口　朗（東京医科歯科大学　口腔病理学分野）
 　　座長　高戸　毅（東京大学医学部　口腔外科学教室）
10:50 大会長講演　「インプラント埋入を目指した顎骨再建」
 　　講師　高戸　毅（東京大学医学部　口腔外科学教室）
 　　座長　青木秀希（ ㈱ 国際アパタイト研究所）
11:30 総会
12:00 ポスター発表
13:00 一般口演Ⅰ
13:50 一般口演Ⅱ
14:40 シンポジウム　「HA インプラントとチタン製インプラント：貴方の選択は？」
 　　古谷義隆（東京歯科大学　口腔インプラント学講座）
 　　加藤英治（加藤歯科クリニック）
 　　尾関雅彦（昭和大学歯科病院　インプラントセンター）
 　　寶田　博（東京セントラル歯科）
16:10 特別講演　「iPS が拓く未来の再生医療」
 　　講師　星　和人（東京大学医学部　ティッシュエンジニアリング部）
 　　座長　西條英人（東京大学医学部　口腔外科学教室）
17:00 イブニングセミナー　「コンピュータビジョンと拡張現実を統合した次世代型手術支援システム」
 　　講師　末永英之（東京大学医学部　口腔外科学教室）
 　　座長　森　良之（東京大学医学部　口腔外科学教室）
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東京大学　高戸大会長挨拶　　　　　　　　　　　　　　総会・鉄門記念講堂

評議員・理事合同会議　　　　　　　　　　　　　　　　シンポジウム

ポスター会場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業展示会場

懇親会風景　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育研修講演会

バイオインテグレーション学会
第４回学術大会・総会
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バイオインテグレーション学会
2014年度総会　議事録

日　時：2014 年（平成 26 年）2 月 23 日（日）11 時 40 分～ 11 時 55 分
　　　　（第 4 回学術大会・大会長講演の後、同会場にて開催された）
場　所：東京大学医学部教育研究棟 14 階　鉄門記念講堂
議　題
　　　＜審議事項＞
　　　　　　議案１．2013 年度事業報告
　　　　　　議案２．2013 年度収支報告並びに監査報告
　　　　　　議案３．① 2014 年度事業計画案
　　　　　　　　　　②第 5 回（2015 年）学術大会・総会開催の件
　　　　　　　　　　③教育研修会と認定医制度について
　　　　　　議案４．2014 年度予算案
　　　　　　議案５．2014 年度役員
　　　　　　議案６．その他

（出席者数の情報）： 11 時現在、受付参加登録者（有料）数は 146 名、一方、前日までに受理された委任状（総
会欠席予定者からの）は 106 通であった。

議事経過：
（１）開会
　11 時 40 分に、高戸大会長、春日井会長及び青木理事長が演壇に着席。
　 司会進行役の寳田専務理事により議長に大会長が推され、高戸大会長が議長に就き開会を宣し、直ちに議事に

入った。
（２）議事
　＜審議事項＞
　　　議案１　2013 年度事業報告の件
　　　　議長より、スライド（2013 年度事業報告）に基づいて説明があり、特に異議なく全会一致で承認された。
　　　議案２　2013 年度収支報告並びに監査報告の件
　　　　 議長より、スライド（2013 年度収支報告書）に基づいて説明があり、また、スライド（監査報告書）

が提示され、本収支報告については特に異議なく全会一致で承認された。
　　　議案３
　　　　① 2014 年度事業計画案
　　　　　 議長より、スライド（2014 年度事業計画案）に基づいて説明があり、特に異議なく全会一致で承認

された。
　　　　②第 5 回（2015 年）学術大会・総会開催の件
　　　　　 朝波常任理事より、本総会に先立って行われた評議員・理事合同会議において、第 5 回学術大会・総

会の大会長を拝命したした旨の挨拶があり、まだ期日・会場等も決まっていないが、これから小委員
会を設け企画立案していきたいとの考えが表明された。

　　　　　これについても特に異議なく全会一致で了承された。
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　　　　③教育研修会と認定医制度について
　　　　　 議長より、本件については、本総会に先立って行われた評議員・理事合同会議において、検討委員会

を設け前向きに協議を進めることとなった旨の報告があった。
　　　　　本件についても特に異議なく全会一致で了承された。
　　　議案４　2014 年度予算案の件
　　　　塩田財務委員会委員長より、スライド（2014 年度予算案）に基づいて予算の説明があった。
　　　　 また、本予算は前年度と同じレベルのものであるが、今後の課題として会費収入の増大のため、会員数

の増強を図ることが急務であるとの考えも示された。
　　　　本予算案は、特に異議なく全会一致で承認された。
　　　議案５　2014 年度役員の件
　　　　 議長より、スライド「2014 年度役員及び評議員名簿」を用いて、今年度の役員・理事・評議員の名簿

が示された。新理事としては、大塚　誠、西條英人、古澤利武、李　偉、李　俊熹の 5 氏が挙げられた。
　　　　本 2014 年度役員・評議員には特に異議なく全員承認された。　
　　　議案６　その他
　　　　新規賛助会員として、ブラウン、オプテック及びロアールツアーの 3 社の加入が承認された。

（３）閉会
　議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、11 時 55 分に閉会した。

以上の決議を明確にするために、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人がこれに署名した。

2014（平成 26）年 2 月 23 日
バイオインテグレーション学会　2014 年度　総会

 　議長・大会長　　　　　　高　戸　　毅　　
 　議事録署名人・会長　　　春日井　昇　平　
 　議事録署名人・理事長　　青　木　秀　希　
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バイオインテグレーション学会

教�育�研�修�講�座

目的： 歯科インプラント治療の 100％成功を目指して、基礎と臨床をしっかり勉強するための講座とする。講義
だけでなく実習も行う。

認定証取得の資格：
　　　 本講座はポイント制として、ポイントを加算することによりバイオインテグレーション学会定証取得のた

めの資格が得られる。

教育研修委員会・委員長：懸田　明弘

演　　　　題 講　師 日程
第 1 回 「インプラント治療における問題：予防と対処法」

「インプラント治療における不具合を材料学から考える」
春日井昇平（東医歯大）
青木秀希（国際アパタイト）

2013.4.18

第 2 回 「インプラント治療における不具合症例とその対処法」
「スパッタリング薄膜コーティング技術とは？」

塩田　真（東医歯大）
尾関和秀（茨城大）

2013.5.23

第 3 回 「全身疾患を有する患者へのインプラント治療」
「ＨＡとチタンのタンパク質反応」

朝波惣一郎（国際医療大）
久保木芳徳（北大）

2013.6.22.

第 4 回 「インプラントで失敗しないための常識としての補綴学」
「インプラントで失敗しないための常識としての口腔外科学」
「インプラントで失敗しないための常識としての解剖学」

関根秀志（東歯大）
野間弘康（東歯大）
阿部伸一（東歯大）

2013.9.28.

第 5 回 「インプラントを成功に導く咬合」
「インプラントを成功に導く咬合力緩和」

田中　收（東医歯大）
青木秀希（国際アパタイト）

2014.2.22.

第 6 回 「世界最先端の歯科用 CSD/CAM の現状」
「歯科用 CAD/CAM システムの現状」
「CAD/CAM 時代の到来と新しい修復材料への期待」

坂　清子（クラレノリタケ）
蛯沢義則（ジーシー）
宮崎　隆（昭和大）

2014.5.14.

第 7 回 「インプラント治療と全身管理」
「ＨＡ（ハイドロキシアパタイト）とはなんだろう？」

砂田勝久（日歯大）
菊池正紀（物質・材料機構）

2014.7.3.
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バイオインテグレーション学会認定医制度（仮）
設立検討委員会議事録

開催日　　　：平成 26 年 5 月 2 日（金）
場　所　　　：バイオインテグレーション学会事務局
出席委員　　：杵渕孝雄、近藤尚知（委員長）、西條英人、佐藤仁、清水浩、井川淳一（副委員長）
オブザーバー：青木秀希、春日井昇平、寶田博、事務局

報告事項
１．本制度の目的の確認
　１）会員の臨床技術のレベルアップならびに成功率 100％を目標とする。
　２）臨床医にとって魅力ある学会並びに認定医制度と、基礎系認定者に対するマイスター制度の確立。
２．資格と名称について検討
　１）対象資格者は、歯科医師、医師、歯科衛生士、歯科技工士、基礎系研究者などとした。
　２）名称は下記のようにした。
　　（１）歯科医師、医師：バイオインテグレーション学会認定専門医（仮称）
　　（２）歯科衛生士　　：バイオインテグレーション学会認定歯科衛生士（仮称）
　　（３）歯科技工士　　：バイオインテグレーション学会認定歯科技工士（仮称）
　　（４）基礎系研究者　：バイオインテグレーション学会認定研究者（仮称）
３．専門医（歯科医師）取得（ポイント）基準
　１）学会・参加教育講座について
　　（１）学会参加 20
　　（２）学会発表（口演・ポスター）10
　　（３）教育講座 10
　　（４）論文（症例報告でも可）10
　２）論文発表：症例報告で可（共著者でも可能か？）
　　（１）学会発表：主演者で 1 回以上
　　（２）症例報告：20 症例（うち詳細を１例、他は概要を記載）
　　（３）所属年数：5 年、暫定期間は 3 年
　　（４）1-5 は必須で合計 250 点
　　（５）試験：筆記と口頭試問
　　（６）指導医：理事長と会長の指名
４．専門医試験申請費用について
　申請+受験料：3 万円
　登録料　　　：5 万円
　更新料　　　：5 万円
５．ＳＮＳについて
　ホームページの充実を図る。
　Facebook も利用、委員のものとリンクさせる
６．理事会（6 月 19 日）検討委員会の設立承認

検討委員会委員長：近藤　尚知
副委員長：井川　淳一



163 ●

バイオインテグレーション学会
第５回学術大会・総会のお知らせ

　　　　　　　　　　　　会　期：2015 年 3 月 29 日（日）9:00 ～ 18:00
　　　　　　　　　　　　会　場：国際医療福祉大学大学院　東京青山キャンパス
　　　　　　　　　　　　　　　　（東京都港区南青山 1-3-3　青山一丁目タワー　5 階）
　　　　　　　　　　　　懇親会：3 月 28 日（土）18:00 ～ 20:00（会場付近を予定）
　　　　　　　　　　　　大会長：朝波　惣一郎（国際医療福祉大学　客員教授）

メインテーマ「新たなる骨再生を目指して」
プログラム

特別講演　　　井上　孝（東京歯科大学臨床検査病理学講座　教授）
　　　　　　　　「骨再生のミクロコスモス」
会長講演　　　朝波　惣一郎（国際医療福祉大学客員教授）
　　　　　　　　「保険導入されなかったインプラントを用いた顎顔面再建」
教育講演Ⅰ　　青木　秀希（国際アパタイト研究所　所長）
　　　　　　　　「顎骨の中で HA の周囲には何が起こっているのか？」
教育講演Ⅱ　　森川　暁（慶應義塾大学医学部歯科口腔外科学教室　助教）
　　　　　　　　「幹細胞を用いた新規口腔組織再生療法とは」
シンポジウム　　「サイナスリフト後、骨造成のために何を使うか？」
　座長：松浦　正朗　（東京歯科大学口腔インプラント学講座　客員教授）
　シンポジスト：金山　建夫　　（名古屋市立大学病院歯科口腔外科）
　　　　　　　　河奈　裕正　　（慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室）
　　　　　　　　西條　英人　　（東京大学医学部附属病院　顎口腔外科・歯科矯正歯科）
　　　　　　　　澤　裕一郎　　（IP ソリューション三共歯科）
　　　　　　　　菅井　敏郎　　（銀座 UC デンタルインプラントセンター）
　　　　　　　　丸川　恵理子　（東京医科歯科大学口腔機能再構築学講座顎口腔外科学分野）
ランチョンセミナー
ポスターセッション

＜お問い合わせ先＞大会事務局
　国際医療福祉大学三田病院　歯科口腔外科内
　準備委員長：矢郷　香　　（国際医療福祉大学准教授・三田病院歯科口腔外科部長）
　副委員長　：小飼　英紀　（医療法人財団順和会山王病院歯科・口腔インプラントセンター部長）
　準備委員　：井川　淳一、河奈　裕正、西條　英人、清水　浩、高橋　雄三
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒 108-8329　東京都港区三田 1-4-3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：03-3451-8335　FAX：03-3454-0067
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E-mail：k-yago@iuhw.ac.jp
　ポスター演題・参加申し込みは、学術大会ホームページで受け付けます。
　URL: http://bio-integration.jp/5thSC/
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バイオインテグレーション学会　会則
2011 年 1 月 23 日制定
2013 年 6 月 23 日改訂

第１条（名称）
　本会は、バイオインテグレーション学会（英名：Bio-Integration Society）と称する。略称は“ B I S  ”とする。

第２条（目的）
　 本会は、ハイドロキシアパタイト（HA）並びに関連材料の周囲に生ずるバイオインテグレーション（HA- 骨

界面の結合様式）を利用した医療に関する基礎並びに臨床研究成果を会員相互で情報交換し、また出版物の発
行などにより、医療の発展と向上に貢献することを目的とする。

　さらに本学会を国際学会へと発展させることを目指す。

第３条（事業）
　本会は、下記の事業を行う。
　　１）総会、講演会、講習会、国際会議等を開催する。
　　２）国際交流並びに会員間の情報交換。
　　３）会誌、その他の出版物を発行する。
　　４）その他本会の目的達成のために必要と認められる事項。

第４条（会員）
　本会は、第 2 条に掲げた目的に賛同する会員によって組織される。
　　１）正会員：第 2 条の目的に賛同し、理事会の承認を得たもの。
　　２）学生・外国人会員：第 2 条の目的に賛同し、理事会の承認を得たもの。
　　３） 賛助会員：第 2 条の目的を理解し、第 14 条に定める賛助会費を納める個人又は法人で、理事会で承認

を得たもの。
　　４）名誉会員：本会に特に功労のあったもので、理事会が推薦し、総会の承認を得たもの。
　　５）顧問：名誉会員の規定に準ずる。

第５条（入会）
　本会に入会を希望する者は、会員 1 名以上の推薦を得て、本会事務局へ入会申込用紙を提出する。
　理事会の承諾をもって入会が許可される。

第６条（権利と義務）
　全ての会員は会誌への投稿並びに第 3 条に規定した諸事業に対する参加又は決定の権利を有する。
　また、全ての会員は本会会員としての名誉と責任とを担い、第 14 条に規定された会費を納める義務を有する。

第７条（異動及び退会）
　 会員が異動を生じた場合、あるいは退会しようとする場合には、速やかに事務局に通知すること。また、1 年

間会費を滞納した場合は退会したものとみなす。
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第８条（総会）
　本会総会は毎年度 1 回理事長が招集する。
　尚、理事会が必要と認めたとき、理事長は臨時総会を招集することができる。
　総会は会員の 2/3 以上の出席をもって成立する（委任状出席を含む）。

第９条（会計年度）
　本会の会計年度は毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までとする。

第 10 条（役員）
　 本会は役員として、会長 1 名、理事長 1 名、専務理事 1 名、常任理事 5 名、理事約 20 名、監事 3 名及び評議

員を置き、任期は 2 年とし再任をさまたげない。
　　１）会長：学術総会、講演会、国際会議等の開催を統括する。
　　２）理事長：本会を代表して会務を統括する。
　　３）専務理事・常任理事：理事長を補佐し、会務を分掌する。
　　４）理事：本会の運営に必要な会務を遂行する。
　　５）監事：本会の会計監査を行う。
　　６）評議員：本会の庶務、会計等の業務を分担する。

第 11 条（役員の選出）
　会長及び理事長は、理事会にて互選により選出し、総会において承認を得るものとする。
　 理事は、原則として、評議員の中から選出し、理事会において承認を得るものとする。但し、本会の運営が軌

道に乗るまで、理事については会長・理事長が指名し、理事会において承認を得るものとする。
　他の役員については、会長・理事長が指名・委託する。

第 12 条（理事会）
　理事長は本会の運営を円滑に行うため、必要に応じて理事会を開くことができる。

第 13 条（罰則）
　 会員が本会の名誉を毀損するような行為や義務を怠った行為があった場合には、理事会の決議により除名する

ことができる。

第 14 条（会費）
　本会の経費は会費、寄付金その他の収入をもってこれに当てる。
　年会費は原則として会計年度の当初に納付するものとする。
　会 費：入会金　無料、
　　１）正会員： （歯科医師・医師）  10,000 円
 （歯科医師・医師以外） 7,000 円
 （技工士・衛生士）  5,000 円
　　２）学生・外国人会員： 3,000 円
　　３）賛助会員　　　　： 50,000 円
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第 15 条（事務局）
　本会の事務局を下記住所に置く。

　住所　東京都千代田区三崎町 2-12-9　HUB 神田三崎町ビル 2F
　　　　㈱国際アパタイト研究所内

　　　　TEL : 03-6272-9978
　　　　FAX : 03-6272-9968
　　　　e-mail : info@bio-integration.jp
　　　　URL : http://www.bio-integration.jp

附則：会則の変更は理事会の審議を経て総会の承認により行う。
　　　本会の事務局は理事長が管掌するものとする。
　　　本会の名称を利用して投稿、発表等を行う際には理事会の承認を必要とする。
　　　本会則は、2011 年 1 月 23 日より施行される。

入 会 方 法

　入会のご案内
　　バイオインテグレーション学会入会のお申し込みは、すべて学会のホームページで受け付けております。
　　学会ホームページ： http://www.bio-integration.jp
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賛助会員企業一覧

社　　名 住　　　　所

相田化学工業 株式会社 東京都府中市南町 6 丁目 15 番 13 号

株式会社 OSSTEM JAPAN 東京都大田区西蒲田 5-27-14　日研アラインビル 4F

株式会社 オプテック 東京都千代田区神田小川町 2-1　シンコー ･ ミュージック ･ プラザ 5F

株式会社 ガイドデント 東京都渋谷区幡ヶ谷 1-34-14　宝ビル 3F

株式会社 カイマンデンタル 東京都千代田区一番町 8 番地 15 号　一番町 MY ビル

京セラメディカル 株式会社 大阪市淀川区宮原 3 丁目 3-31（上村ニッセイビル）

クインテッセンス出版 株式会社 東京都文京区本郷 3-2-6　クイントハウスビル

株式会社 国際アパタイト研究所 東京都千代田区三崎町 2 丁目 12-9

株式会社 サンプラザ 東京都千代田区神田小川町 3 丁目 14

株式会社 ジーシー 東京都文京区本郷 3-2-14

ストローマン・ジャパン 株式会社 東京都千代田区丸の内 1-7-12　サピアタワー 16 階

大信貿易 株式会社 大阪府堺市西区浜寺公園町 3-231-3

株式会社 プラトンジャパン 東京都町田市大蔵町 56　鶴川アカデメイアビル

プロクター・アンド・ギャンブル・
ジャパン 株式会社

東京都新宿区西新宿 3-20-2　東京オペラシティタワー

ペントロンジャパン 株式会社 東京都品川区大井 4-13-17　レ ･ ジュ大井町 6F

山八歯材工業 株式会社 東京都千代田区神田小川町 3-20-14　増淵ビル 2F

株式会社 レオールツーリスト 北海道札幌市中央区南 1 条西 8 丁目 9-1　エコネットビル 2F
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バイオインテグレーション学会誌投稿規定

１．投稿資格
　　 　投稿は，原則としてバイオインテグレーション学会員に限る．ただし，編集委員会が認めた場合はこの限

りではない．
２．原稿内容
　　 　原稿は，バイオインテグレーションにかかわる総説，原著，臨床研究，症例報告，調査研究，紹介記事な

どとする．なお，このほかに編集委員会から依頼した論文などを掲載することがある．二重投稿禁止．
３．本誌の発行予定
　　 　本誌は年１回，学術大会後に発行することとし，必要が有れば増刊する．
４．原稿の採否
　　 　現行の採否は複数の査読委員による審査をもとに検討し，編集委員会で決定する．ただし，内容，字句な

どの修正を求めることもあり，投稿規定に従わない原稿は受理しない．
５．投稿料
　　 　依頼原稿以外の原稿（原著・症例報告など）の投稿に際しては，著者は投稿料として刷り上がり４頁まで

30,000 円（別刷り 30 部を含む）を負担する．ただし，４頁を超える場合には１頁につき 5,000 円の超過料
金を負担する．

６．原稿の書き方
　　 　原稿は，上記原稿内容の種別を指定し，A ４版用紙に以下の順に簡潔に執筆する．
　　　１）表紙：表題，著者名，所属機関をそれぞれの英訳をつけて記載する．
　　　２） 英文抄録（Abstract）は，A4 版用紙にダブルスペースで，300words（症例報告は 150words）以内とし，

目的，方法，結果，結論を明確に記載する．英文の作製あるいは修正は，ネイティブに実費で依頼す
ることもできる．事務局へ相談すること．

　　　３）Key words は 3 ～ 5words の和文および英文とする．
　　　４）緒言
　　　５）材料と方法（あるいは症例）
　　　　　（1）見出し記号は，１，１），（１），①の順とする．
　　　　　（2）コンマやピリオドの句読点は，「,」や「。」ではなく，全角の「，」や「．」とする．
　　　　　（3）写真は鮮明にするために生データを提出すること．（解像度は 300dpi 以上）
　　　　　（4）複数の文献を引用する場合，１）, ２）, ３）ではなく１～３）と記載する．
　　　６）結果：図表の説明は英文にすること．
　　　７）考察
　　　８）結論
　　　９）文献：正確に記載すること．
　　　　　記載例
　　　　　　（1）和文誌例
　　　　　　　　 田中誠，田中收，舞田健大：HA コーティングインプラントの臨床的評価　5 年間の成績，日

補綴会誌 41：620-628，1997.
　　　　　　（2）英文誌例
　　　　　　　　 Ozawa S, Kasugai S; Evaluation of implant meterials (hydroxyapatite, glass-ceramics, 

titanium) in rat bone marrow stromal cell culture, Biomaterials 17:23-29, 1997.
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　　　　　　（3）単行本例
　　　　　　　　青木秀希：驚異の生体物質　アパタイト，医歯薬出版株式会社，東京，1999，87-122.
　　　　　　（4）文献の番号は，文中で 1), 2), 3)・・・を付け，本文末尾に引用順に記載する．
　　　　　　（5）共著者は全員記載する．
７．校正
　　 　著者校正は原則として初稿のみとし，その際には字句の著しい変更，追加，削除などは認めない．校正刷

りは所定の日までに返却のこと．
８．別冊
　　 　別冊希望者は論文表紙に希望部数（50 部単位とする）を朱書し，実費を負担する．
９．その他
　　 　この規定にない事項は、別に編集委員会で決定する．
10．原稿送付先
　　　現行の送付先および問い合わせ先は，下記のとおりとする．
　　　〒 101-0061　東京都都千代田区三崎町 2-12-9　HUB 神田三崎町ビル 2F
　　　バイオインテグレーション学会　編集委員会
　　　電話：03-6272-9978，ファックス：03-6272-9968
　　　なお，原稿は電子ファイルにして，E-mail 添付でファイルとしても受付け可能である．
　　　E-mail：info@bio-integration.jp
11．補則
　　 　本規定を改正する場合は，理事会の承認を経なければならない．
12．付則
　　 　１）本規定は平成 26 年 6 月 19 日に改正し，その日から施行する．

　　バイオインテグレーション学会学術大会講演原稿の記載要領

　　　１．演題発表者名、発表者全員の所属機関
　　　２．800 字以内とする．
　　　３．内容
　　　　　１）目的
　　　　　２）方法
　　　　　３）結果
　　　　　４）考察
　　　　　５）結論
　　　　　６）文献：特に必要としない．
　　　　　７）発表者の E-mail アドレス
　　　　　８）文献は 2 編まで．
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Editorial�Postscript

 The 2014 FIFA World Cup in Brazil, an event that brings people young and old all over the world excitement with 
just one soccer ball, came to an end with Germany’s team winning the championship.  Although Japan was eliminated 
during the group stage, this summer the team has welcomed its new coach and the team as a whole is moving forward 
to the next match.

 Regardless of our standing as clinicians, researchers, or educators, we as a whole aim for humanity’s health as our goal.  
Although most academic societies are deeply specialized nowadays, we are now playing an important role as a society 
by promoting interdisciplinary research, an extensive field that encompasses biointegration.  We take pride that clini-
cians who want to know about recent dental implant scholarship, researchers who seek to know the direction of new 
research, and researchers working for companies in relation to dental implants find us a helpful society.  In particular, 
we hope young clinicians and researchers benefit greatly from learning new knowledge and that many of the partici-
pants will involve themselves with academic gatherings.

 This is the fourth volume of this society’s journal and, as you can see, this publication can be used independently as 
a reference book.  The editorial committee had in mind that this volume could be a place to learn about the founda-
tions of biointegration, clinical practices, and techniques.  They further hoped that having this as a place where clinical 
cases could be reported and where information could be transmitted would spur research on and would encourage new 
problems to be posed for discussion.  We hope that the members will advance this field with new ideas and lively discus-
sions, especially when in connection to humanity’s health.  From this point on, this publication hopes to have everyone’s 
understanding and cooperation.  In addition, we look forward to the Japanese soccer team’s activities as well.

Morio Imai
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編　集　後　記

　一つのサッカーボールに世界中の老若男女が熱狂するイベント，2014 FIFA ワールドカップブラジル大会はドイツ代
表の優勝で幕を閉じました．日本代表は惜しくもグループリーグで敗退してしまいましたが，今夏から新たな監督を迎
えチーム一丸となって次なるステージに向け進み始めました．
　私達は臨床家，研究者，教育者の立場に依らず一丸となって「人類の wellness」と言うゴールを目指しています．今
日多くの学会が専門分化する中，本学会は，Bio-integration に関連する幅広い分野を網羅した interdisciplinary research
を促進する学会としても大きな使命を果たそうとしています．最新の歯科インプラント学を知りたい臨床家，研究の方
向性を知りたい研究者，関連企業の研究者にとっても極めて有用な学会であると自負しています．特に若手臨床家や研
究者が十分な手応えを持てるように，また多くの参加者が学術集会に関わっていただけるようにと考えています．
　本学会誌も第 4 巻となり，ご覧のように単行本として参考書にもなりうる内容となっております．Bio-integration の基
礎を学ぶ，臨床を学ぶ，技術を学ぶ場として，またさらなる臨床実践や研究の刺激となる情報発信や問題提起の場とし
て本誌を活用して頂きたく，編集委員会一同念じております．
　会員皆様の新しいアイデアと活発なディスカションにより当分野の発展，ひいては人類の wellness につながることを
願っています．今後も本誌への皆様方のご理解とご協力をお願いいたします．またサッカー日本代表の今後の活躍も大
いに期待しています．

今井　守夫


