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バイオインテグレーション学会の趣意

　本学会は，歯科インプラント医療にサイエンスを積極的に導入し，
歯科インプラント医療のレベルアップと普及を目的としています。

　これらの目的を実現するために，本学会では基礎科学者や臨床家が
一体となって，年 1 回の学術大会，年数回の教育研修講座，インプラ
ント専門医や研究者の認定医制度，再生医療審査制度などを実施して
います．

　本学会が対象とするものは、ハイドロキシアパタイトコーティング
インプラントや骨補填材だけではなく，歯科インプラント医療に関連
する基礎および臨床の様々なトピックスです。

　歯科インプラント医療の未来は間違いなくバラ色です。 多くの人に
歯科インプラント医療の素晴らしさを知ってもらうために役員，会員
及び外部の専門家と一緒に勉強していきたいと思います。

平成 27 年 9 月
バイオインテグレーション学会

会　長　春日井昇平
理事長　青木　秀希
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巻　頭　言

BIS 専務理事 寳田　博

　今年度から本学会に「専門医」制度が決まり、これを施行するに際しての
「BIS 認定インプラント専門医制度規程」が理事会、総会の議を経て本誌に公
表されている。会員諸氏におかれては一人でも多くの先生が規定の条件をク
リアーし、本学会の専門医として活躍されることを祈念する次第である。こ
の機会に「専門医」とは何か、そして現在「専門医制度」がどんな状況にあ
るかについて考えてみたい。
　医・歯学における急速かつ高度な進歩は多くの専門領域を発展させ必然的
に学会の設立へと進み、さらにその学会の学術的、社会的認知を高めるため

「認定医あるいは専門医」制度を発足させた。その結果、多くのいわゆる学会
認定の専門医が誕生した。しかし、これらの専門医は「医療法」に基づく広告規制により本来の標榜科名（医科
では外科、内科、眼科など 19 科、歯科では歯科のみ）以外に広告することは違法であった。専門領域が高度に
発展した状況の中で、患者が自身の状況にふさわしい科を選択し受診する利便性を考え、さらに細分化された分
野を正確かつ簡明に情報開示するためには、広告を可能とすることが求められる状況となり、平成 14 年厚労省
は告示 158 号により基準を満たす団体（学会）が届出を行った場合、その学会が認定する専門医資格を広告可能
とすることを告示した。このことは専門医認定の資格審査を各学会に丸投げしたこととなり、以後医科ではいわ
ば公的専門医が多数誕生することとなった。現在、その数は 55 専門分野に達しているといわれる。歯科では、
口腔外科、小児歯科，歯周病，放射線 , 歯科麻酔の各専門医の５科のみであり、専門性が高いと思われる矯正歯
科は認可されていない。特にインプラント関連学会に関しては、専門性が高く会員数も多く、しかも申請への強
力な運動にもかかわらず口腔インプラント学会は認可されていない。顎顔面インプラント学会は専門医制度を昨
年より発足させたばかりである。以上の経緯から分かるように「専門医」は単なる学会のみの認定によるものと
広告が可能ないわば「公的専門医」の２本立てで行われているのが現状である。後者においてもその基本的な部
分は学会の単独認定であり、認定基準の不統一や専門性の範囲など問題点が徐々に表面化しつつある。このこと
から、医科においては専門医制度の具体的な見直しがすでに検討されており、平成 26 年、厚生労働省「専門医
の在り方に関する検討会」の報告を受けて「一般社団法人日本専門医機構」が発足し検討に入っている。一方、
歯科では「一般社団法人日本歯学系学会協議会」がシンポジウムを開催（2013/1/26）したところである。今後
第３者機関による公正かつ適切な専門医制度の確立を目指すこととなる。このような専門医制度における経緯と
実態をふまえて、本学会の専門医制度はどこを目指すべきか考える必要があろう。「バイオインテグレーション」
という概念は、その根底となるＨＡに対する偏見の歴史を引きずりながら日本ではその優位性が徐々に理解され
真価が認められつつあるが、一方、患者の立場から見た時、状況がほとんど知られていないし、まして理解され
ているとは思われない。
　本学会の専門医の使命は、ＨＡに対する偏見を排除し、この分野が将来のインプラント臨床において極めて有
用な領域であることを医療担当者と患者の双方に対して浸透させることが第１の目的であろう。
　本学会は、インプラント臨床医のほかＨＡの研究に携わる基礎系の研究者、さらに歯科衛生士および技工士な
どのパラデンタルスタッフも会員となっている。このため、今回専門医制度を設定するに際して、基礎の研究者
に対する称号としてはおそらく初めての試みであろう「学会認定研究者」という資格を設定した。また、パラデ
ンタルスタッフに対しては「学会認定歯科衛生士および技工士」の資格も検討中である。



Preface

Hiroshi Takarada, DDS, ph. D
  Specialist System in our society has been decided in 2015. “Regulation for BIS certified implant specialist 
system” has been approved by the board of administration and the general assembly and it is published in this 
journal. I expect members of our society to clear the conditions and perform outstandingly as our specialists. 
I would like to consider what “specialists” are and the current situation of “specialist system” on this occasion.
  Rapid advancement in medical/dental technology has lead to development of various fields of specialization 
and thus establishment of societies. Societies introduced “certified physician and specialist” system in order to 
obtain academic and social recognition. As many specialists were born as the number of the societies. However, 
Medical Service Act prohibited the specialists from advocating their specialties other than 19 original depart-
ments (surgery, internal medicine, ophthalmology etc. in medical department, dentistry only in dentistry). In 
order to allow patients to choose an appropriate department for their medical condition out of highly advanced 
specialties and deliver precise and concise information on segmented medical service (information disclosure), 
it became necessary for the specialists to advertise their specialties. In 2002, Ministry of Health, Labor and 
Welfare（MHLW） issued Notice158 which allows an eligible organization (society) to advertise the specialist 
qualification certified by the society if it files a notification. It meant MHLW left all the examination of specialist 
qualification to societies and many publicly qualified specialists were born especially in medical department. 
Currently, the number of the specialies in medical department is up to 55 Specialized fields. On the other hand, 
only 5 speialities canbe only 5 specialties can be advertised in dentistry which are oral surgery specialist, pedi-
atric dentistry specialist, periodontology specialist, radiology specialist and dental anesthesiologist. Orthodontic 
dentistry is a highly specialized department but it has not been approved. Implant related societies are highly 
specialized and have many members, but despite of the strong movement for application, oral implant societies 
have not been given approval. Maxillofacial implant society has started certified specialist system just last year. 
  Therefore, there are currently two types of “specialist”: specialist certified solely by the society and publicly 
approved specialist that can be advertised. Even for the latter, the basic qualification is determined solely by 
the society and problems in qualification standard and coverage of specialty have been arising. In 2014, “Gen-
eral Incorporated Association Japan Specialist Institution” has started to investigate after receiving reports of 

“Investigative Commission of Specialists” held by MHLW. In dentistry, “General Incorporated Association Ja-
pan Dental Society Council” held a symposium in January 2013. Establishment of fair and appropriate specialist 
system by an independent organization is expected in the future. 
  Based on this trend of specialist system in medical service and dentistry, what would be the goal of the special-
ist system of our society? Though the concept of “bio-integration” has a history of receiving prejudice against 
HA, its superiority and true values have gradually been recognized in Japan. However, patients hardly know 
about it much less understand its true value. 
  The primary mission of our specialists is to eliminate the prejudice against HA and disseminate its importance 
in clinical implant treatment to both medical personnel and patients.  
  Members of our society are not only implant clinicians but also academics working on basic research of HA 
and paradental staffs such as dental hygienists and technicians. Upon establishment of the specialist system, we 
also made a qualification for “certified researcher” which will be the first qualification for academics in basic 
research. We are also planning to introduce a qualification for “certified dental hygienist and technician” for 
paradental staffs in the future. 
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顎骨の中で HA の周囲には何が起こっているのか？
―埋入直後の化学反応―

青木　秀希 1）， 井川　淳一 2），大沢　和弘 3），福井　直人 4），津山　泰彦 5），福島　稔晃 6）

What happens around HA in jaw bone?
-Chemical reaction immediate after implantation of HA-

Hideki Aoki 1), Jun-ichi Igawa 2), Kazuhiro Osawa 3), 

Naoto Fukui 4), Yasuhiko Tsuyama 5), Toshiaki Fukushima 6)

Abstract

Hydroxyapatite(HA)-coated implant and bone graft made of sintered HA(HA ceramic) have been popularly 
used in implant dentistry worldwide. However, after their HA implants were placed in jaw bone, the detail 
chemical reaction from the placement until the integrated state with newly formed bone, furthermore the 
healing process is not known well, especially at the early stage of implantation.
    In this paper the question about“What happens around HA in jaw bone?” is answered as chemical reaction 
including hydration and absorption with protein at the early stage of implantation compared to healing process 
of bone fracture.
Keywords: hydroxyapatite(HA), healing process of bone fracture, chemical reaction around HA.

(J Bio-Integ 5 : 3 - 8, 2015.)

１．緒　言

　HA と は 鉱 物 名 ハ イ ド ロ キ シ ア パ タ イ ト
hydroxyapatite の略である．化学式は Ca10(PO4)6(OH)2
と表され，水酸基を含むリン酸カルシウム化合物であ
る．化学名は塩基性（アルカリ性）リン酸カルシウム
となる．地球上に住む脊椎動物の骨や歯のミネラルは

HA が主成分である．実際の骨や歯の HA は，カルシ
ウムの一部に微量の水素イオンやマグネシウムイオン
が，リン酸基や水酸基の一部に炭酸イオンやフッ素
イオンが置換している．基本構造は HA であること
には変わりない．エナメル質のほぼ 100％，象牙質の
75％，骨の 70％を占める．骨の HA は，体内のカル
シウムやリンの貯蔵庫であり，骨の HA と血液は化
学平衡にある 1,2）．

　Accepted for publication 31 August 2015
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バイオインテグレーション学会誌　第５巻 J Bio-Integ 5 : 3 - 8, 2015.

　この HA を化学的に合成し，さらに焼き固めた HA
セラミックスが顎骨内で異物として排除されることな
く，一体化する現象（バイオインテグレーション）を
1974 年に青木らが発見した 3）．以来，HA 骨補填材や
チタン金属に HA をコーティングしたインプラント
は，生体材料として日本から発して世界的に臨床応用
されている．一方，チタンやジルコニアなどの生体材
料は生体組織と一体化することはない．生体組織との
界面に結合組織などを介して接触しているにすぎな
い．
　このチタンと HA の違いは何であろうか？顎骨の
中で HA の周囲にはどのような，反応が起こってい
るかについての詳細は明らかにされていない．HA を
成功的に臨床応用するためにはこれらの反応を知って
おかねばならない．
　チタンや HA のような生体材料が体内に埋め込ま
れると，生体側は瞬時にこの材料の体内における許容
度を判定する．その判定の基準は，まず，化学的因子
を認識することである．次いで，硬さや形状などの物
理的因子も認識する．
　HA が顎骨内に埋入されて起こる生体反応は，埋入
後の直後から起こる化学反応，次に起こる細胞反応，
骨組織の修復反応，そして治癒に至る骨再構築（リモ
デリング）反応である．本論文では，骨折治癒の経過
と比較しながら HA の周囲に起こる生体反応を検討
した．

２．インプラントの治癒期間は１～2か月？

　骨補填材やインプラントが顎骨に埋め込まれてから
治癒するまでの過程は，骨折の治癒過程に類似してい
る．

１）骨折の治癒期間
　骨折が治癒するまでにどのくらいの期間が必要であ
るか？年齢，性別や個体差にも関係するが，一般的に
は，骨折の治癒期間がもっとも長いのは大腿骨骨幹部
の 8 週間，もっとも短いのは中手骨の 2 週間といわれ
る 4）．中間では上腕骨骨幹部の治癒には 6 週間ほどか
かる．骨折部位，年齢や個体差にもよるであろうが骨
折すると治癒するまで，2 か月はかかりそうである．
一方，HA インプラントや骨補填材を顎骨に埋入する

と治癒までにどのくらいかかるのであろうか？上部構
造を装着する期間は，即時荷重は別にしてインプラン
ト周囲の炎症や骨組織が治癒して安定してからという
ことで，埋入から HA コーティングインプラントの場
合は 1 ～ 2 か月，初期固定が悪い症例では 3 か月以上
となる．チタンインプラントは若干治癒が遅い．HA
が顎骨に埋入されてから治癒するまでの期間は，健康
な成人で通常の外科手術をすれば 2 か月くらいと考え
られる．骨折の治癒期間と類似している．

２）HA 埋入後の治癒過程
　骨折の治癒過程には（1）炎症期，（2）修復期，（3）
再構築期の 3 期が考えられている 5）．大腿骨や上腕骨
骨折の治癒期間を参考にして HA 骨補填材や HA コー
ティングインプラントが顎骨に埋入された直後から治
癒までを図１に示した．

図１：HA が顎骨に埋入されてから治癒するまでの過程

　（1）炎症期
　　①血液中の水と電解質との反応（化学反応）
　　② 血液中のタンパク質との吸着反応（化学吸着，

物理吸着）
　　③骨膜や血管などの損傷，血腫形成
　　④ 数時間以内に炎症性細胞が動員され，マクロ

ファージも出現（細胞反応）
　　⑤血管新生（細胞分化）
　　 　炎症期は埋入時から 1 週間ほどの生体反応であ

る．HA を顎骨に埋入するために，歯肉の切開，
骨膜の剥離あるいは骨をドリリングするため，骨
折のときと同様に HA の周囲には骨膜，骨皮質
や血管が損傷を受け血腫が形成される．数時間以
内に HA 周囲には炎症細胞が集合し炎症状態と
なる．この状態のときは化学的には弱酸性となる．
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pH は 1 ～ 4 の範囲であろう．その根拠は，1970
年代半ばに，整形外科医から異所性石灰化組織の
分析を依頼されていた時に，炎症由来の石灰化は
ピロリン酸カルシウム化合物が生成することを発
見したことがある．ピロリン酸が生成する pH は
1 ～ 2 である．以来，整形外科ではピロリン酸カ
ルシウム系の石灰化が生成した時には炎症由来で
あると診断することになった．一般的には炎症時
の周囲の pH は 4 前後といわれている．血液など
により酸性度が薄められたのであろう．

　（2）修復期
　　①血管新生と幼若な新生骨形成反応（細胞分化）
　　②石灰化
　　 　血腫の中で新生血管が生成し，1 週間ほどで結

合組織が多い新生骨骨梁が形成される．整形外科
では結合組織性仮骨という．次いでカルシウムと
リン酸が沈着して成熟骨へ変化する．これを一次
性骨性仮骨という．

　（3）再構築期（リモデリング）
　　① ２週間ほどから起こる，骨成熟反応（石灰化と

細胞分化）
　　③ ４週間ほどから起こる，再構築期（リモデリン

グ反応）
　　 　４週間を過ぎると，一次性骨性仮骨は層状板骨

に置き換わり，二次性骨性仮骨へと置換され，成
熟骨へと徐々に変化する．造骨細胞の増殖と分化，
さらに石灰化．骨の再構築（リモデリング）によ
り完全修復へと向かう．

３．HAの運命が決まる血液との化学反応

１）水和層形成とカルシウム放出
　HA コーティングインプラントや HA 骨補填材が顎
骨に埋入された直後の１秒内に起こる血液との水和反
応がある．血液の 80％は水である．水は次式のよう
に水素（H+：プロトン）と水酸イオン（OH-：水酸基）
に解離し化学平衡している．

H2O ⇄  H+ + OH-

　この解離定数は小さい．しかし H+ と OH- が何かと
反応して消費されれば水分子は直ちに H+ や OH- を解

離し平衡を保とうとする．したがって水中には，H+

と OH- が無限にあると考えてもいい．血液中の H+ は
HA のリン酸基の酸素と水素結合し OH- となる．血
液中の OH- は HA のカルシウムと結合し Ca(OH)2 を
形成する．同時にカルシウムイオンやリン酸イオンを
血液中に放出して，生体側に HA はカルシウムとリ
ン酸イオンでできた，生理的 pH に近い弱アルカリ性
の安全な物質であることを宣告する．生体側もこれを
許容する．

　図２は，放射性同位元素 45Ca（カルシウム 45）を
固溶させた（置換させた）HA をつくりウサギの大腿
骨に埋入した．埋入後の血液や尿中に溶け出す 45Ca
の濃度をシンチレーションカウンターで計測した結
果，図２に示すように埋入直後から血液中に 45Ca が
検出された（赤矢印）．すなわち，HA を体内に埋入
した直後からカルシウムイオンなどを放出しているこ
とがわかった 1）．
　HA の表面はすべて OH 基に覆われる．その外側に
は水分子がファンデアワールズ力で結合し，水和層を
形成する 6）（図３）．この水和層と HA の結合は強く，

図２：放射性同位元素 45Ca の血中での溶解量

 図３： HA の周囲に水和層
形成

  図４： HA と血餅スープが
合体した新生体材料
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200℃に加熱しても脱離しないほどである．単なる物
理吸着では加熱すれば 100℃以下で脱離する．

２）電解質やタンパク質が水和層へ移動
　（1）電解質の移動
　　 　水和層形成後ほぼ同時に血液中の電解質が水

和層へ移動する．その電解質は Na+, K+, H+，Cl-, 
Mg2+, Ca2+ などである．

　（2）タンパク質の移動
　　 　少し遅れて，大きな分子量をもつタンパク質な

どがゆっくりとその水和層の中に移動し，HA の
表面に達し吸着する．

　　① 血液凝固因子のフィブリノーゲン・フィブリン
が吸着して血腫（血餅）を形成する．

　　② 血液凝固に関わる酵素の一種であるプロトロン
ビン・トロンビンが吸着する．

　　③ セリンが多く，プロリンが少ないアミノ酸組成
をもつたんぱく質を強く吸着する．

　（3）HA による血清蛋白質の吸着実験
　　 　上記③に関する筆者らのカラムクロマトグラ

フィーによる HA と血清蛋白質の吸着実験結果
を紹介する 7）．

　　①実験方法
　　　 　80 ～ 100 メッシュに整粒した HA 粉末を約

10g 秤量し，これを 0.001M リン酸カリウム緩
衝液（2M-Urea, pH6.8）にて懸濁脱気後，長
さ 20㎝，直系 0.9㎝のカラムに充填した．成犬
静脈より採取した血液から血清を分離した．こ
の血清を 0.001M リン酸カリウム緩衝液にて 10
倍希釈後，その 1mL を HA カラムに通過させ
た．カラムの溶出速度は，100mL の 0.001M リ
ン酸カリウム緩衝液と 2M リン酸カリウム緩衝
液との間に直線濃度勾配をもって流速 30mL/
hr であった．溶出液は 4 分間の溶出量 5mL を
1 画分として 50 画分に分けた．クロマトによ
り得られた画分は，Ca と P の分析およびタン
パク質量は Lowry 法により定量した．さらに
アミノ酸分析を行った．

　　②結果
　　　 　HA カラムにより分画された主な血清タンパ

ク質は 4 種類であった．それぞれのタンパク質
のアミノ酸分析結果を表１に示した．タンパク
4 は HA と最も強固に結合していた．タンパク
1 ～ 3 に比べてタンパク 4 はセリンが多く，プ
ロリンが少ない特徴的なたんぱく質であった．
一方，骨誘導タンパク質はセリンが多いサイト
カインであるので，このタンパク 4 は骨誘導タ
ンパク質のⅠ種ではないかと推定された．

表１： HA カラムにより分画された血清蛋白質のアミ
ノ酸組成

　　　（単位はアミノ酸 1000 残基中の残基数）
Amino acid タンパク1 タンパク2 タンパク3 タンパク4

Aspartic
Threonine
Serine
Glitamic
Proline
Glycine
Alanine
Valine
Methionine
Isoleucine
Leucine
Tyrosine
Phenylalanine
Histidine
Lysine
Arginine
Cystine

84
49
64
82
77
112
93
66
8
17
104
33
45
20
83
44
22

81
68
100
110
102
96
61
71
10
30
77
33
33
19
59
41
12

64
50
117
62
28
132
57
28
6
21
30
11
15
15
28
23
4

111
54
249
79
0

167
68
31
12
29
41
24
23
25
44
40
7

３）HA の新生体材料が誕生
　一般に生体材料には有機材料，金属材料及び無機材
料がある．これらの生体材料が実際に体内で使われる
ときは，必ず血液と接触し，材料表面で何らかの化学
反応が起こる．この化学反応によって，その後の体内
における材料の運命が決まる．生体材料研究では，材
料と血液との反応を考慮した分類が必要であろう．
　人工材料の HA と血液中の電解質やタンパク質を
含む水和層（コロイドのような血餅スープ）が合体し
た結果，新生体材料が顎骨内で生成したことになる．
図４にその新生体材料の模式図を示す．

　新生体材料の特徴は，以下の通りである．
　（1）組成として異物ではない
　　 　新生体材料の組成は，骨のミネラルと酷似した

HA と血液中の水分，電解質およびタンパク質な

バイオインテグレーション学会誌　第５巻 J Bio-Integ 5 : 3 - 8, 2015.
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どである．すべて化学的に自家組織と類似してい
る．生体側は異物と判断しにくい．

　（2）血管新生を促進
　　 　濃縮スープにはフィブリンなどの血液凝固因子

や細胞増殖因子を含んでいるので血管新生には適
している．

　（3）骨伝導能をもつ
　　 　筆者らは，HA の微結晶が生理食塩液で分散さ

れた懸濁液を長い注射針でラットの大腿骨へ注入
した実験を行った 1）（図５）．

　HA 懸濁液が埋入されてから 1 週間後の非脱灰組織
の断面図を図６（1）に示した．図６（2）にはその模
式図を示した 8）．HA の表面に水分子が吸着し，カル
シウムやリン酸イオンが溶けだし石灰化が起こる．そ
こに電解質，さらに血液凝固因子や骨形成タンパク質
などが吸着する．血管新生を経て，皮質骨側から幼弱
な新生骨梁を形成しながら蜘蛛の糸のように HA の
表面に伸びる．明らかに新生骨を誘導していることが
推定された．

４．修復期

　HA そのものには骨伝導能はないが，血液中のタン
パク質を選択的に吸着することによって骨伝導能や誘
導能が付与されるのである．埋入直後に起こる．HA
表面における血液との水和反応，電解質移動，タンパ
ク質吸着反応がおわると，炎症期にある 1 週間ほどは
炎症細胞やマクロファージによる異物反応が起こる．
同時に骨折の治癒過程と同様に血餅中での血管新生か

図５：HA 懸濁液を長い注射針で骨髄内へ注入している様子

（1）

（2）

図６： １週間後のラットの大腿骨内における非脱灰研磨標本（1）
とその模式図（2）

ら肉芽組織形成，さらに骨芽細胞による新生骨梁（仮
骨）が形成され，修復期へと突入する．
　この修復期において，軽微の負荷をかけたり，電気
刺激やビタミン D の投与も有効と言われる．以下に
修復期における動物実験を紹介する．
　成犬の顎骨に HA ブロックを埋入し，テトラサイ
クリン 10㎎ /㎏を筋注し，2 か月後の非脱灰研磨標本
による蛍光顕微鏡像を図７に示した．（AC）は HA
セラミック，NB は新生骨，BM は母床骨を意味する．

（1）は埋入 2 週後，（2）は 4 週後，（3）は 8 週後の新
生骨部位である．新生骨は HA の表面から成長して
いるように見える 9）．

バイオインテグレーション学会誌　第５巻 J Bio-Integ 5 : 3 - 8, 2015.
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　実際は，幼若な新生骨梁は母床骨から伸びてきて，
HA の表面に達すると，タンパク質の濃縮スープで覆
われている HA 表面に沿って広がる．新生骨梁は次々
とくもの糸のように HA 表面に達し，HA 表面に沿っ
て拡がり，見かけ上は HA 表面から新生骨が成長し
ているようにみえるのである。（図８）．

３） 青木秀希，加藤一男，生体材料としてのアパタイト，セラ
ミックス 18:469-478,1975.

４） 鈴木隆雄，林泰史総編集者，骨の事典，株式会社朝倉書店，
2003 年 , 352-354.

５） 伊藤　聰一郎：骨折治癒の機序と影響する因子，J.Bio-Integ. 
2012 2: 3-12

６） Neuman W.F & Neuman M.W, The Chemical Dynamics 
of Bone Mineral, 「骨の生化学」荒谷真平監訳，医歯薬出
版株式会社 1961 55-61.

７） 青木秀希，秦　美治，ハイドロキシアパタイトと唾液，血
液，関節液との反応，臨床整形外科，21:1225-1232, 1986.

８） 青木秀希，歯科インプラントを科学する，㈱国際アパタイ
ト研究所出版部　2011，142-190.

９） 青木秀希，小木曽誠，加藤一男，田端恒雄，新しい歯科
インプラント材料としてのアパタイト焼結体，歯界展望，

（1977）49：567-575

抄　録

　HA コーティングインプラント体や HA セラミックによる骨
補填材は歯科インプラント治療で世界的に広く利用されてい
る．しかし，HA インプラントが顎骨内に埋め込まれてから新
生骨とインテグレーションし治癒するまでの化学反応，特に埋
入初期の化学反応は良く知られていない．本論文では，顎骨の
中でＨＡの周囲には何が起こっているかの質問について，HA
の埋入直後の血液との水和反応やタンパク質吸着反応などの化
学反応として骨折の治癒過程を比較対象として回答している．

図８：新生骨形成の模式図
　　　（ニュートン誌を改変）

図７

５．再構築期

　HA が顎骨に埋入されてから 4 ～ 8 週間くらいの生
体反応である．幼弱な新生骨は徐々に成熟し，同時に
リモデリング反応も起こる．ほぼバイオインテグレー
ションの完成である．その後，HA は，表面から数
μm/ 年のスピードで溶解，吸収され，自家骨と置換
し完全な一体化へ向かう．

６. まとめ

　HA 骨本補填材や HA コーティングインプラントが
顎骨内に埋入されてから周囲の組織が安定するまで
HA の周囲ではどのような反応が起こっているかにつ
いて，骨折の治癒過程を比較，参考にして述べた．特
に埋入直後については化学反応として述べた．しかし，
まだまだ未知の部分は多く，課題も多い．今後の研究
が待たれる．
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●特別企画：教育講演２

幹細胞を用いた新規口腔組織再生療法の確立

森川　暁，黄地　健仁，河奈　裕正，中川　種昭

Establishment of a new oral tissue regenerative therapy using stem cells

Satoru Morikawa, Takehito Ouchi, Hiromasa Kawana, Taneaki Nakagawa

　慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室
　Department of Dentistry and Oral Surgery, Keio University School of Medicine

１．�現在臨床応用されている培養型間葉系幹細胞
による骨再生研究の検証

１）幹細胞とは
　幹細胞とは自己複製能と多分化能を有する細胞で
あり，生体の恒常性の維持に寄与していると考えら
れている．生体内に存在する幹細胞は組織幹細胞，
あるいは体性幹細胞と言われている．間葉系幹細胞

（Mesenchymal stem/stromal cells; MSCs）は非血球
系の細胞集団のうちプラスチック培養ディッシュに
付着した後に増殖し（Colony-forming），特異的分化
誘導培地にて骨・軟骨・脂肪に分化できる組織幹細
胞と定義されている 1）．一方で MSCs は in vitro にお
いて線維芽細胞様のコロニー（colony-forming unit 
fibroblasts; CFU-Fs）を形成することで後ろ向きにそ
の存在を確認してきたことから，つい最近までこれら
の幹細胞集団を予期的に（前向きに）分離する方法が
なかった．言い換えれば，からだの中から直接分離す
る方法がなかったということである．その結果，本当
に生体内の中に存在するのか．あるいは存在するとす
れば生体組織のどの部位に存在し，どのような生理的
役割を果たしているのかについても不明であったが

“骨髄の中に存在し，プラスチック培養ディッシュ上
で細胞増殖し，骨，軟骨，脂肪に分化できる細胞”と
いう特徴からもわかるように，比較的扱いやすい幹細

胞であることから，再生療法への応用のために研究さ
れてきた経緯がある．しかしこの定義に当てはまる
骨髄細胞のうち，自己複製能と多分化能を有する本
当の意味での幹細胞は，計算上１/ 数十万～数百万で
ある 2）．その他は線維芽細胞あるいは血球系のマクロ
ファージ等が大半を占める．

２）臨床的視点から
　臨床の視点から幹細胞研究・幹細胞治療を眺めてみ
る．インプラント治療において最も重要視される臨床
的な視点は“そこに骨があるかどうか”ということに
尽きるだろう．補綴学的に理想的な位置にインプラン
トを埋入しようとしても，オッセオインテグレーショ
ンを獲得できるだけの骨がないことは臨床において
往々にある．それを解決するための方法が骨誘導再生
法（Guided bone regeneration; GBR）であり，また
ハイドロキシアパタイトをインプラントに応用するこ
とで，少量の骨にも良好な結合を期待するバイオイン
テグレーションという概念の誕生につながったことは
想像に難しくない．
　近年の幹細胞医療や再生医療に対する期待から，こ
れまでの GBR における骨形成能・骨誘導能・骨伝導
能のなかで，自家骨にのみ期待する以外になかった骨
形成能に幹細胞を利用しようとする流れは自然であ
る．この場合利用される幹細胞は適切な分化誘導培地
にて骨・軟骨・脂肪に分化する MSCs である．すで

　Accepted for publication 5 August 2015

(J Bio-Integ 5 : 9 - 12, 2015.)
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に述べた通り，これまで定義されてきた MSCs は骨
髄細胞をプラスチック培養ディッシュ上で培養した結
果，生き残った細胞集団のことを指しており，当然な
がら全てが幹細胞の条件である自己複製能と多分化能
を有しているわけではない．そのほとんどが幹細胞以
外の雑多な細胞集団である．本当に従来型（培養分離
型）MSCs が骨再生臨床のブレークスルーになるだろ
うか．従来型MSCsは骨髄の中に存在する多種多様（雑
多）な細胞集団である．つまりそれらの細胞を移植し
てインプラントを植立する部位に骨ができたとしても

“なぜできたのか”あるいは“骨再生メカニズムは説明・
検証できるのか”，“再現性は得られるか”等の立証が
困難であることが予想される．使用している細胞が自
己複製能と多分化能を有した本当の意味での幹細胞だ
けではなく，血球系細胞も含んでいる細胞カクテル移
植療法であるため，再生メカニズムの検証がむずかし
いという問題がある．

２．�新規マーカーによる間葉系幹細胞の直接分離
の必要性と再生療法への可能性

　以上の背景を元に，われわれのグループは同じく
骨髄に存在する造血系幹細胞（Hematopoietic stem 
cells; HSCs）が長年の研究でその特異的マーカーとな
る細胞表面抗原が同定されており，その結果血液幹細
胞の生理的な役割のみならず，白血病研究（白血病幹
細胞）など血液疾患研究にも大きく貢献していること
に着目した．この時点では同じ骨髄に存在する HSCs
と MSCs の幹細胞研究には大きな差があった．その
違いは生体内に存在した状態で解析できる基盤がすで
にできあがっていた HSCs と，生体内から直接分離で
きずプラスチック培養ディッシュで数週間培養するこ
とでしか分離方法がなかった MSCs の違いそのもの
である．そこで MSCs を生体内から直接分離するた
めの指標となるような MSCs 特異的マーカー（特異
的細胞表面抗原）の同定プロジェクトに着手した．そ
の結果マウスMSCsではPDGFRαとSca-13）（PαS細胞）
が，ヒトではLNGFRとTHY-12）が特異的細胞表面マー
カーであることを明らかにした．
　計算上では従来のプラスチック培養ディッシュ
で培養することで出現してくる MSCs の割合は約
1/5,600,000 の割合で幹細胞が存在する計算であっ

た が，PDGFRα+Sca-1+CD45-（ 白 血 球 マ ー カ ー）
Ter119-（赤血球・赤芽球マーカー）の細胞集団には
1/22 の割合で幹細胞が存在することが明らかとなっ
た．一方，ヒト MSCs では更に純度が高くなり，1/6
まで細胞集団における MSCs の割合を濃縮できた．
また MSCs を用いた移植実験からプラスチック培養
ディッシュで分離した MSCs には静脈内投与によっ
て骨髄再構築能を確認できなかったが，マーカー分離
した MSCs（PαS）は HSCs と一緒に静脈内投与する
ことによって，生体内に存在していた場所である骨髄
組織に遊走し，骨髄再構築能を示した 3）．今後マウス
やヒトの骨髄細胞で同定したマーカーを用いた予期的
分離型 MSCs が“新たな骨再生材料になるか”につ
いては検討していく予定である．

３．�口腔顎顔面領域の発生と再生�−�神経堤細胞
とは

　一度失われた組織を本当の意味で再生させるのであ
れば，再生させたい組織の発生生物学的起源を理解
し，もう一度発生過程を再現することが理想である．
口腔顎顔面領域の発生生物学的起源は神経堤（Neural 
crest）である．神経堤は脊椎動物の胎生期に現れる
一過性の組織で，神経管が形成される時期に表皮外胚
葉と神経管の間に位置し，神経管が閉鎖するときに未
分化な神経堤細胞が全身に遊走し，様々な組織に分化
する．神経堤はその機能によって頭部神経堤，体幹部
神経堤，心臓神経堤，迷走・坐骨神経堤に分類される．
神経堤は様々な細胞に分化することから外胚葉，中胚
葉，内胚葉に続く第 4 の胚葉とも言われている．これ
までのレポーターマウスを用いた細胞トレース（追跡）
実験において，われわれが対象としている口腔顎顔面
の発生学的起源はそのほとんどが神経堤に由来するこ
とが明らかとなっている 4）．そこで神経堤マーカーの
一つである P0 が一度でも発現すると，生涯にわたっ
てその細胞が緑色蛍光タンパク質（Green fluorescent 
protein; GFP）に光るトランスジェニックマウスを用
いて免疫組織化学染色法で解析したところ，これまで
の報告と同様にエナメル質以外の歯髄や歯根膜，歯
槽骨で GFP が発現している = 神経堤由来であること
を確認している．これまでの定義である培養型 MSCs
が顎骨や歯槽骨，歯周組織再生療法に利用されようと
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しているが，MSCs の発生学的起源について非常に興
味深い研究が Cell 誌で発表された．先程紹介した神
経堤マーカーである P0 を発現した細胞が，その細胞
の生涯にわたって GFP を発現するトランスジェニッ
クマウスに加え，神経上皮のマーカーである Sox1 を
発現した細胞が GFP を発現するトランスジェニック
マウスの両方を解析した結果，これらの細胞集団は
MSCs の特徴である①プラスチック培養ディッシュに
おける付着と細胞増殖②継代培養③脂肪・軟骨・骨へ
の分化能を示すことが明らかとなった 5）．この結果を
追試するようにわれわれの実験結果でも，骨髄から直
接特異的マーカーである PDGFRαと Sca-1 を指標に
分離してきた MSCs（PαS）は神経堤マーカーである
Twist，p75（LNGFR），Snail1，Snail2，Sox9 等を発
現していることを RT-PCR で確認した 6）．すなわちこ
れまでの培養操作によってのみ分離することが可能で
あった MSCs を，造血幹細胞がそうであったように，
細胞表面抗原特異的マーカーを指標に分離することに
よって以下のことが明らかとなった．
　１） マウスでは 1/5,600,000 から 1/22 にまで，ヒト

では 1/6 にまで幹細胞の存在する割合を高める
ことができた．

　２） MSCs の発生学的起源の一部は，われわれが再
生させたい組織である顎骨・歯槽骨の発生学的
起源である神経堤であることがわかった．

　３） プラスチック培養ディッシュで分離した MSCs
は静脈内投与（全身投与）によって骨髄再構築
能を確認できなかったが，予期的に分離（マー
カー分離）したMSCs（PαS）は静脈内投与によっ
て存在場所であった骨髄組織に遊走（Homing）
し，骨髄再構築能を示した．

４．�iPS細胞から間葉系幹細胞を誘導する（骨再
生療法・病態解析）

　現在進行中のプロジェクトである．組織幹細胞であ
る MSCs は，その定義からも明らかなように“ヒト
の組織に存在する幹細胞”である．すなわちそれらの
幹細胞を分離してくるには従来型の培養分離方法や幹
細胞特異的マーカーを用いて直接分離する方法のどち
らであっても，何らかの生体侵襲が生じる．また，組
織幹細胞であるがゆえに多能性幹細胞である ES 細胞

7）や iPS 細胞 8,9）のように何継代も培養増殖が可能と
いうわけではない．もちろん，分化能も制限されて
いる．iPS 細胞は ES 細胞と違い，受精卵を用いる必
要がなく（倫理問題の回避），また患者本人の細胞か
ら誘導することが可能であるため（免疫学的問題の
回避），再生医療はもとより，創薬の開発に向けた研
究も活発に行われている．われわれはこの iPS 細胞を
用いて顎骨の発生学的起源である神経堤細胞や MSCs
特異的マーカーを指標として，iPS 細胞から組織幹細
胞を誘導する研究を開始し，将来の顎骨再建や既存の
方法よりも効果的な GBR 法の開発，その他口腔組織
の再生療法に向けた研究も開始している．将来的には
先天性疾患から誘導した iPS 細胞を解析することで口
腔顎顔面領域における先天性疾患の原因を解明するこ
とも可能になると考えている．

５．�MSCs での生体内での挙動を理解すること
による難治性疾患病態解明・新規治療法開発
の可能性

　最後に近年報告されている MSCs の新たな可能性
について触れておきたい．Tamai らは皮膚基底部接
着分子の遺伝的欠損あるいは機能不全によって全身に
わたる表皮が広範囲かつ連続的に剥離することで難治
性潰瘍を生じる表皮水疱症モデルマウス（全身皮膚潰
瘍に加えて，口腔内水疱も形成し，哺乳障害を生じる）
において，その表皮欠損潰瘍部分の再生に PDGFRα
を発現している骨髄由来 MSCs が寄与していること
を証明した 10,11）．この疾患は真皮内で皮膚潰瘍形成を
繰り返すことから表皮幹細胞のみならず，毛包幹細胞
も含めた表皮細胞の供給源を喪失している極めて重篤
な病態を示す．このような特殊な状況においてのみ，
間葉系幹細胞がからだの中で枯渇している幹細胞を補
充している可能性が考えられる．まさに MSCs が骨
髄において造血系幹細胞を支持しているだけにとどま
らず，生体内における創傷治癒の起点，すなわち“Drug 
Store”の役割を果たしていることが強く示唆される
12）．
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サイナスリフトに用いている骨補填材料の変遷

菅井　敏郎

Changes in bone graft materials for sinus lift

Toshiro Sugai

　医療法人社団 UC 会　　　　　　　　　　　　　　　　UC Medical Corporation
　東京医科歯科大学歯学部附属病院インプラント外来　　Dental Implant Clinic, Tokyo Medical and Dental University Hospital
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Faculty of Dentistry

Abstract

Autograft, allograft, xenograft, and alloplastic materials have been used as graft materials for sinus lift.
    I first studied sinus lift surgery at the UCLA Medical Center in 1989. At that time, we used autologous 
bones from the ilia, as described by Boyne and James. Subsequently, bones from the chin and the anterior 
region of the mandibular ramus, on which outpatient procedures can be easily conducted, were used, with 
other materials mixed to increase the amount of bone. Allograft (e.g., freeze-dried bone), xenograft (e.g., bovine 
bone-derived HA, coral), and alloplastic (e.g., synthetic HA, ß-TCP, bioglass) materials were mixed as graft 
materials with autologous bones.
    In the AO’s 2006 Consensus Conference, Aghaloo and Moy reported high long-term survival rates with 
implants at sinus lift sites regardless of the type of bone graft material. Subsequently, other bone graft 
materials have been used alone, instead of autologous bone, which place a burden on patients. We have 
used xenograft (bovine bone-derived HA) and alloplastic materials (synthetic HA, ß-TCP) as graft materials, 
achieving high long-term survival rates of implants, comparable with those with autologous bones. As reported 
by Aghaloo and Moy, we obtained satisfactory results regardless of the type of bone graft material. Of the 
various bone graft materials, I am mainly using Bio-Oss® (bovine bone-derived HA), approved for sinus lift by 
the FDA in the United States, because I have extensive experience with it.
    As reported by Aghaloo and Moy, I also achieved high survival rates with implants at sinus lift sites 
regardless of the type of graft material. I consider that proper diagnosis and treatment planning, in addition to 
correct surgical techniques are the most important factors for successful sinus lift. 

Keywords: sinus lift, graft materials, bovine bone-derived HA
(J Bio-Integ 5 : 15 - 20, 2015.)
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１．緒　言

　サイナスリフトのための骨補填材料として，今日ま
で自家骨，同種骨，異種骨，人工骨，成長因子等が使
用されている．
　筆者が UCLA メディカルセンターにおいてサイナ
スリフトに初めて携わったのは 1989 年のことであり，
当時は Boyne らの原法に従い腸骨からの自家骨を用
いていた．その後，アプローチが容易なうえ外来での
処置が可能なオトガイ部や下顎枝前縁外斜線部を骨採
取部位として選択するようになり，増量の目的で他の
骨補填材料を加えるようになった．
　Aghaloo と Moy が 2006 年 AO コンセンサス議事
録にて，「サイナスリフト部位に埋入されたインプラ
ントの長期的な残存率は，骨補填材料の種類に関わら
ず良好な結果が得られている」と報告したことから，
その後は患者に負担を強いる自家骨採取を行わずに他
の骨補填材料を使用するようになった．
　現在までサイナスリフトに自家骨，他家骨，人工骨
等を用いており，Aghaloo と Moy の報告同様に，骨
補填材料の種類に関わらずサイナスリフト部位に埋入
されたインプラントの残存率は高いものと実感してい
る．本稿では筆者がこれまでサイナスリフトのために
使用してきた骨補填材料に関して言及する．

２．サイナスリフトと骨補填材料

　サイナスリフトは，1976 年に Tatum による口頭で
の報告があり，1980 年に Boyne と James によって最
初の論文が書かれた 1）．その後，Wood，Mooreらによっ
て同様の方法あるいは変法が報告され 2-6），現在まで
に上顎臼歯部におけるインプラント治療の適応拡大を
目的として広く普及している．
　サイナスリフトの普及に伴い，トラブル例も増加し
ている．公益社団法人日本顎顔面インプラント学会
学術委員会トラブル調査作業部会が 2012 年に報告し
た「インプラント手術関連の重篤な医療トラブルに関
する実態調査」によると，対象とした 79 施設におい
て 3 年間に 421 件のトラブルがあり，下歯槽神経損傷

（117 件，27.8%）が最も多く，２番目は上顎洞内イン
プラント迷入（63 件，15.0%），３番目は上顎洞炎（61

件，14.5%）という結果であった（表１）．上顎洞に関
連するトラブルを合わせると 124 件，29.5% にも達し
ていた 7）．サイナスリフトのトラブルを防ぐためには，
適切な診断と治療計画のもとに正しい手術手技で施行
する必要があることはいうまでもない．表２に，著者
が考えるサイナスリフトのためのディシジョンツリー
を示した．現在のインプラント治療は，補綴主導型イ
ンプラント治療計画に基づきインプラント埋入位置を
決定する．その際に上顎洞が解剖学的制約となればサ
イナスリフトを考慮することになる．そして，上顎洞
の形態や病変の有無を診査しサイナスリフトの適応と
なると判断されれば，次に残存する上顎骨歯槽突起の
骨量と骨密度を精査する．残存する歯槽突起にインプ
ラントが初期固定を得るための骨があれば歯槽頂アプ
ローチを含む同時埋入の適応となり，初期固定を得る
ための骨がなければ待時埋入の適応となる 8,9）．
　サイナスリフトのための骨補填材料として，今日ま
で自家骨，同種骨，異種骨，人工骨，あるいは成長因
子等が使用されている 10）．筆者が UCLA メディカル
センターにおいてサイナスリフトに初めて携わった
1989 年頃は，Boyne らの原法 1）に準じて自家骨を使
用していた．自家骨採取部位として，十分な量を採取
しやすい腸骨が主に選択されていたが，全身麻酔や入
院が必要なことに加え，術後短期間の歩行障害を伴う
ことが患者にとって大きな負担となっていた．また，
腸骨 PMCB は，骨形成蛋白のような骨誘導分子や骨
形成細胞を含み骨誘導能と骨伝導能を持ち合わせ，理
論的には骨形成に有利な点が多い反面，実際の臨床で
は経時的に著明な吸収を生じることが多かった．
　そこで，UCLA メディカルセンターでは，アプロー
チが容易なうえ外来処置が可能で，吸収の少ない皮質
骨を多く含む下顎骨オトガイ部から自家骨を採取する
ようになった．オトガイ部からの骨採取量は，最大で
片側サイナスリフトに十分な程度で，両側サイナスリ
フトには不十分であった．その後，オトガイ部からの
骨採取による下顎前歯部の神経損傷等が問題となり，
下顎枝前縁外斜線部から自家骨採取を行うようになっ
た．下顎枝前縁は，オトガイ部同様に皮質骨を多く含
むため経時的吸収が少なく，下顎管を走行する下歯槽
神経血管束に注意すれば安全に骨採取しやすい．その
他の自家骨採取部位として外来処置が可能な脛骨を選
択したこともあったが，脛骨 PMCB は腸骨と同等か
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それ以上に吸収が著明であったため，次第に選択枝か
ら除かれていった（図１）．オトガイ部や下顎枝前縁
等からの自家骨採取は量的に限界があるため，増量を
目的とし，他の骨補填材料を加えるようになった．自
家骨に加える骨補填材料として，他家骨（凍結乾燥骨
等），異種骨（ウシ骨由来 HA，珊瑚等），人工骨（合
成 HA，ß-TCP，生体ガラス等）が用いられた（図２）．
　Moy らはサイナスリフト部位から採取した検体の
組織計量学的検査を行い，検体中の骨占有率は自家骨

（オトガイ部から採取した自家骨を砕片状にして使用）
単体で 59.4 ± 18％，自家骨に HA を約１：１で混じ
たもので 44.4 ± 15.8％，HA 単体で 20.3 ± 9.8％の順
であったと報告した 11）（表３）．それ以後，口腔内か
ら採取した自家骨に他の骨補填材料を１：１の割合で
加えて使用する傾向が高まった 12）．
　Aghaloo, Moy らが 2006 年 AO コンセンサス議事
録にて，「サイナスリフト部位に埋入されたインプラ
ントの長期的な残存率は，骨補填材料の種類に関わら

ず良好な結果が得られている」と報告したことから
13）（表４），その後は患者負担の大きな自家骨採取を
行わずに主に他の骨補填材料を単体で使用するように
なった．現在まで，異種骨（ウシ骨由来 HA），合成
HA，ß-TCP 等の骨補填材料を使用し，自家骨を混じ
ていた頃の症例同様にインプラントの残存率は非常に
高い結果を得ており，Aghaloo, Moy らの報告通り骨
補填材料の種類に関わらず良好な結果が得られると実
感している 14,15）．
　種々の骨補填材料の中でも，米国で早くからサイナ
スリフトの適応として FDA の認可を得ていたウシ骨
由来 HA である Bio-Oss® の使用経験が多かったこと
から，筆者は現在でもサイナスリフトに Bio-Oss® を
主に使用している．Bio-Oss® は，ヒト骨に類似した
連通したマクロ／マイクロ孔構造（100µm と 0.01µm
付近にピーク）を有し，リン，カルシウム含有率にお
いてもヒト骨と類似している（図３）．

図１：サイナスリフトのための自家骨採取部位
・ 腸骨：十分な骨量を採取可能な反面，全身麻酔や入院が必要

なことに加え，術後短期間の歩行障害を伴うことが大きな負
担となる．経時的な骨吸収量が比較的多い．

・ 下顎骨オトガイ部：アプローチが容易なうえ外来処置が可能
で，吸収の少ない皮質骨を多く含む．オトガイ部からの骨採
取量には限界があり，下顎前歯部の神経損傷を生じやすい．

・ 下顎枝前縁外斜線部：下顎管を走行する下歯槽神経血管束に
注意すれば安全に採取しやすい．オトガイ部同様に経時的吸
収が少ないが，骨採取量に限界がある．

・ 脛骨：外来処置可能な脛骨を選択したこともあったが，脛骨
PMCB は腸骨と同等かそれ以上に吸収が著明であったため，
次第に選択枝から除かれていった．

表１： 公益社団法人日本顎顔面インプラント学会によ
る手術関連の重篤な医療トラブルに関するアン
ケート調査 7）．

　79 の学会認定施設を対象とした調査によると，3
年間に 421 件のトラブルがあり，神経損傷（158 件，
37.5%）が最も多く，次いで上顎洞内インプラント迷
入（63 件，15.0%），そして上顎洞炎（61 件，14.5%）
という結果であった．上顎洞関連のトラブルを合わせ
ると 124 件，29.5% にも達していた．

　下歯槽  件（ ）
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表４：異なる骨補項材料でのインプラント残存率 13）

　Aghaloo と Moy による 2006 年 AO コンセンサス会
議において，サイナスリフト部位に埋入されたインプ
ラント残存率は，自家骨群で 92.0％（うち腸骨群では
88.0％），人工骨群で 81%，他家骨群で 93.3%，異種骨
群で 95.6% であり，サイナスリフト部位に埋入された
インプラントの長期的な残存率は，骨補填材料の種類
に関わらず良好な結果が得られていると報告された .

表３： Moy らによるサイナスリフト部位から採取し
た検体の組織計量学的検査 11）．

　検体中の骨占有率は自家骨単体で 59.4 ± 18％，HA
単体で 20.3 ± 9.8％，自家骨に HA を約１：１で混じ
たもので 44.4 ± 15.8％であった．

表２：著者が考えるサイナスリフトのためのディシジョンツリー．
る．残存する歯槽突起にインプラントが初期固定を得
るための骨があれば歯槽頂アプローチを含む同時埋入
の適応となり，初期固定を得るための骨がなければ待
時埋入の適応となる．

　補綴主導型インプラント治療計画に基づきインプラ
ント埋入位置を決定する．その際に上顎洞が解剖学的
制約となればサイナスリフトを考慮する．上顎洞の形
態や病変の有無を診査しサイナスリフトの適応となれ
ば，残存する上顎骨歯槽突起の骨量と骨密度を精査す

バイオインテグレーション学会誌　第５巻 J Bio-Integ 5 : 15 - 20, 2015.
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３．結　論

　Aghaloo と Moy らの報告 13）通り，筆者の経験でも
骨補填材料の種類に関わらずサイナスリフト部位に埋
入されたインプラントの残存率は高い．言い換えれば，
現時点でサイナスリフトのために最も優れた骨補填材
料というものはなく，自家骨，他家骨，異種骨，人工
骨の何を使用してもインプラントの残存率に大差はな
い．筆者は，サイナスリフトの成功に関与する因子は
骨補填材料ではなく，適切な診断・治療計画・手技が
最も重要な因子であると考えている．

文　献

１） Boyne PJ, James RA; Grafting of the maxillary sinus floor 
with autogenous marrow and bone, J Oral Surg 38:613-
616, 1980.

２） Wood RN, Moore DL; Grafting of the maxillary sinus 
with intraorally harvested autogeneous bone prior to im-
plant placement, Intl J Oral Maxillofac Implants 3:211-214, 
1988.　

３） Jensen J, Simonsen EK, Sindet-Pedersen S; Reconstruc-
tion of the severely resorbed maxilla with bone grafting 
and osseointegrated implants, A preliminary report, J 
Oral Maxillofac Surg 48:27-32, 1990.

４） Hirsch JM, Ericsson I; Maxillary sinus augmentation us-

図２： オトガイ部や下顎枝前縁等からの自家骨採取は量的に限
界があるため，増量を目的とし，他の骨補填材料を加え
るようになった．自家骨に加える骨補填材料として，他
家骨（凍結乾燥骨等），異種骨（ウシ骨由来 HA，珊瑚等），
人工骨（合成 HA，ß-TCP，生体ガラス等）が用いられた．

ing mandibular bone grafts and simulataneous instillation 
of implants, A surgical technique, ClinOral Impel Res 
2:97-96, 1991.

５） Smiler DG, Johnson PW, Lozada JL, Misch C, Rosenlicht 
JL, Tatum OH, Wagner J;Sinus lift grafts and endosseous 
implants, Dent Clin North Am 36:151-188, 1992.

６） 菅井敏郎，Moy PK：サイナスリフトテクニック，デンタ
ルフォーラム社，東京，1996．

７） 公益社団法人日本顎顔面インプラント学術委員会トラブル
調査作業部会：「インプラント手術関連の重篤な医療トラ
ブルについて」調査報告書，日本顎顔面インプラント学会
誌 11:31-39，2012．

８） 菅井敏郎：CT 画像のインプラント応用，骨造成手術への
臨床的応用，金田隆 編；基本から学ぶインプラントの画
像診断，砂書房，東京，2001，210-233．

図３： ウシ骨由来 HA である Bio-Oss® は，ヒト骨に類似した
連通したマクロ／マイクロ孔構造（100µm と 0.01µm
付近にピーク）を有し，リン，カルシウム含有率にお
いてもヒト骨と類似している．（画像 Guistlich Pharma 
AG, Wolhusen. 表 Bufler, 2007. Courtesy of Guistlich 
Pharma AG, Wolhusen, 2014）

バイオインテグレーション学会誌　第５巻 J Bio-Integ 5 : 15 - 20, 2015.



● 20

９） 菅井敏郎：サイナスリフトの診断と術式，上田実編，再
生医療とインプラント，クインテッセンス出版，東京，
62-70，2003.

10） Boyne PJ, Lilly LC, Marx RE, Moy PK, Nevins M, 
Spaqnoli DB, Triplett RG; De novo bone induction 
by recombinant human bone morphogenetic protein-
2(rhBMP-2) in maxillary sinus floor augmentation, J Oral 
Maxillofac Surg, 63:693-707, 2005.

11） Moy PK Lungren S, Holmes RE; Maxillary sinus augmen-
tation, Histomorphometric analysis of graft materials for 
sinus floor augmentation, J Oral Maxillofac Surg 51:857-
862, 1993.

12） 菅井敏郎：オッセオインテグレーテッドインプラント
のための自家骨移植；口腔内からの骨採取によるサイ
ナスリフトとベニヤグラフト，Quintessence DENTAL 
Implantology 3：67-78，1996.

13） Aghaloo TL, Moy PK; Which hard tissue augmentation 
techniques are the most successful in furnishing bony 
support for implant placement? Int J Oral Maxillofac Im-
plants 22:49-70, 2007.

14） 菅井敏郎：インプラント治療の現状と新たな潮流，臨床検
査 52：423-429，2008．

15） 菅井敏郎：上顎洞底挙上術−側方アプローチと歯槽頂アプ
ローチ−，日本口腔外科学会雑誌 56：8-23，2010.

バイオインテグレーション学会誌　第５巻 J Bio-Integ 5 : 15 - 20, 2015.



21 ●

　東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎口腔外科学分野
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Abstract

Beta-tricalcium phosphate (beta-TCP, Osferion®), a bone augmentation material, has been used along with 
autologous bone in maxillary sinus floor elevation performed in our department. Autologous bone was taken 
from mandibular ramus, mentum or maxillary tuberosity in oral cavity and ilium or tibia outside of oral cavity. 
Harvest site was determined depending on the amount necessary for grafting and the request of the patients. 
At first the amount of autologous bone combined with grafting material was half to two-thirds of the total 
augmentation volume, but our goal was to reduce the amount of autologous bone as much as possible. The 
objective of this study was to review whether the difference of harvest sites for autologous bone and difference 
in percentages of autologous bone combined with a grafting material would affect the augmentation volume 
change, bone quality and implant survival rate, and report the necessity of the use of autologous bone in sinus 
floor elevation. 47 cases, 60 sites with maxillary sinus floor elevation performed over a time period of 2006 
to 2013 were included in this study. (single application of beta-TCP: 7, combined application of beta-TCP and 
autologous bone: 53) Postoperative infection occurred in 6.7% of the cases and the total bone augmentation 
volume in these cases was more than 3cc. Mean augmentation volume reduction rate worked out from the 
CT images after 6 months was 30.0%. Bone augmentation reduction with cortical bone after 3 months was 
significantly higher (25.8%) than with cancellous bone (14.5%) combined with bone substitutes. The average 
bone volume formed in the augmented sinus calculated histologically was 28.4% and no statistically significant 
differences could be detected between the various autologous bones or the quantity of the grafted autologous 
bone. 2 implant failures occurred during the follow-up period, and the success rate was 98.5%. This study 
indicates that the amount of autologous bone could be less than a quarter of the total augmentation volume 
and use of beta-TCP alone could be sufficient in maxillary sinus floor elevation.

(J Bio-Integ 5 : 21 - 25, 2015.)
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１．緒　言

　現在，国内外において上顎洞底挙上術の際に用い
られる骨補填材は様々あるが，Shanbhag S ら 1）のレ
ビューによると単独で用いる材料としては自家骨の使
用が最も多く，人工骨，同種骨と続く．そして，これ
らの材料など 2 つ以上を組み合わせた混合移植が単独
使用例を超えていた．この混合移植材の多くは自家骨
と人工骨との混合であることから，未だ自家骨の必要
性は高いと言わざるを得ない．しかし，見方を変えれ
ば自家骨単独使用例が減少してきていることを意味す
る．一方では，骨補填材を用いずに多血小板血漿（PRP）
や多血小板フィブリン（PRF）などを利用した上顎洞
底挙上術の報告 2-6）も多数なされるようになり，手術
侵襲は軽減されてきているように思われる．しかしな
がら，既存骨が非常に薄い重度の歯槽骨萎縮症患者や
全身疾患を有しているような感染リスクの高い患者，
あるいは早期に機能回復を希望している患者の場合に
は，やはり自家骨を少なからず用いる必要があると思
われる．
　今後は自家骨が必要な症例，最適な自家骨の採取部
位や混合量を明らかにしていく必要があるだろう．今
回，上顎洞底挙上術において，β-TCP に混合する自
家骨の混合比や採取部位による違いが骨吸収量，骨
質，インプラント予後に与える影響などを総合的に検
証し，報告する．

２．材料と方法

　2006 年 3 月から 2013 年 12 月までに上顎臼歯部歯
槽骨萎縮症にて東京医科歯科大学歯学部附属病院口腔
外科外来を受診した患者のうち，歯科領域での使用が
未認可であるβ-TCP を用いた顎骨再生における研究
への協力の同意が得られ，上顎洞底挙上術を施行した
患者を対象とした．本研究は東京医科歯科大学歯学部
治験審査委員会と倫理審査委員会の承認を取得し，使
用した．症例は 47 症例（男性：19 例，女性：28 例）
60 部位であり，年齢 24 ～ 78 歳（平均 55.8 ± 11 歳）
であった．β-TCP 単独使用は 7 部位，β-TCP と自家
骨の混合使用は 52 部位であった．自家骨採取部位は
腸骨：14 部位，脛骨：16 部位，下顎骨下顎枝：11 部位，

オトガイ：2 部位，上顎結節：10 部位であり，下顎枝
とオトガイは主に皮質骨から成り，その他は海綿骨
を主成分としていた．β-TCP はオリンパステルモバ
イオマテリアル社より供与された（図 1）．上顎洞底
挙上術は lateral window テクニックを用い（図 2-a），
開窓部上顎洞前壁の皮質骨は除去し，移植骨に混ぜて
使用した（図 2-b）．
　術後，創哆開や感染の有無，インプラントの脱落
などの臨床所見を評価するとともに，Ｘ線学的評価
として術直後，移植後 3・6 か月でパノラマＸ線写
真と CBCT で三次元画像を撮影した．画像解析ソフ
ト OsiriX を用いて移植骨体積を計測し（図 3），移
植骨体積減少率を算出した．また，11 症例 13 部位で
インプラント埋入時（移植後 6 ～ 19 か月）に Bone 
Biopsy を行い，非脱灰標本（Villanueva Goldner 染色）
を作製，画像解析ソフト Image J を用いて新生骨率
を算出し，移植材の違いを比較した．

図１： 使用した人工骨β-TCP（顆粒径：1.0 ～ 3.0mm，G2，
オリンパステルモバイオマテリアル社製）

　　　　　　 （a）　　　　　　　　　　　　（b）

図２： 術中写真
　　　（a）lateral window テクニックによりアプローチ
　　　（b） 開窓部上顎洞前壁の皮質骨は除去し，移植骨に混

ぜて填入した . 
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３．結　果

　創哆開と共に感染が生じたのは 60 部位中 4 部位（6.7 
％），下顎枝（3 部位）と脛骨（1 部位）であり，抗菌
薬の投与のみで 1 ～ 2 か月で自然治癒し，3 部位で再
手術することなく，インプラント埋入が可能であった．
創哆開と感染が生じた症例は全例において移植骨総
量が 3cc 以上であった．X 線学的評価で CT 画像より
算出した移植後 3 か月の平均移植骨体積減少率は 17.9
± 12.7％，移植後 6 か月では 30.0 ± 14.7％と有意に増
加していた（図 4，P =0.000）．自家骨量と種類でそれ
ぞれ平均移植骨体積減少率を比較した結果を表 1 と表
2 に示す．自家骨量を 1/4 以下，1/3，1/2 以上で比べ
たが，移植後 3 か月，6 か月ともに有意差は認められ
なかった．また，自家骨を皮質骨と海綿骨に分けて
比べた結果，移植後 3 か月で海綿骨は 14.5 ± 11.1％
で，皮質骨は 25.8 ± 13.3％と有意に高い値を示した

（P =0.025）．移植後 6 か月では差は認められなかった．
次に組織学的評価はβ-TCP・自家骨混合移植 10 部位

（腸骨：3，脛骨：4，下顎枝：3）とβ-TCP 単独移植
3 部位で比較し，海綿骨である脛骨を混合した組織画
像において，β-TCP の残存はほぼ認めず旺盛な成熟
した骨形成を認めた（図 5-a）．皮質骨である下顎枝を
混合した場合はβ-TCP の残存が認められたが，その
周囲に骨形成が確認できた（図 5-b）．β-TCP 単独移
植においてもβ-TCP の残存はわずかであり，類骨を

伴う旺盛な骨形成を認めた（図 5-c）．全体の平均新生
骨率は 28.4% であり，混合した自家骨量や種類で差は
認められなかった（表 3）．今回，埋入したインプラ
ント総本数は 132 本であり，インプラント埋入後 10
か月～ 8 年 5 か月の観察期間中に脱落したインプラン
ト総本数は 2 本であり，成功率は 98.5% であった．こ
の脱落したインプラント 2 本はβ-TCP 単独移植の１
症例であり，2 年 11 か月で脱離した．

図３： 移植後の CBCT 画像（前頭断）画像解析ソフトを用い
て骨造成部（赤線内）の移植骨体積を計測した．

図４：移植骨体積減少率（％），N=33

　　　　 （a）　　　　　　　 （b）　　　　　　　 （c）

図５： 骨生検時の非脱灰組織標本写真
　　　（a）TCP ＋脛骨 50%（術後 10M）
　　　（b）TCP ＋下顎枝 50%（術後 9M）
　　　（c）TCP100%（術後 10M）

表１： 混合自家骨量における移植骨体積減少率（％）
の違い
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４．考　察

　今回，術後感染が 6.7％に生じているが，全例で移
植骨総量が 3cc 以上であり，総量が多い場合に注意
を要する．4 例中 3 例で自家骨採取部位が下顎枝であ
り，唾液が混合している可能性が理由として考えられ
た．移植後 6 か月の平均移植骨体積減少率は 30.0％で
あり，Shanbhag S ら 1）のレビューで人工骨単独では
22.8％，自家細片骨では 51.6％とその中間値を示して
いた．混合する自家骨量で移植後 3 か月，6 か月とも
に有意差は認められないため，自家骨量に寄らず，β
-TCP を用いる場合は 30％の減少を見越した移植総量
が必要であるだろう．また，骨質の評価として算出し
た平均新生骨率は 28.4％であり，自家骨量に差は認め
られなかったため，1/4 以下であっても問題ないと考
え、TCP 単独移植も行うようにしたが，差は生じな
かった． Handschel J ら 7）のレビューで TCP 単独移
植の平均新生骨率は 29.2％であり同等の結果であった
が，Zerbo IR ら 8）の報告では 17％と低い値を示して

おり，今後症例数を増やして検討する必要がある．そ
して，どのような症例において人工骨単独使用では不
十分なのか，その場合に用いる自家骨や細胞は何が適
切で，どのくらい用いれば良いのかを明らかにしてい
かなければならない．

５．結　論

　上顎洞底挙上術における移植骨総量が 3cc 以上であ
り，下顎枝から自家骨を採取した場合には感染に注意
した方が良いと思われた．また、β-TCP を用いる場
合は 30％の体積減少を見越した移植量が必要であり，
混合する自家骨は 1/4 以下まで下げることが可能で
あった．この場合，2cc の造成量においては 0.5cc の
自家骨採取量となり，口腔外から採取するとしても低
侵襲で行うことが可能であり，今後これらの長期的な
結果が待たれる．
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抄　録

　当科において上顎洞底挙上術を行う際は，以前より自家骨と
共に骨補填材であるβ-TCP（β-リン酸三カルシウム，オスフェ
リオン®）を使用してきた．自家骨の採取部位としては口腔外
では腸骨と脛骨，口腔内では下顎枝，オトガイ部や上顎結節を
用い，移植に必要な採取量と患者の希望により決定した．当初
は，混合する自家骨量は 1/2 から 2/3 としていたが，どこまで
採取量を減らすことができるかが今後の目標となる．そこで，
自家骨採取部位や混合自家骨量による違いが，骨量変化，骨質，
インプラント予後に与える影響などを総合的に検証し，自家骨
の必要性について報告する．2006 年から 2013 年で上顎洞底挙
上術を施行した症例の 47 症例 60 部位を対象とした（β-TCP
単独使用：7，β-TCP と自家骨の混合使用：53）．術後感染が
生じた症例は 6.7% であり，移植骨総量が 3cc 以上であった．
CT 画像より算出した移植後 6 か月の平均移植骨体積減少率は
30.0% であり，移植後 3 か月で海綿骨を混合した場合の 14.5%
と比べて皮質骨の場合は 25.8% と有意に高い値を示した．組織
画像から算出した平均新生骨率は 28.4% であり，混合した自家
骨量や種類で差は認められなかった．インプラント埋入後，脱
落したインプラント総本数は2本であり，成功率は98.5%であっ
た．今回，移植骨量の 1/4 以下まで自家骨採取量を減らすこと
が可能であり，上顎洞底挙上術においてβ-TCP 単独使用でも
十分な可能性が示唆された．
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●シンポジウム

ネオボーン® を移植材料としたサイナスリフト

西條　英人

Sinus floor elevation using Neobone® as a grafting material

Hideto Saijo

　東京大学医学部附属病院　顎口腔外科・歯科矯正歯科
　Department of Oral-Maxillofacial Surgery, Dentistry and Orthodontics, The University of Tokyo Hospital

Abstract

Sinus floor elevation is often necessary with implant treatment in maxillary posterior because of residual 
bone defect. Implant placement is impossible in some clinical cases without sinus lift. In recent years various 
grafting materials are clinically used for sinus floor elevation including autogenous iliac bone. Requirements 
for artificial bone are: ① good operability, ② compatibility with the form of the defect region, ③ high bearing 
capacity and ④ capability of inducing bone regeneration. Artificial bone fulfilling all of those requirements 
has not been developed. This study states the clinical findings in using one of the artificial grafting materials, 
Neobone (MMT Co., Osaka).

(J Bio-Integ 5 : 27 - 32, 2015.)

１．緒　言

　上顎の臼歯部においては，垂直的骨量が少なく，イ
ンプラント埋入が困難なことが多い，このような問題
を解決するために，1980 年代に上顎洞粘膜を拳上し
て腸骨を移植する上顎洞底挙上術が開発されて以来多
く報告されている 2）．しかし，自家骨を使用する場合
には，健常な部位に侵襲が加わるという大きな欠点が
ある 3）．現在では，こうした問題を解決するために，
自家骨以外の移植材料を用いる方法，すなわち，他家
骨 4），異種骨，人工骨 5,6）などの移植材料を応用した
報告が散見されている．また，近年では，上顎洞粘膜
を拳上した空隙を維持する事により，骨移植を行わず
に，インプラント埋入を行い，インプラント周囲に骨

形成が認められたという報告がある 7）．
　本稿では，連通気孔構造を有するハイドロキシアパ
タイトのネオボーン®（株式会社エム・エム・ティー、
大阪）の使用経験に関して報告する．

２．症　例

１）症例１
 　症例は 46 歳女性．重度歯周炎により全顎にわたる
垂直的骨吸収および上顎前歯部の水平的骨欠損を認め
た（図１a,b）．保存不能な歯の抜歯後，治療義歯を作
製した後に，ラテラルアプローチによる両側上顎洞
底挙上術および上顎前歯部に厚さ 0.2㎜のチタンメッ
シュ（日本マーチン株式会社，東京）を用いた骨造成
術を施行した（図２a,b）．供給側は後腸骨および，ネ

　Accepted for publication 13 July 2015
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オボーン® とし、右側には腸骨海綿骨細片を移植し，
右側上顎洞には自家骨のみでは不足したため，その不
足分を補うため、ネオボーン® と混合物を移植した（図
３a ～ d）．4 か月後にチタンメッシュ除去術，AQB2
ピースインプラント（AQB-RHA，東京）を用いてイ
ンプラント埋入術を施行した（図４a ～ c）．2 次手術
を施行後，術後 10 か月にブリッジタイプの最終補綴
物を装着した．
 　自家骨のみを移植した上顎洞を単独側，一方で，自
家骨とネオボーン® との混合物を移植した上顎洞を混
合側として，術直後，術後 3 か月，術後 2 年 2 か月，
術後 2 年 10 か月で撮影した CT 画像を Ziosoft 社製
zioTerm2009 に出力し，両側下顎骨オトガイ孔より
も 2mm 後方を通る前頭断面で，単独側および混合側
の移植骨の垂直的高径および CT 値（HU）を計測し
比較検討した（図５a～c）．術直後のCT画像において，
単独側の垂直的高径は 16.0㎜，平均 HU 値は 417，混
合側ではそれぞれ 18.1㎜，622 であった．術後 3 か月
では，単独側 12.0㎜，300，混合側 17.6㎜，502，術
後 2 年 2 か月では単独側 8.5㎜，186，混合側 15.8㎜，
423，術後 2 年 10 か月では，単独側 6.1㎜，32，混合
側 13.9㎜，326 であった．術直後と術後 2 年 10 か月
を比較すると，垂直的高径および HU 値の減少率は，
混合側よりも自家骨のみを移植した単独側で著明で
あった（表１，２）．

図１：初診時所見
　　　a：口腔内所見，b：パノラマ X 線画像所見

a

b

 表１ 表２
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図２：術前 CT 画像所見
　　　a：冠状断，b：水平断

a

b

図３：骨移植時の術中所見
　　　a：メッシュプレート試適，b：右側洞粘膜挙上後，
　　　c：左側洞粘膜挙上後，d：骨移植後

a

c

b

d

c

b

a

図４：メッシュ除去，インプラント埋入時の所見
　　　a：メッシュプレート除去時，b：インプラント埋入後，
　　　c：術直後パノラマ X 線画像

c

b

a

図５：サイナスリフト後の CT 画像所見（冠状断）
　　　a：術直後，b：術後 3 ヶ月，c：術後 2 年 10 ヶ月

バイオインテグレーション学会誌　第５巻 J Bio-Integ 5 : 27 - 32 2015.
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２）症例２
 　60 歳女性，インプラント治療を希望され来院。術
前の精査により，左上 4 ～ 6 欠損部の既存骨は最薄部
で 2mm であり，インプラント治療を行うには，サイ
ナスリフトが必要と診断した（図６a,b）．通法通り，
粘膜骨膜弁を形成し，上顎洞側壁部を明示した．SLA
キット（株式会社フォレスト・ワン，千葉）を利用し
て洞壁の骨を削合し，上顎洞底粘膜を挙上した後に，
ネオボーン® を移植し，AQB1 ピース T タイプインプ
ラント（AQB-RHA，東京）を同時埋入した．術直後
の所見では，CT 画像により，洞粘膜の損傷および，
移植材料の洞内漏出はなく，インプラント埋入所見に
おいても問題はなかった．さらに術後 1 年の CT 画像
においても，人工骨および既存骨に対して異常な骨吸
収像はなく，良好に経過している（図７, 図８a ～ c，
図９a, b）．

図６：右側 6 番部サイナスリフト術前画像所見
　　　a：パノラマ X 線画像所見，b：CT 画像所見（冠状断）

a

b
図７：術直後の画像所見
　　　パノラマ X 線画像所見

図９：口腔内所見
　　　a：補綴物装着時，b：補綴物装着後

a

b

cb

a

  図８：術後 1 年の画像所見
  　　　ａ: パノラマ X 線画像所見，
  　　　ｂ： CT 画像所見（冠状断），
  　　　ｃ： CT 画像所見（パノラミック像）
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３．考察・まとめ

　骨欠損部に対する移植材料として，ハイドロキシア
パタイト（HA）や，α，β‐リン酸カルシウム（TCP）
などが市販されている．ネオボーン® を代表とするハ
イドロキシアパタイトは、リン酸カルシウム系のバイ
オマテリアルで，その特徴は、人間の骨の成分に近い
ことから生体親和性が高いことである．この HA 人
工骨は骨形成に必要なコラーゲン組織の進入により気
孔内部にも新生骨を導く8）ことから、生体組織と強い
親和性があり骨組繊と直接結合するのが特徴的であ
る。また、人骨と比較して機械的強度が強い点が優れ
ており、欠損部の補填材として臨床に広く用いられて
いる。
　ネオボーン® は、2003 年に整形外科領域で応用さ
れるようになり、歯科領域では 2010 年に認可され、
臨床応用されている。ネオボーン® の特徴は、これ
までのハイドロキシアパタイトの人工材料との違い
は、連通気孔構造を有する事である。すなわち、直
径 150µm の多数の気孔が連なり、さらに気孔同士が
平均直径 40µm の気孔間連通部により結合した、多孔
体構造を有している。この多孔体構造は、骨内へ移植
後はネオボーンの内部にまで細胞が侵入して新生骨の
形成を促進する特徴的な構造である 9,10）。ゆえに、ネ
オボーン® は材料の内外で骨伝導を発揮する事が出来
る材料であり、今までのハイドロキシアパタイト系人
工材料とは大きな違いであると言える。さらに、約
70％の気孔率を有するのにもかかわらず、圧縮強度は
12 ～ 18MPa という、海綿骨の数倍程度の圧縮強さを
併せ持つ特徴がある 11）。
　ネオボーンの使用経験から得られた知見としては、
自家骨単独で移植した側と、自家骨にネオボーンを混
合させ移植した側との比較では、ネオボーンを混合さ
せた側の方が垂直高径が維持されており、また、CT
値に関しても減少率が低かったことから、ネオボーン
自体は残存しており、吸収されずに空隙の維持を担っ
ているものと思われる。また、ネオボーンを単独で、
1 ピースインプラントの同時埋入に使用した際には、
術後 1 年の CT にて自家骨既存骨に変化をきたしてい
ないことから、サイナスリフトの際にネオボーン単独
においても問題なく使用出来る材料であることが示唆

された。

　本内容は第 5 回バイオインテグレーション学会総会
シンポジウムにて発表を行った。
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抄　録

　上顎臼歯部のインプラント治療においては，既存骨がないた
めに，上顎洞へのアプローチが必要になる事が多い．すなわち，
サイナスリフトを併用しなければインプラント治療が不可能な
症例もある．近年，自家腸骨をはじめ，様々な移植材料が普及
しており，それらの材料を用いて臨床応用されている．人工骨
の要件としては，①操作性が良いこと，②欠損部によく適合し
た形状をとること，③支持性を有すること，④骨再生誘導能を
有することなどが望ましいと考えられる 1）．しかし，全ての要
件が満たされた人工骨は，いまだ開発されていない．本稿では，
人工材料の一つである，ネオボーン®（株式会社エム・エム・
ティー，大阪）を使用して，臨床的に得られた知見に関して述
べる．

バイオインテグレーション学会誌　第５巻 J Bio-Integ 5 : 27 - 32, 2015.
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ウサギ副鼻腔粘膜挙上部におけるβ－リン酸三カルシウムブロックの
組織学的，組織形態学的分析

河奈　裕正 1），森　泰昌 2），木村　彩 3），中川　種昭 1），朝波　惣一郎 4）

Histologic and histomorphometric analysis of β-tricalcium phosphate 
block as a material of paranasal sinus augmentation in rabbits

Hiromasa Kawana 1), Taisuke Mori 2), Aya Kimura 3), Taneaki Nakagawa 1), Souichiro Asanami 4)

　１）慶応義塾大学医学部歯科口腔外科学教室
　２）独立法人国立ガンセンター
　３）清水病院
　４）山王病院
　１）Keio University, School of Medicine, Department of Dentistry and Oral Surgery, Division of Oral and Maxillofacial Surgery
　２）National Cancer Center Hospital, Department of Diagnostic Pathology
　３）Sizuoka City Shimizu hospital, Department of Oral and Maxillofacial Surgery
　４）International University of Health and Welfare, Sanno Hospital, Dental Implant Center

Abstract

Purpose: To evaluate histologic and histomorphometric results of paranasal sinus augmentation using 
β-tricalcium phosphate (β-TCP) block in rabbits 
Material and Methods: A high-purity β-TCP block was implanted into the space after the paranasal fl oor 
elevation in rabbits. Specimens at 3 days, 1 week, 2 weeks and 6 weeks after the implantation were observed 
histologically. Histomorphometric measurements of residual material and new bone were made by image analysis.
Results: The new bone was appeared at 2 weeks. The material has been disappeared and replaced to the new 
bone with time. The area ratio of the material has been decreased to 2.6±3.7% at 6 weeks and that of new bone 
has been increased to 42.0±5.8%.
Conclusion: The bone conductivity and capability of being replaced by new bone were proved in this rabbit-
model experiment.
Keywords：β-tricalcium phosphate, maxillary sinus augmentation, paranasal sinus, maxillary sinus, rabbit

(J Bio-Integ 5 : 33 - 37, 2015.)

１．緒　言

　骨補填材の成分は複数種あり，その中でβ- リン酸

三カルシウム（以下，β-TCP）は，体内において自
家骨に置換することが知られている．この特徴を生か
した治療法として，デンタルインプラント治療を目的
とした上顎洞底挙上術が報告されている 1）．

　Accepted for publication 21 September 2015
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　われわれは，そのβ-TCP を上顎洞底挙上部に填入
した際，組織学的，組織形態学的にどのように変化し
ていくのかを知るため，比較的骨のリモデリングが早
いとされているウサギを用いた実験を組み，その動態
を観察したので報告する．

２．材料と方法

　β-TCP を骨補填材とした上顎洞底挙上術の模倣手
術をウサギによる動物実験で以下のように行った．
　使用した材料は，高純度β -TCP である白色多孔体
骨補填材 オスフェリオン ®（純度 99％以上，気孔率
75％，気孔径 100 ～ 400μm，初期圧縮強度：ブロッ
ク 2 ～ 5MPa，顆粒 0.9MPa，オリンパス光学，現
オリンパスバイオマテリアル社製，東京），2 × 4 ×
6mm 大のブロック体，0.05g である（図１）．材料の
特徴は，骨伝導能を有し生物学的安全性に優れている
ことと，リモデリングにより骨に置換し体内に残存し
ないことである．

した．この操作により洞粘膜が明示されるので，歯科
用エキスカや骨膜剝離子を洞内壁に沿って操作して洞
粘膜を骨面から剝離し，内方に挙上させた . 最後に，
挙上後のスペースにβ-TCP ブロックを挿入し，有茎
骨弁として保存した骨壁を復位させ，4-0 ソフトナイ
ロン（ソフトレッチ ®，ジーシー，東京）にて縫合閉
鎖した（図２）．

図１： 使用したβ-TCPブロック体とSEM像（オスフェリオン®，
オリンパスバイオマテリアル社製，東京）

　実験動物は，体重 3 ～ 3.5kg，雄性，日本白色家兎
（以下，ウサギ）を使用した．
　麻酔は，ペントバルビタールナトリウム麻酔用注射
液（ソムノペンチル ®，共立製薬，東京）を体重 1kg
当たり 30mg（0.5mL），耳静脈より緩徐に静脈投与し
て全身麻酔を施し，自発呼吸にて維持した．
　手術は，Asai らの術式 2）を参考に，以下の方法で行っ
た．まず，両側眼球間を剃毛後，矢状方向に約 1.5cm
の皮膚切開を骨面に達するまで加え，切開部断端に T
字切開を適宜追加して骨膜を剥離し，両側眼球間に存
在する副鼻腔上の骨面を露出させた．続いて，丸刃の
歯科用骨ノミにより，骨を洞粘膜から削ぐように外側
に剥離し，基部で母骨と繋げたままの有茎骨弁を形成

図２： ウサギ副鼻腔粘膜挙上スペースへのβ-TCP ブロックの
挿入

　3 日，1，2，6 週後に 3 匹ずつ屠殺し，ブロック内，
および，周囲の組織学的評価を行った．さらに，各観
察期間別の両側副鼻腔 6 側における材料占有率と新生
骨占有率を測定し，材料の吸収と新生骨の増生につい
て評価した．なお，動物実験は，慶應義塾大学医学部
動物実験倫理規定にしたがい，学内申請後に許可を得
て実施した．また，データの分析は，組織形態学的
測定を WinROOF（三谷商事，東京）で，統計処理を
SPSS 12.0J for Windows（Microsoft，シカゴ）で行った．

３．結　果

　組織学的所見を示す．3 日目，挿入したβ-TCPブロッ
クは原型を留めていたが，気孔内に線維組織の進入と
血管新生が見られ，また，材料とそれらとの境界部に
おいて，骨原性細胞と思われる細胞が材料に沿って並
んでいる像が見られた．さらに，既存骨と材料との間
に新生骨の形成が見られた（図３）．1 週後，気孔が
拡大する形で材料が吸収し，気孔内での血管新生がよ
り盛んになっている様子が観察された．また，ブロッ
クは未だ長方形の形態を保持していたものの，周囲が
僅かに吸収し，角部では丸みを帯びていた（図４）．2
週後，材料の吸収はさらに進み，それと共に，骨と線
維組織が増生して，材料の一部は，ブロックから遊離
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するようになっていた．気孔内は，骨の新生がさらに
進み，材料と新生骨との間には，異物巨細胞等の炎症
細胞の介入はなく，両者が連続した像として認められ
た（図５）．6 週後，残存する材料はさらに少なくなり，
新生骨と線維組織とが主体となる像となっていた（図６）．

　組織形態学的には，3 日目，1 週目と骨新生は見ら
れず，材料もそれぞれ占有率 36.8 ± 4.1%, 36.3 ± 4.2%
と変化はなかった．2 週目になるとブロック内に新生
骨ができ始め，骨占有率が 11.0 ± 10.1% となり，一
方，材料の占有率は 25.3 ± 10.1 と低下し，6 週目で
は，骨占有率は 42.0 ± 5.8% と増加し，材料占有率は
2.6 ± 3.7% と低下した（表１）．なお，3 日目の標本
で見られた既存骨と材料との間に形成された新生骨部
分は，材料内に生じた新生骨ではないため，測定部位
から除外した．

図３：組織学的所見，３日目．
　　　緑枠内は既存骨と材料との間の骨新生を示している．

図４：組織学的所見，１週目

図５：組織学的所見，２週目

図６：組織学的所見，６週目

表１：β-TCP，および，新生骨の占有率

４．考　察

　上顎洞底挙上術に用いる骨補填材の内，生化学的に
合成された人工材料であるβ-TCP は，手術侵襲の大
きい自家骨移植，免疫学的安全性が確立されていない
同種骨移植，異種骨移植と比べて，安全で，低侵襲の
手術を実現しうるといわれている 1）．骨の新生につい
ては，Zerbo らのヒトにおける生検を用いた臨床研究
で，上顎洞底挙上術にβ-TCP 顆粒を単独で使用した
場合，術後 8 か月で新生骨占有率が 20％であったと
報告されている 3）．これは，自家骨粉砕単独塡入の 6
か月後の骨占有率が 26％，正常な上顎既存骨の骨占
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有率が 24 ～ 61％であることと比較し，それに近い割
合の新生骨が形成されたことを実証している 4）．そし
て，今回使用した国産の高純度β-TCP は，その骨伝
導能により，全ての材料が新生骨に置換すると言われ
ている 5）．われわれは，骨リモデリングの速度が速く，
明視野で皮膚から副鼻腔への到達が容易であるウサギ
を用い，その骨置換の様子を比較的短期間で観察し
た．実験では，手術操作中に自家骨片が測定予定部位
に混入して新生骨の組織形態学的測定に影響しないよ
う，粒子間隙を持つ顆粒ではなく，純粋な材料内のみ
の経時的変化を観察しうるブロック体を選択して塡入
した．
　その結果，ヒトの上顎歯槽骨における骨占有率約
40%に相当する骨 4）が6週目の標本で観察されたため，
ウサギを用いた上顎洞底挙上術の模倣手術では，少な
くとも 6 週間以上の観察期間を設定することが望まし
いことが示唆された．
　ただし，ブロック体を挿入する上顎洞底挙上術はヒ
トにおける臨床術式では非現実的であり，補填材は顆
粒を用いているのが通例である．ブロック体を用いる
と，材料を一塊にして上顎洞底挙上部に挿入するため，
骨開窓部を大きくせざるをえない．そのために手術時
間は延長し，手術範囲の拡大も余儀なくされる．また，
ブロックの角部が上顎洞粘膜穿孔の原因となったり，
さらに，材料が上顎洞内に迷入した場合は上顎洞自然
孔からの鼻腔への短期の自然排泄は望めず，上顎洞炎
を併発したり，材料の摘出術を行う危険性が高くなる．
本研究では，あくまで術中に生じうる骨片や軟組織の
混入を排除する条件を設けるためにブロック体を使用
したことを強調しておきたい．
　本材料は，他の人工材料と同様に自家骨を採取する
ことなく使用できる利点があり，さらに，材料補填後
の荷重を回避した環境下で骨置換が行われるため，上
顎洞底挙上部への適用は妥当と思われた．骨置換の様
子は，3 日目に周囲骨と材料との間を繋ぐように新生
骨が見られた所見とは別に，ブロック内部で 2 週目よ
り骨を認めたが，ブロック内で新生した骨は周囲骨と
の連続性はなかったため，気孔内に進入した細胞が自
ら骨を新生していくことが示唆された．
　また，材料は炎症反応を伴わずに積極的に骨に置換
していた．最初に材料表層に骨原性細胞が並び，その
後，新生骨が材料に接する様に出現し，破骨細胞やマ

クロファージが介入しないというヒトの生検での評価
5）と同様，材料と新生骨とは direct boundary の状態
を呈することも分かった．

５．結　論

　高純度β-TCP の特徴といわれている骨伝導能，骨
置換能が，ウサギのモデル実験で証明された．また，
同様の実験系を組む場合，少なくとも 6 週間の観察期
間が必要であることが示唆された．
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抄　録

【目的】β- リン酸三カルシウム（以下，β-TCP）ブロックを
ウサギ副鼻腔底挙上部に填入し，組織学的，組織形態学的に評
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価した．
【方法】高純度β-TCP のブロック体を，ウサギの副鼻腔粘膜を
剥離，挙上したスペースに填入して，3 日，1，2，6 週後のブロッ
ク内，および，その周囲を組織学的に観察し，さらに，材料，
および，【結果】組織学的所見では，2 週目で骨が新生し始め，
それに伴い材料が吸収され，骨への置換が進んだ . 組織形態学
的測定では，6 週目には材料占有率が 2.6 ± 3.7% まで低下し，
一方，新生骨占有率は 42.0 ± 5.8% へと増加した．

【結論】本材の特徴といわれている骨伝導能，骨置換能が，ウ
サギのモデル実験で証明された．

キーワード： β-リン酸三カルシウム，上顎洞底挙上術，副鼻腔，
上顎洞，ウサギ

バイオインテグレーション学会誌　第５巻 J Bio-Integ 5 : 33 - 37, 2015.





39 ●

●シンポジウム

Platelet Rich Fibrin を単独使用した上顎洞底挙上術

金山　健夫

Sinus floor elevation using platelet rich fibrin

Takeo Kanayama

　名古屋市立大学　歯科口腔外科
　Department of Oral Maxillofacial Surgery, Nagoya City University, Graduate School of Medical Sciences

Abstract

Recently, a platelet-rich fibrin (PRF) as a second-generation platelet concentrate has been used as the sole 
grafting material in sinus floor elevation. Autologous PRF is inexpensive and easy to handle. It protects 
the sinus membrane from perforation during elevation of the membrane. Several reports have described 
significant bone gain after sinus floor elevation using PRF.The use of PRF as the sole grafting material during 
simultaneous sinuslift and implantation is a safe and reliable method.

(J Bio-Integ 5 : 39 - 42, 2015.)

１．緒　言

　上顎洞底挙上術において良好な骨造成を行うために
は，上顎洞粘膜を損傷無く骨面から剥離し高い位置に
保持することが重要である．これによって骨面と上顎
洞粘膜の間に space ができ，新生骨がつくられていく．
現在，その方法としては，
① 移植材を何も入れずにインプラントで上顎洞粘膜を

支える方法
② 移植材として Platelet rich fibrin（PRF）などの濃

縮血小板を単独使用する方法
③ 移植材として顆粒状の補填材（自家骨・他家骨・異

種骨・人工骨）を使用する方法
があるが（図１），space making の観点からは明らか
に③の方法が有利である．Nedir らはオステオトーム
による上顎洞底挙上術で移植材（Bio-Oss 0.25g) あり

の群となしの群を比較した Prospective Randomized 
Control Study を発表しており 1），X 線で評価した 1
年後の骨造成量は移植材ありの群が 5.0㎜，移植材な
しの群が 3.9㎜で，移植材ありの群が有意に多い結果
であった（表１）．しかしながら，移植材を用いる場
合は自家骨であれば骨採取の侵襲が，他家骨・異種骨・
人工骨であれば費用面や感染などの安全面が問題とな
るためデメリットも多い．さらに経時的な移植材の吸
収も問題とされており，また移植材の有無はインプラ
ントの生存率に影響を与えないことがわかってきてい
るため 2），現在では上顎洞底挙上術に移植材を用いる
メリットは疑問視されつつある．
　一方，移植材を用いない方法では上顎洞に突出した
インプラントが上顎洞粘膜を支え space をつくるた
め，インプラントの先端を超えて新生骨が形成される
ことはない．そのため，骨造成量は移植材を用いた方
法より劣るが臨床成績は極めて良好で 3），移植骨を採
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取する必要が無いため非侵襲的であること，移植材料
のための費用がかからないこと，安全性が高いことな
どメリットが多い．

用いない方法と顆粒状の移植材を用いた方法の中間的
位置づけと考えられる（図１）．PRF は第二世代濃縮
血小板の一つで，2006 年に Dohan，Choukroun らに
よって報告された４）．作成方法は患者から 20 ～ 40ml
採血して直ちに 400G で 10 分間遠心分離するだけで
あり，極めて簡便・安価である．PRF の主体はフィ
ブリンで軟らかいゲル状の構造物である．また，フィ
ブリンのネットワークに採血された血液中の 97％以
上の血小板と約 90％の白血球が含まれており，これ
らから放出される成長因子の効果も期待されている

（図２）5）．

　図３は PRF を単独使用したソケットリフト後の典
型的な CT 像である．術直後はインプラントの先端よ
りも上に上顎洞粘膜が保持されているが，6 ヶ月後の
CT では挙上された粘膜がインプラント先端より下ま
で下がっている．これは術後に PRF が収縮あるいは
吸収したためと考えられ，PRF にはそれほど長期的
な space making 力がないと考えられる．しかし，6 ヶ
月以降上顎洞底の位置は安定し，12 ヶ月後，24 ヶ月
後でもほとんど位置はかわらず，上顎洞粘膜下には
新生骨と思われる不透過性の亢進を認める．つまり，
PRF を単独使用した方法では PRF を入れた分だけ上
顎洞粘膜下の血餅量が増え，また PRF 中の成長因子
が骨造成に有利に働く可能性もあるが，本質的には移

図１：サイナスリフトの移植材
　　　① 移植材を用いないソケットリフトではインプラントが

上顎洞粘膜を支え space をつくり，そこに血餅がたま
り，やがて新生骨がつくられる．

　　　②  PRF を単独使用したソケットリフトでは術直後は
PRF が上顎洞粘膜を支え space をつくるが，比較的
短期間で PRF は収縮あるいは吸収するため①と同様
インプラントが上顎洞粘膜を支え space をキープす
る．血餅量は填入された PRF の分だけ①よりも多く
なると思われる．

　　　③ 顆粒状の移植材を用いた方法では移植材が上顎洞粘膜
を支え space をつくり，上顎洞粘膜はインプラント先
端よりも高い位置に比較的長期間キープされるため良
好な骨造成が得られる．

表１：
Diss, 
2008

Toffler, 
2010

Nedir, 
2012 自験例

Implant 35 本 138 本 20 本 17 本 39 本

残存骨量 6.5mm 6.6mm 2.2 ±
0.8mm

2.6 ±
0.9mm 2.7mm

移植材 PRF
3 枚

PRF
2～4枚

Bio-Oss
0.25g なし PRF

2 枚
※インプラ
ント突出量 4.0mm 3.6mm 5.4mm 5.8mm 5.7mm

1 年後
骨造成量 3.2mm 3.4mm 5.0mm 3.9mm 4.4mm

※ インプラント突出量は埋入されたインプラント長さ
から残存骨量を減ずる事によって近似値を算出した

図２： Platelet rich fibrin の組織像（Dohan らの論文 [5] より
改変引用）

　　　 PRF の主体はフィブリンであるが，Red area と Yellow 
clot の境界あたりには多数の血小板と白血球が含まれて
いる．

２．方法と結果

　PRF を単独使用した上顎洞底挙上術は，移植材を
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　現在，PRF を単独使用したクレスタルアプローチ
での上顎洞底挙上術に関するまとまった報告は２つあ
る（表１）6,7）．Diss らは 35 本の，Toffler らは 138 本
のインプラント埋入部位にクレスタルアプローチによ
る上顎洞底挙上術を行った．Diss らの症例群は平均
残存骨量が 6.5㎜で上顎洞底挙上部に PRF を 3 枚填入
したところ，X 線で評価した 1 年後の骨造成量は平均
3.2㎜であった．Toffler らは平均残存骨量 6.6㎜に対し
PRF を２～４枚填入したところ，X 線での 1 年後の
骨造成量は 3.4㎜であった．これらの報告での骨造成
量は Nedir ら１）の報告における移植材を用いない症
例群での骨造成量よりも少ない結果となったが，彼ら
の症例群は Nedir らの症例群よりも残存骨量が多く上
顎洞へのインプラント突出量が少なかったためである
と思われる（表１）．
　我々の施設でも 2010 年より PRF を単独使用した上
顎洞底挙上術を積極的に行っており，残存骨量が少な
い症例でも良好な結果を得ている．残存骨量 5㎜以下

（平均残存骨量 2.7㎜）の 39 例に対しソケットリフト
を行い PRF を 2 枚填入した結果，X 線上での 1 年後
の骨造成量は 4.4㎜であった（表１）．我々の症例群と
Nedir ら１）の症例群では残存骨量およびインプラント
突出量がほぼ同条件と考えられるので移植材の違い
による骨造成量を比較してみると，最も多いのが Bio-

植材を用いない方法と同様で埋入したインプラント先
端が上顎洞粘膜を支える形になるため，インプラント
の上顎洞への突出量が骨造成量に大きく関与すると思
われる．そこで「PRF の量」と「上顎洞へのインプ
ラント突出量」が骨造成量に及ぼす影響について，文
献を交えて考察してみたい．

図３：PRF を単独使用したソケットリフトの CT 所見
　　　 術直後は PRF によりインプラント先端よりも高い位置

に上顎洞粘膜が保たれているが，術後６ヶ月ではインプ
ラント先端よりやや下まで下がっている．それ以降では
上顎洞底の位置は安定しその下には新生骨と思われる
CT 値の亢進を認める．

Oss を用いた場合で，次が PRF を用いた場合で，移
植材を何も入れない場合が最も少ない結果となった．
そして PRF を 2 枚入れた場合の骨造成効果は X 線上
で 0.5㎜程度と考えられ，PRF には多少骨造成効果が
あるものの顆粒状の移植材には及ばないと考えられ
る．
　填入する PRF の量を増やせば骨造成量が増える可
能性もあるが、PRF の space making 力から考えると
インプラント先端を超えての骨造成は困難だと思われ
る。しかし PRF の有用性は骨造成効果のみではなく，
むしろ PRF の物理的性質による上顎洞粘膜保護効果
が，特に盲目的に操作を行うクレスタルアプローチに
おいては極めて有用だと考える．図３は左上５６７部
ソケットリフト時の上顎洞粘膜の状態を内視鏡で観察
した写真である．左上５６部には PRF を 2 枚ずつ填
入したが，左上７部は移植材を何も用いなかったため
インプラントが直接上顎洞粘膜に接している．通常ソ
ケットリフトは盲目的に行うため，移植材を何も用い
ない場合は回転しながら埋入されたインプラントが上
顎洞粘膜を損傷してしまう可能性がある．一方，移植
材を用いた方法ではインプラントが直接上顎洞粘膜に
接しないため上顎洞粘膜損傷のリスクが軽減される
が，上顎洞粘膜保護効果に関してはゲル状の構造物で
ある PRF の方が顆粒状の移植材よりも優れていると
考える（図４）．また PRF は完全自己血由来であるた
め，万が一上顎洞粘膜を損傷してしまった場合におい
ても感染源になることはなく，きわめて安全性が高い．

図４：ソケットリフト後の上顎洞粘膜の内視鏡所見
　　　 PRF を填入した部位では上顎洞粘膜が保護されている

が，移植材を用いない部位ではインプラントが直接上顎
洞粘膜に接している．
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３．結　論

　上顎洞底挙上術における移植材としての PRF の有
用性について，骨造成の観点と安全性の観点から考察
した．PRF を単独使用する方法での骨造成は，原理
的には補填材を入れない方法と同じと考えられるが，
挙上された上顎洞粘膜下の血餅量が多くなるため移植
材を用いない方法よりもやや骨造成量が多くなる可能
性がある．また，インプラント埋入時に PRF が上顎
洞粘膜を保護するため，特にインプラントを同時埋入
するクレスタルアプローチでは有効な方法であると考
えられる．
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抄　録

　近年第 2 世代濃縮血小板である Platelet Rich Fibrin（PRF）
を移植材として単独使用した上顎洞底挙上術が報告されるよう
になってきた．PRF は容易・安価に作製でき，完全自己血由
来であるため安全性が高く，術後良好な骨再生を得ることがで
きる．PRF を用いた上顎洞底挙上術は安全・有用な方法であ
ると思われる．

バイオインテグレーション学会誌　第５巻 J Bio-Integ 5 : 39 - 42, 2015.



43 ●

　IP ソリューション三共歯科
　Private Practice, IP solution Sankyo Dental

Abstract

Various bone graft materials are used for sinus lift. Each bone graft material has its characteristics including 
disadvantages and none of them is perfect for sinus lift. On the other hand there have been reports on sinus 
lift procedures without bone grafting and it has become known that sinus lift procedure can be completed 
without bone graft materials with disadvantages though they are minor. This study is on sinus lift procedure 
for creating a secluded compartment for bone regeneration by lifting sinus membrane with absorbable suture 
without bone grafting. As a result, bone available for implant insertion was obtained in 6 months after the 
surgery. Osseointegration was obtained with most implants placed and prosthesis delivery was completed. 
Present study introduces this sinus lift procedure with reviews and clinical process of 2 clinical cases. With 
this sinus lift procedure bone formation necessary for implant placement was observed by x-ray and also 
macroscopically which suggests the usability of this procedure.

(J Bio-Integ 5 : 43 - 50, 2015.)

●シンポジウム

「骨補填材を使用しないサイナスリフト」

澤　裕一郎

Sinus lift technique without bone graft material

Yuichiro Sawa

１．緒　言

　これまでにさまざまなサイナスリフトの術式が考案
されてきたが，「上顎洞粘膜（以下洞粘膜と略す）の
剥離挙上」と「空間への骨補填材の充填」の 2 つが基
本ではないかと思われる．そのうちの一つである骨補
填材については多数の研究報告があり，上顎洞の状態
や術者の使用感などから適切に選択されている．この
報告は「骨補填材を使用しない」サイナスリフトであ
る．骨補填材を使用しなければ，前述した 2 つの基本
条件が揃わないのでサイナスリフトは成立しないはず

だが，実際には骨補填材を使用したサイナスリフトと
同様の骨造成効果が期待できることが報告されてい
る．S.Lundgren は骨移植のないサイナスリフトにつ
いて，サイナスリフトの空間に血餅が貯留することで
骨形成が得られ骨補填材を使用せずとも良好な結果で
あることを報告した 1）．その後は，サイナスリフトの
空間へ血液（PRP，自己血，CGF など）を充填した
症例も報告された 2,3）．これらは本当に骨形成を生じ
てインプラント治療に適切な骨を供給しているのだろ
うか．今回は骨補填材も血液も填入しないサイナスリ
フトについて，その術式を紹介し，症例を供覧すると
ともに，臨床結果からみた骨形成に関する推論，利点

　Accepted for publication 25 May 2015
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や問題点などについて報告する．

２．方　法

　サイナスリフトのための開洞は上顎洞前壁に行う．
切削器具にて上顎洞前壁骨を方形に開洞し洞粘膜を周
囲から剥離挙上する．このとき開洞部骨片は最後に復
位するためにブロック状に切り出して器械台上で清潔
に保管しておく．ついで，開洞部上縁と鼻腔側壁に形
成した複数の小孔へ吸収性縫合糸をジグザグに通して
洞粘膜を挙上した状態で維持する（図）．洞粘膜が丈
夫なら吸収性縫合糸にて開洞部上縁に縫合固定しても
よい．最後に開洞部骨片を復位して吸収性縫合糸で囲
繞結紮して固定する．術後は 6 か月でインプラント体
埋入手術を行い，さらに 6 か月後に二次手術を行いア
バットメントを連結している．

３．症例供覧

１）症例１
　主訴：左側上顎臼歯部欠損部による咀嚼障害
　現症：口腔内所見では │５６ 部が欠損し │７ は
残根状態であった（写真１）．CT 所見では歯槽頂か
ら上顎洞底部までの歯槽骨高径は5～7ミリと少なく，
インプラント治療には不足していたのでサイナスリフ
トを必要とした（写真２− A）．上顎洞内は軽度の洞
粘膜の肥厚を認めたものの病的状態ではないと判断し
た（写真３− A）．
　経過：2009 年 4 月に静脈内鎮静療法併用局所麻酔
下でサイナスリフトを行った．│７ を抜歯後に上顎
洞前壁骨をレシプロソーにて開洞後，洞粘膜を剥離挙

写真１：術前口腔内写真
　│７ は要抜歯とした．

写真２：CT パノラマ画像
　Ａ） 術前‥ │５６ を中心として骨量不足を認めた．
　Ｂ） サイナスリフト後‥洞底部は鼻腔底部と一致した位置で

平坦化した．
　Ｃ） インプラント体埋入後‥インプラント体はサイナスリフ

ト内に包含されていた．
　Ｄ） ５年後‥明らかな骨吸収は認めず骨量の減少はなかった．

上した（写真４− A，B）．クロスカットバーにて開
洞部周囲骨に複数の小孔を形成し，小径ラウンドバー
にて鼻腔側壁に小孔を形成し，吸収性縫合糸を開洞部
上縁と鼻腔側壁の小孔へジグザクに通して粘膜の沈降
を抑止した（写真４− C）．サイナスリフトにて形成
された空間を生理食塩水にて十分に洗浄後に，開洞部
骨片を復位して吸収性縫合糸にて縫合固定した（写真
４− D）．術後は 3 日間の抗菌薬の内服投与を行った．

図：洞粘膜挙上を維持するための吸収性縫合糸の様子
　Ａ）頬側方向から
　Ｂ）歯槽頂方向から
　Ｃ）鼻腔方向から

　　  A　　　　　　　 B　　　　　　　　C
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写真４：サイナスリフトおよびインプラント手術
　Ａ）呼気による洞粘膜の沈降．
　Ｂ）吸気時の洞粘膜の上昇．
　Ｃ） ジグザグに通した吸収性縫合糸による洞粘膜の挙上の維持．
　Ｄ）開洞部骨片を復位して縫合固定した．
　Ｅ）インプラント体埋入時‥初期固定は良好だった．
　Ｆ） 二次手術時‥骨結合が得られテンポラリーアバットメントが装着された．

写真３：デンタル CT 画像
　（上段は │５ 部，下段は │６ 部）
　Ａ） 術前‥わずかな洞粘膜の肥厚を認めた．
　Ｂ） サイナスリフト後‥洞粘膜肥厚部の下方に骨形成を思わせる線状の不透過像を認めた．
　Ｃ） インプラント体埋入後‥骨形成を思わせる線状の不透過像はサイナスリフ後より上方へ移動していた．│６ 部のインプラン

ト先端部は骨部からわずかに突出した．
　Ｄ） ５年後‥骨吸収もなくインプラント体は骨内に存在していた．

　　　　　　　　 A　　　　　　　　　　 B　　　　　　　　　　 C　　　　　　　　　　 D
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術後 5 か月目に撮影された CT 画像では，サイナスリ
フト部の上半分が洞粘膜の肥厚を疑わせる不透過像で
下半分は骨形成を思わせる石灰化様不透過像を示した

（写真２− B，３− B）．術後 6 か月目の同年 10 月に
インプラント体埋入手術を行った（写真４− E）．イ
ンプラント体埋入時の所見では，インプラント体の初
期固定は良好で，埋入窩底部のデプスゲージによる触
診で弾性硬を触知した（写真２− C，３− C）．さら
に 6 か月目，サイナスリフトから 12 か月目の 2010 年
4 月に二次手術を行いインプラント体の骨結合を確認
した（写真４− F）．その後は紹介元の歯科医にて上
部構造が装着され，現在まで良好に経過している（写
真５）．5 年目に撮影した CT 所見では，│６ 部イン
プラント体先端部はサイナスリフト上縁に位置してサ
イナスリフト部から突出しているように思えるが，イ
ンプラント体の大部分は骨様不透過像内に存在しサイ
ナスリフト部の明らかな骨吸収所見はなかった（写真
２− D，３− D）．

　経過：2009 年 12 月に静脈内鎮静療法併用局所麻酔
下でサイナスリフトと ３│ 部の抜歯と同時インプラ
ント体埋入手術を行った．上顎洞前壁骨を骨切りして
洞後に洞粘膜を剥離挙上し（写真９− A），吸収性縫
合糸を開洞部上縁と鼻腔側壁へジグザクに通して洞粘
膜の沈降を抑えた（写真９− B）．最後に開洞部骨片
を復位して縫合固定した（写真９− C）．術後 5 か月
目に撮影した CT 所見にて骨形成様所見を確認したの
で（写真７− B，８− B），6 か月目にインプラント
体埋入手術を行った（写真７− C，８− C，９− D）．
さらに 6 か月後に二次手術を行い（写真９− E），紹
介元の歯科医院にて上部構造が装着された（写真 10
− A）．ここで治療はいったん完了したが，下顎前突
症の改善を希望されたため下顎後退術と上顎部分骨切
りが必要となった．サイナスリフトから 2 年目に骨切
り手術が行われた．骨切り術前の CT 所見では，サイ
ナスリフト部は不透過性が亢進しており，埋入された
インプラント体は不透過像内に存在し，骨吸収を思
わせる所見は認めなかった（写真７− D，８− D）．
2013 年 8 月に骨切り手術が行われた．上顎部分骨切
りの際にサイナスリフト部を骨切りすると，サイナス
リフト時の上顎洞底は ６│ 歯根尖部より下方だった
のに対して，骨切り時は根尖部より上方に骨髄部分が
存在しサイナスリフトにより造骨した様子が肉眼的に
確認できた（写真 11 − A，B）．その後の経過は順調
でインプラント部を含み咀嚼状態は良好である（写真
10 − B）．

写真５：上部構造装着

２）症例２
　主訴： 右側上顎小臼歯部へのインプラント治療と顎

変形症治療
　現症：口腔内所見では ４３│ が予後不良であり要抜
歯とした（写真６）．CT 所見では ５４│ 部の骨量は少
なくサイナスリフトが必要であった（写真７− A，８−
A）．なお，欠損範囲は ５４３│ 部だが，近遠心的欠損
距離が少ないため ４３│ 部欠損として治療した．

写真６：症例２の術前口腔内写真
　４３│ は予後不良にて抜歯とした．
　 ５│ も欠損していたが歯列上に空隙はなく，４３│ 部欠損

として治療した．
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写真７：CT パノラマ画像
　Ａ）術前‥ ５４│ 相当部の骨量不足を認めた．
　Ｂ） サイナスリフト後‥洞底部のサイナスリフト部に淡い不透過像を認めた．
　Ｃ） インプラント体埋入後‥ ４│ 部インプラント体はサイナスリフト内に位置していた．
　Ｄ）２年後‥明らかな骨吸収は認めなかった．

写真８：デンタル CT 画像
　（上段は ６│ 近心根部，下段は ４│ インプラント部）
　Ａ）術前‥ ６│ 近心根々尖は上顎洞内に突出していた．
　Ｂ） サイナスリフト後‥洞底部の上方に骨形成を思わせる線状の不透過像を認めた．
　Ｃ） インプラント体埋入後‥線状の不透過性が明瞭となった．インプラント体はサイナスリフト内に存在していた．
　Ｄ） ２年後‥明らかな骨吸収はなく，６│ 近心根々尖はサイナスリフト内に含まれていた．骨吸収もなくインプラント体は骨内

に存在していた．

　　　　　　  A　　　　　　　　　　　 B　　　　　　　　　　　  C　　　　　　　　　　　 D
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写真９：サイナスリフトおよびインプラント手術
　Ａ）剥離挙上した洞粘膜．
　Ｂ） 吸収性縫合糸による洞粘膜挙上の維持．３│ 部は抜歯同時インプラント体埋入手術を行った．
　Ｃ）開洞部骨片の復位と縫合固定
　Ｄ）４│ 部インプラント体埋入時
　Ｅ）４│ 部二次手術時

写真 10：上部構造装着
　Ａ） インプラント治療完了時‥インプラント部より近心部は

反対咬合であった．
　Ｂ） 骨切り後‥骨切りしたインプラント治療部は壊死するこ

となく生着した．

　　　　　　A　　　　　　　　　　　B

写真 11：上顎部分骨切り時
　Ａ） インプラント治療部の骨切り‥骨切り線は ６│ 近心根

尖より上方に設定した．
　Ｂ） 骨切り部の拡大‥骨切り内部には骨髄様骨が認められた．
　　　 術前は ６│ 近心根尖より上方に骨組織は認めなかった

が，骨切り時は根尖より上方にも骨様組織が肉眼的に観
察できた．この骨切りによりサイナスリフト後の骨形成
を肉眼的に確認することができた．

　　　　　　A　　　　　　　　　　　B
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４．考　察

　インプラント治療に関連した骨補填材に関する研究
は，自家骨を始めとして他種，他家骨，人工骨，培養
骨に至るまで多くの材料が開発され臨床応用されてき
た．このような背景をみると，移植骨や各骨補填材に
は何らかの問題点がありインプラント臨床医を満足さ
せるには至っていないことがわかる．自家骨は，骨採
取手術が必要なため侵襲的で採取できる骨量に限界が
あること，他種や他家骨は入手は容易だが生着性とリ
モデリング性が劣ること，人工骨はリモデリング性に
優れているが吸収量が大きいなど，それぞれに臨床
的な問題点がある．これに対して培養骨は，生きた
細胞を利用するので理想的な骨移植が期待できるが，
ティッシュエンジニアリングの安全性や法的問題のた
め一般臨床医では簡単には使用できない．各骨補填材
を細胞面から見ると，培養骨以外は自家骨にてわずか
に細胞が包含されているのみで，他の骨移植材料には
生きた細胞は含まれていない．そのためリモデリング
による骨補填材の吸収と母床骨からの骨添加にて骨形
態を維持する骨固有の作用にて造骨することになる．
骨折の治癒機転によると，骨折部は骨表面と骨膜の間
に出血を生じて骨膜を押し上げながら血餅を貯留し
て，血餅が吸収される過程で類骨が形成され，血流か
らのカルシウム沈着により石灰化しながら仮骨へと変
化し，さらに仮骨部の吸収過程を経て元の骨形態へ復
元している 4）．これを手術にあてはめると，骨膜を剥
離すれば骨と骨膜間に血餅を生じて骨形成が開始され
ることになる．さらに，このとき生じた両者の隙間に
骨補填材を介在させてスペーサー的な役割をさせれば
意図した骨形態に変化することになる．その過程にお
いて骨補填材が吸収して新生骨に置換されれば天然骨
と同様の性状となりインプラント治療に適した骨形態
と骨質へ変化するはずだが，実際には骨補填材を被覆
する歯肉や骨膜の拘縮により空間は減少して見かけ上
は吸収している．これをサイナスリフトに置き換えて
考えると，洞粘膜の剥離により母床骨表面から出血し
て血餅を生じ，洞粘膜下への骨補填材の充填により血
餅の貯留と骨形成のための空間を作っていることにな
る．いっぽうで骨補填材のないサイナスリフトでは，
吸収性縫合糸にて洞粘膜の沈降を抑止することで骨形

成のための空間を保持している．すなわち，骨補填材
を利用して骨形成のための空間を作っていたものを，
吸収性縫合糸にて洞粘膜を保つことで同じ効果をもた
らすことができたのである．ただし，血餅貯留のため
には開洞部骨片を復位してサイナスリフト部を閉鎖し
なければならない．CT 所見で本術式の術後の経過を
見ると，サイナスリフト部の上顎洞内の骨表面に骨新
生を思わせる不透過像が確認できる．これを骨形成と
仮定すれば洞粘膜を剥離して挙上した部分に骨形成が
生じているので，これまでのサイナスリフトと同様の
結果である．挙上した洞粘膜からの骨形成は明らかで
はない．さらに，症例２で示したように，いくつかの
症例ではサイナスリフト部の追加手術で肉眼的に骨形
成を確認する機会があった．このように画像所見およ
び肉眼所見から骨補填材を使用しないサイナスリフト
でも洞底部に骨形成を生じることが判明した．本術式
の利点は術後感染時の回復が速やかなことである．骨
移植手術で術後感染を起こすと，抗菌薬などによる消
炎のみでは回復しにくく，移植骨を含めたデブリート
メンが必要なことが多い．さらに，その後は再度骨移
植手術を行わなければならないなど，いったん感染す
るとその回復は容易ではない．しかし，本術式での術
後感染症例では抗菌薬の投与のみで回復でき，その後
のインプラント治療に支障を来すことは少なかった．
一方で，本術式の欠点は手術手技の難しさである．上
顎洞内は術野が狭く視野も限局しているため操作性が
悪い上に，繊細な洞粘膜に縫合処置を施すため容易で
はない．本術式のような骨移植材料を使用しないサイ
ナスリフトに関する症例は数多く報告されているが，
骨移植材料を使用したインプラントほど広く普及して
いないのは難手技が原因ではないかと思われる．これ
までに多く症例に本術式による骨移植材料のないサイ
ナスリフトを行ってきた．統計的検討は行っていない
が，ある程度の臨床成績が得られた実感がある 5）．今
後は本術式によるサイナスリフトを継続するとともに
長期症例についても検討したいと考えている．

５．結　論

　今回，骨移植材料のないサイナスリフトを行い良好
な結果が得られたので，その術式と特徴および予後に
ついて検討し報告した．
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抄　録

　サイナスリフトにはさまざまな骨補填材が使用されている．
各骨補填材には欠点も含め特徴がありサイナスリフトに理想的
な材料はない．いっぽうで骨補填材を使用しないサイナスリフ
ト法が報告され，わずかではあるが欠点を有する骨補填材を使
用せずともサイナスリフトの術式が完了できることがわかって
きた．この報告は，骨補填材を使用しないサイナスリフトの中
でも，吸収性縫合糸を用いて洞粘膜の挙上状態を維持すること
でサイナスリフトの骨形成の空間を作り出した方法である．そ
の結果，術後 6 か月目にはインプラント体埋入可能な骨が得ら
れ，埋入されたインプラント体の多くは骨結合が得られ上部構
造が装着されてきた．この報告では，本サイナスリフトの術式
を紹介し，２症例を供覧して臨床経過を述べる．その結果，本
法によるサイナスリフトにおいてインプラント治療に有用な骨
形成が得られたことが X 線的，肉眼的に観察でき，本法の有
用性が示唆された．
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Abstract

  It is popular in these days to use a CT simulation data to determine the bone graft volume in dental implant 
cases with bone defect and the precise implant placement position. However there has been no report on 
converting the simulation data three-dimensionally to fabricate bone augmentation materials.
   In this study a HA bone graft was fabricated from a sintered HA block using a CAD/CAM technique based 
on the bone augmentation volume data determined by the simulation data. The HA graft was evaluated by 
comparing with a resin graft model fabricated by a three dimensional printing (3DP) method based on the 
same simulation data.
   The HA bone graft by CAD/CAM and the resin bone graft by 3DP was well consistent each other in the 
shape , size, and adaptability. 

Keywords: HA bone graft , CT simulation, CAD/CAM, 3DP
(J Bio-Integ 5 : 51 - 57, 2015.)
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1.�Introduction

Implant treatments have greatly progressed along 
with the development and improvement of CT and 
simulation software. It is now possible to observe 
the three-dimensional information of the bone on the 
software. Flapless surgery is possible with guided 
surgery using surgical guide based on the simulation 
data. It is less invasive for the patients and makes 
surgery easier for the operators 1-8). Advancement 
of CAD/CAM technology has brought big changes 
in dentistry and quite a lot of prostheses are 
manufactured using this technology Figure 1 shows 

a surgical guide designed by a simulation soft and 
figure 2 is an oral cavity of a guided surgery. Figure 
3 is the provisional restoration after operation and 
figure 4 and 5 are the panorama X-ray photo, final 
prosthesis, respectively. 
   For implant cases with bone defect, bone 
augmentation is necessary to obtain implant 
placement position and aesthetical improvement. 
Block bone transplant using autologous bone or 
GBR method using granular bone substitutes and 
multiple membrane are commonly used bone 
augmentation methods. However it is difficult to 
recreate the ideal form because of the difficulty in 
predicting the absorbed amount loss of the grafting 
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material over time and difficulty of the surgery 
itself.

    In this study HA block was successfully made 
using CAD/CAM technology based on the bone 
augmentation volume data for the bone defect 
region worked out by simulation software for an 
implant case with bone defect in buccal #20 and 
#21. This paper reports its summary with accuracy 
validation. 

2.�Materials�and�methods

1) CT apparatus
     3DX multi image micro CT (FPD8) manufactured 

by Morita Co. was used under the condition of 
diameter 60×60㎜：125㎛.

2) Simulation software
     SimPlant® manufactured by Materialise Dental 

Co. was used.

Fig. 1:  Designing a surgical guide based on CT 
simulation software

Fig. 2:  Oral cavity the guided surgery using the 
surgical guide made by 3DP

Fig. 3:  Installation of provisional restoration before 
operation made on model material

Fig. 4:  Panoramic X-ray photo after installation of 
final prosthesis

Fig. 5:  Oral cavity of the final prosthesis made by 
CAD/CAM technology
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3) HA block
     HOYA Technosurgical Co. apaceram-U5 

(30x40x10mm, porosity 50%) was used.

4) CAD/CAM
     Based on the bone augmentation volume data, 

HA block (hereinafter HA bone graft block) 
was shaped by CAD/CAM technology using 
processing machine (GM-1000) at GC processing 
center.

5) Form and compatibility
     Resin bone augmentation model and bone defect 

model were made by rapid prototyping using 
3DP (three dimensional printing) and were 
compared in form and compatibility three-
dimensionally with HA bone graft block.

6) Contamination
     After shaping out the block with CAD/CAM 

(processing machine, GM-1000 at GC processing 
center) contamination test was conducted by 

EDX (Energy Dispersive Fluorescent X-ray 
Spectroscopy)  by Tokyo Dental College.

3.�Results

1) Designing with simulation software
     Simulation software was used to work out the 

bone augmentation volume needed for the bone 
defect region and to design the precise implant 
placement position (Fig 6, Fig 7, Fig 8) and 
fixation tack holes onto available bone. In order to 
avoid contact of the bone augmentation material 
and the implant, the implant access holes on 
the bone augmentation material were designed 
slightly bigger than the diameter of the implant.

Fig. 6:  CT image to determine implant placement position 
and bone graft volume

Fig. 7:  CT image to determine implant placement position 
and bone graft volume

Fig. 8:  CT image to determine implant placement position 
and bone graft volume
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2) HA block 
     HA bone graft block was shaped out using CAD/

CAM processor: GM-1000 (Fig 9).

3) Form and compatibility
     HA bone graft block and resin bone 

augmentation model made by rapid prototyping 
using 3DP looked grossly resembling in 
comparison (Fig 10). Also their good adaptability  
was confi rmed on a resin bone defect model (Fig 
11(1),(2)).

Fig.: 9 HA bone graft fabricated by CAD/CAM

Fig. 11: (2) Adaptability from above.

Fig. 11:  (1) Adaptability of HA bone graft and resin model 
(arrow) from the side.

Fig.: 10  Comparison of the HA bone graft by CAD/CAM 
and the resin bone model by 3DP based on the 
same simulation software

4)  Contamination examination of WC bar by 
EDX As seen in Fig 12 the tungsten was 
not detected.

4.�Discussion

3DX Multi image micro CT (FPD8) manufactured 
by Morita co. used in this study has a fl at panel 
detector (FPD) which converts x-ray map into digital 
signal. It has improved image quality and reduced 
the quantity of radiation. FPD is not aff ected by 
the magnetic fi eld, is highly sensitive with higher 
resolution, wide dynamic range and excellent 
gradation expression and provides high quality 3D 
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photographic image with less distortion. It has high 
resolution of more than 2.0LP/mm (MTF10%) and 
voxel size 0.08mm (cube). This high resolution CT 
was chosen to minimize the radiographic area of the 
bone defect region and obtain higher accuracy 13-15).
    There are many simulation software for clinical 
implant treatments 16,17), but software that can 
simulate the bone augmentation volume are very 
limited. SimPlant was used in this study and 
bone augmentation simulation has maximized the 
advantage of SimPlant.
    Avoiding the contact of the implant and HA 
bone graft block will reduce the external force 
such as occlusal load on HA bone graft block and 
leads to remodeling of autologous bone around the 
implant. This is important for a good prognosis of 
the implant in a long term. Clinical use of guided 
surgery for bone augmentation simulation and 
implant placement should be considered.
    In order to precisely reproduce the bone 
augmentation image, GM-1000, the processing 

machine at CG processing center 11,12) was selected.  
HA bone graft block exactly matched the resin 
bone defect model made by 3DP for the preliminary 
experiment. Therefore this ultra precise processing 
machine GM-1000 is considered to be the world’s top 
Japanese technology with submicron level control 
mechanism, linear motor driver system, 5 spindle 
machining control, 24 hour consecutive material auto 
changing system and strong structure for higher 
processing accuracy.
    HA block used in this study was HOYA 
Technosurgical Co. apaceram-U5. 18,19) When porosity 
of the apaceram is 50%, 3 point bending strength 
is 16MPa, compressive strength is 30MPa. This 
product is made of high purity synthetic HA and is 
a bone substitute of the same quality to biological 
apatite which is the basic component of the bone 
tissue. It has high biological compatibility and 
encourages the bone tissue formation and binds 
directly with newly formed bone 20,21).
    After sterilizing the bone graft block shaped 

Fig. 12:  EDX analysis of the HA bone graft to ascertain the contamination of tungsten (W) 
caused by shaving process.
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out of CAD/CAM with autoclave treatment and 
gamma ray sterilization, no change was observed 
in its structure of strength according to HOYA 
Technosurgical Co.
    When reproducing the form of HA bone graft 
block with CAD/CAM using GM-1000: processing 
machine at GC processing center, possible 
contamination by the bar could occur during 
shaping out the apatite block. In this study both 
apatite block before shaping out and HA bone graft 
block after shaping out were verified with EDX 
and no tungsten was detected. Therefore possibility 
of HA bone graft block contamination can be 
considered very low.

5.�Conclusion

For bone augmentation, block bone transplant 
using autologous bone or GBR method using 
granular bone substitute and multiple membrane 
are commonly used, but it is difficult to recreate 
the ideal form because of the difficulties involved 
in prediction of absorbed amount of the grafting 
material over time and difficulty of the surgery 
itself.
    Bone graft blocks reproduced from CT simulation 
in this study proved that simulation software 
can design an ideal bone augmentation form and 
precisely reproduce it with CAD/CAM technology 
and apatite form itself has long term retentivity 
and stability and it also reduces operation time. 
Therefore it strongly suggests its usability 
compared to other existing bone augmentation 
methods.
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●原著論文

各種ハイドロキシアパタイト含有歯磨き剤の結晶化学的考察

尾関　和秀 1），但野　ちなみ 1），大原　盛勝 2），安部　昌樹 3），青木　秀希 4）

Crystal chemical study of toothpastes containing hydroxyapatite

Kazuhide Ozeki 1), Chinami Tadano 1), Morikatsu Ohara 2), Masaki Abe 3), Hideki Aoki 4)

Abstract

Hydroxyapatite (HA) is chemically active in solution and adsorbs protein, lipid, sugar and metal ions. In 1978 
the tooth paste containing HA was invented by Hideki Aoki of Japan. Afterwards, the clinical test was carried 
out for five years at the Tokyo Medical and Dental University and School of Dentistry, Asahi University. The 
clinical results showed that the HA is very effective to prevent generation of caries. Then, it was found that 
the HA toothpastes have been commercially sold well in Japan. However, there has been little information 
about details of HA toothpastes to dentists and consumer public.
    In this paper, seven commercial HA toothpastes were crystallochemically investigated using an X-ray 
diffractometry (XRD). The abrasive materials were obtained by filtering the suspension of 500ml water and 
3g of each tooth paste. The abrasives were analyzed by XRD to determine the crystal phases and crystallite 
size. The XRD patterns of non-heated abrasives revealed that the abrasives in the HA toothpaste included 
HA[Ca10(PO4)6(OH)2], monetite (CaHPO4; DCPA), brushite (CaHPO4・2H2O; DCPD), and calcite (CaCO3). The 
crystallite size of HA in the toothpaste varied from 30 to 70 nm. The HA content also ranged from 7.1 to 
32.8 wt%, and the HA content was lower than detection limits of XRD in some HA toothpaste. These results 
indicated that the commercial HA toothpastes have various crystallinities and concentration of HA.

(J Bio-Integ 5 : 59 - 64, 2015.)

１．諸　言

　ハイドロキシアパタイト（Ca10(PO4)6(OH)2 ; HA）は，
歯の無機成分であり，骨親和性が最も高いセラミック
スである．このため，現在，再石灰化をうたった HA
配合歯磨剤が販売されている．1978 年に，青木らが

HA を歯磨組成物として用いることを発表して以来，
HA によるエナメル質の修復効果や歯のホワイトニン
グ効果に関する報告が数多くなされている 1-5）．これ
らの研究報告と平行して，1980 年代には HA 配合の
歯磨剤が上市され，CM 等のブームにより，HA 配合
歯磨剤が一般の消費者に認知されることとなった 6）．
　近年では，結晶を微細化した HA や天然成分から
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合成した HA を用いた HA 配合歯磨剤などが開発さ
れ，多数の HA 歯磨剤が販売されている．
　しかし，各社が提供している HA 配合歯磨剤の情
報が少ないのが現状であり，歯磨剤としてどのような
HA が用いられているかに関しては，歯科医あるいは
一般消費者が得られる情報は少ない．
　そこで，本研究では，上市されている主要な HA
配合歯磨剤を選択し，その研磨成分を X 線回折法を
用いて分析し，それぞれの違いについて，比較・検討
を行った．

２．材料と方法

　分析する HA 配合歯磨剤には，A ～ G の製品サン
プルを用い，対象群の一般の歯磨剤として H ～ I の
製品サンプルについても測定を行った．E の粉歯磨剤
以外は全て練歯磨剤であった．
　研磨剤の抽出には，歯磨剤 3g を 500mL の純水に
溶かし，攪拌した．これをろ過し，残った残留物を
60℃にて 24 時間乾燥させた．
　乾燥後，残留物を電子天秤にて測定し，研磨剤の含
有量を算出した．また，研磨剤の結晶相の同定及び結
晶性を評価するため，未加熱の残留物と過熱した残留
物（900℃ 1 時間）のサンプルを用意し，X 線回折装
置（Ultima-IV，リガク電機）で測定した．測定条件は，
CuKα，40kV，30mA とした．また，同定された HA
の（002）面のピークから，HA の結晶子サイズを算
出した．

３．結果及び考察

１）研磨剤の結晶相の同定
　図１に未加熱の各サンプルのXRDパターンを示す．
　各ピークから結晶相を同定した．A ～ G の HA 配
合歯磨剤のうち，B 及び E では HA が確認されなかっ
た．B については第二リン酸カルシウム（モネタイト ; 
CaHPO4 ; DCPA）と第二リン酸カルシウム二水和物

（ブルッシャイト , CaHPO4・2H2O ; DCPD）の混合結
晶相が，E についてはカルサイト（CaCO3）のみが確
認された．このことから，サンプル B 及び E に含ま
れる HA 量は極めて少なく XRD の検出限界以下であ
ると考えられる．なお，サンプル B については，発

図１：各種歯磨剤の研磨成分の XRD パターン
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売初期のロットついても測定を行ったが，DCPA の
みが確認され，HA は検出限界以下であった．
　一般の歯磨剤である H 及び I では 2θ=21°付近に低
結晶性の無水ケイ酸（SiO2）のピークが認められ，I
では，アナターゼ（TiO2）も認められた．SiO2 は研
磨剤として，アナターゼは着色料や安定剤として用い
られていると考えられる 7）．一般にステインやプラー
ク除去能は，SiO2 に比べ HA は低いと考えられる．
これは SiO2 の硬度が 1100Hv であるのに対し，HA
の硬度 660Hv と半分程度であるためである 8-9）．しか
し，HA は，歯の白色度の改善やエナメル質の修復等
の SiO2 歯磨剤にはない付加機能を備えており，これ
が HA を配合する利点になっている 5）．

２）顕微鏡観察結果
　図２には，各研磨剤の光学顕微鏡写真を示す．
　図２より，サンプルにより，その粒子サイズ，凝集
状態が異なっていることがわかる．また，いずれの
HA 歯磨剤サンプルにおいても，HA の自形を示す粒
子は認められなかった．C では一部に，四角形に近い
形の粒子が確認された（図中矢印）．これは XRD の
結果から研磨剤 C には HA 以外に DCPD が存在した
ことから，DCPD の結晶系である単斜晶系の自形が
現れたものと考えられる．
　また，XRD の結果から，研磨剤の主成分がカルサ
イトであった D ～ F については，主成分は同じであ
るが，粒子サイズや凝集状態は大きく異なっていた．

３）結晶性の評価
　HA を含有した研磨剤について，図１の XRD パター
ンから計算したHA（002）面の結晶子サイズを示す．D，
F については，（002）面のピーク値が低く結晶子サイ
ズの導出が出来なかった．
　表１より，HA の結晶子サイズは，30 ～ 70nm の範
囲であり，サンプル A のみが 66nm と他に比べて比
較的大きい．HA の結晶性は，HA の溶液法による合
成時の条件が影響しているものと考えられる．HA 結
晶性は，合成時の溶液温度，pH によって変化し，溶
液温度が高いほど，pH が 7 に近づくほど，結晶性が
高くなることが報告されている 10）．

表１：HA 歯磨剤の結晶子サイズ

Sample A C G
Crystallite size (nm) 66 35 31

４）加熱後の結晶相の同定
　図３には，各研磨剤サンプルを加熱したXRDパター
ンを示す．サンプル A は結晶性の高い HA のみのピー
クが認められた．サンプル B は，DCPA と DCPD が
加熱により，ピロリン酸カルシウム（β-Ca2P2O7 : β
-CPP）と微量の第三リン酸カルシウム（β-Ca3(PO4)2 : 
β-TCP）に変化した．サンプル C は DCPD と HA が（1）
のような反応で，β-TCP を生成し，未反応の DCPD
がβ-CPP に変化したと考えられる 11）．

　2CaHPO4・2H2O+Ca10(PO4)6(OH)2
　　→ 4Ca3(PO4)2+6H2O・・・・（1）

　サンプル D ～ F については，カルサイト成分が加
熱により酸化カルシウム（CaO）に変化した．サン
プル G は加熱後，HA とβ-TCP が生成したことから，
図１の G で認められた HA が Ca 欠損型 HA だったと
考えられる 11）．また，HA（211）面とβ-TCP（0210）
面のピーク強度比から，算出した HA：β-TCP の重
量比は，2:1 であった．これはモル比で，HA : β-TCP 
=2:3 となることから，G 中の Ca 欠損型 HA の化学式
は Ca9.7H0.6(PO4)6(OH)2 となり，この HA の Ca/P 比は
1.62 程度であったと考えられる．
　サンプル H では，加熱前に認められなかったルチ
ル型の酸化チタン（TiO2）が認められ，未加熱時で
はわずかにあった．このことから，加熱により TiO2

が結晶成長したものと考えられる．
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　  図２：各種歯磨剤の研磨成分の光学顕微鏡観察写真
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５）研磨剤の含有量評価
　表２には，歯磨剤中の水分及び研磨剤の重量百分率
を示す．また，HA 研磨剤で複数の結晶相が存在する
場合には，XRD のピーク強度比からその重量比を算
出した．表３には代表的な結晶相と化学式の関係をま
とめた．

　表２より，全体量から研磨剤及び水分量を差し引
いた残量は，歯磨剤中のグリセリン，香料等の有機
物重量と考えられる．今回測定した HA 配合練歯磨
剤（E を除く A ～ G）の研磨剤の含有量は 14.5 ～
47.8wt% であった．また，正味の HA 含有量は，7.1
～ 32.8wt% であり，製品によって大きなバラツキが
見られた．サンプル D ～ F については，研磨剤の主

図３：各種歯磨剤の研磨成分の加熱後の XRD パターン

表２：歯磨剤中の研磨剤及び水分含有量

研磨剤重量（wt%） 水分量
（wt%）

残量
（wt%）

A 14.5(HA) 29.6 55.9

B 32.0(11.1(DCPD), 
20.9(DCPA)) 32.1 35.9

C 27.4(15.3(HA), 
12.1(DCPD)) 42.3 30.3

D 47.8(8.6(HA), 
39.2(calcite)) 36.4 15.8

E 93.3(calcite) 0 6.7

F 34.8(7.1(HA), 
27.7(calcite)) 37.5 37.5

G 32.8(HA) 42.9 24.3
H 20.0(SiO2, Rutile) 42.9 37.1
I 16.4(SiO2, Anatase) 37.0 46.6

表３：結晶相の鉱物名と化学式

名　称 鉱物名 化学式
第二リン酸カル
シウム (DCPA)

モネタイト CaHPO4

第二リン酸カル
シウム二水和物
(DCPD)

ブルッシャイト CaHPO4・2H2O

炭酸カルシウム カルサイト
（Calcite）

CaCO3

酸化チタン アナターゼ
（Anatase）

TiO2

酸化チタン ルチル（Rutile） TiO2

バイオインテグレーション学会誌　第５巻 J Bio-Integ 5 : 59 - 64, 2015.
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な結晶相は，HA ではなくカルサイトであり，歯磨剤
としてのステインやプラーク除去効果は低いと考えら
れる．これは，カルサイトのビッカース硬度が 100 ～
136Hv と HA（660Hv）に比べても極めて低い硬度で
あることからも推察できる 8）．
　以上の結果より，HA 配合歯磨剤とうたった製品に
ついて，HA の含有量，結晶性，結晶相の同定を行っ
た結果，その含有量，結晶性には大きな違いがあるこ
とが明らかとなった．

４．結　論

　各種 HA 配合歯磨剤について，研磨剤を XRD によ
り同定した結果，以下の結論が得られた．
１） 研磨成分として，HA 以外の結晶相として，第二

リン酸カルシウム，第二リン酸カルシウム二水和
物，カルサイトが確認された．

２） 研磨成分の HA の結晶子サイズは 30 ～ 70nm 程
度であった．

３） 研磨剤として HA の配合率は 7.1 ～ 32.8wt% 程度
であった．

４） 各 種 練 歯 磨 き 材 に お け る 水 分 量 は 29.6 ～
42.9wt%，有機物成分は 15.8 ～ 55.9wt% であった．
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抄　録

　HA 配合歯磨剤の研磨成分に関して，比較・検討を行うため，
7 種類の市販の HA 配合歯磨剤の研磨成分を抽出し，X 線回折
を用いて，結晶性や結晶相の同定を行った．分析の結果，研磨
成分として HA 以外の結晶相（第二リン酸カルシウム，第二
リン酸カルシウム二水和物，カルサイト）が含まれており，歯
磨剤の種類により，HA の含有量は，7.1 ～ 32.8wt% と含有量
に差異が認められた．また，研磨成分の HA の結晶子サイズ
は 31 ～ 66nm の範囲であった．加熱した研磨成分の XRD 分
析結果から，一部の歯磨剤においては，加熱後，リン酸三カル
シウム（β-TCP）が生成したことから，Ca 欠損型の HA であ
ることが明らかとなった．また，2 種類の HA 配合歯磨剤にお
いては，HA 成分が XRD 分析では確認されず，HA 成分が分
析限界値以下と判断された．

バイオインテグレーション学会誌　第５巻 J Bio-Integ 5 : 59 - 64, 2015.
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スパッタリング法を用いたマグネシウム含有 HA 薄膜の作製と溶解性

但野　ちなみ 1）、尾関　和秀 1）、増澤　徹 1）、青木　秀希 2）

Preparation and solubility of magnesium substituted HA films
using a sputtering method

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

　１）茨城大学　　　　　　　　１）Ibaraki University
　２）㈱国際アパタイト研究所　２）International Apatite Institute Co. Ltd.

Abstract

Magnesium substituted hydroxyapatite (Mg-HA) thin films were coated on a titanium substrate using a rf-
magnetron sputtering method in Ar gas.  HA/MgO mixture powder was used as the target. 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 sputtered Mg-HA films 
were subjected to a hydrothermal treatment. The crystallinity of the Mg-HA films were observed by X-ray 
diffractometer (XRD). The solubility of the Mg-HA films were measured by an ICP analysis after immersion 
test in deionized water and phosphate buffered saline (PBS).
    The XRD patterns revealed that the hydrothermally crystallized HA (Mg:Ca=0:10) film and Mg-HA 
(Mg:Ca=2:8, 4:6) films were mainly an HA diffraction pattern, on the other hand, the Mg-HA (Mg:Ca=8:2) film 
was MgO.
    From the immersion test, the solubility of the HA and Mg-HA films decreased after the hydrothermal 
treatment. The HA and Mg-HA (Mg:Ca=2:8) films were more soluble in deionized water than PBS. However, 
the Mg-HA (Mg:Ca=4:6, 6:4, 8:2) films were soluble in PBS than deionized water.
Keywords: magnesium substituted hydroxyapatite, sputtering, hydrothermal treatment, immersion test

(J Bio-Integ 5 : 65 - 68, 2015.)

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
より作製した歯科用 HA 薄膜インプラントは，日本
で実用化されている．しかし，HA は非吸収性材料（難
溶性）とされており，自家骨との置換速度が遅い。そ

こで通常の HA を吸収性（溶解性）にすることによ
り骨置換速度を速めることが可能となる。
　一方，人の歯や骨は HA を無機主成分としてい
るが，その一部に 0.4 ～ 1.2wt% 程のマグネシウム

（Mg） を 含 ん で い る 1）． よ っ て，Mg 含 有 HA
（Ca10-xMgx(PO4)6(OH2) ; Mg-HA）は，純粋な HA より
も更に歯や骨の構成に近いものである．Landi らの報

　Accepted for publication 1 August 2015
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告によると，Mg-HA は，HA と比較して早期の細胞
接着及び増殖，代謝活性化が得られた 2）．しかしなが
ら，薄膜による同様の研究に関する報告は少ない．本
研究では，スパッタリング法により作製した Mg-HA
薄膜をさらに水熱処理により結晶化したものについて
溶解性試験を行い，体内埋入時の溶解性を評価した．

２．材料と方法

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，チタン（Ti : 10 × 10 × 1mm）
基板への成膜を行った．成膜条件はガス圧力 0.5Pa，
放電電力 100W とし，膜厚を 1µm とした．ターゲッ
トには HA 粉末と MgO 粉末の混合粉末，成膜ガスは
Ar を使用した．HA と MgO のターゲット比をモル
比 Ma:Ca=0:10 （HA）, 2:8, 4:6, 6:4, 8:2 に変え，計 5 種
類の HA 及び Mg-HA 薄膜を作製した．薄膜の結晶化
を図るため，温度 120℃，圧力 0.1MPa を条件として，
24 時間の水熱処理を行った．

２）実験と分析
　作製した試料について，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．
また，37℃，30ml の純水及びリン酸緩衝生理食塩水

（Phosphate buffered saline ; PBS）中へ試料 1 枚を
24 時間及び 72 時間浸漬し，薄膜の溶解性を評価した．
浸漬前後の薄膜を 0.1mol/L, 10ml の硝酸中に 1 枚溶
解させ，誘導結合プラズマ質量分析計 Agilent 7500cx

（㈱アジレント・テクノロジー）（ICP-MS）により分
析した．浸漬前後の試料の Ca, Mg, P の各イオン量の
比（浸漬後薄膜のイオン量 / 浸漬前薄膜のイオン量 
× 100）を導出し，溶解性試験後の薄膜のイオン残存
量について検証した．

３．結果と考察

１）水熱処理前後における薄膜の XRD パターン
　図１，図２に Mg-HA 薄膜の水熱処理前後の XRD
パターンを示す．図１より，Mg:Ca=8:2 の Mg-HA 薄
膜には MgO のピークが見られた．これは，HA 中に
固溶できなかった Mg が MgO の形で薄膜中に存在し
ているものと考えられる．図２より，水熱処理を施し

た Mg:Ca=0:10, 2:8, 4:6 の HA, Mg-HA 薄膜において，
HA の代表的なピークが確認された．水熱処理により
薄膜中の HA の結晶性が向上したものと判断できる．
また，Mg:Ca=8:2 の Mg-HA 薄膜には MgO のピーク
が確認された．

図１：水熱処理前の Mg-HA 薄膜における XRD パターン

図２：水熱処理後の Mg-HA 薄膜における XRD パターン

２）Mg-HA 薄膜の溶解性試験結果
　（1） 水熱処理前，24 時間浸漬後薄膜の各イオン残

存量
　　 　図３，図４に水熱処理前の Mg-HA 薄膜におけ

る純水，PBS 中への 24 時間浸漬後の各イオン残
存量を示す．図３より，浸漬前の薄膜と比較し
て，純水中への浸漬後には薄膜のイオン量は 0 ～
30.0% まで減少していた．また，図４より，浸漬
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なった．Grover らの報告によると，PBS 中へブ
ラッシャイトを浸漬すると，PBS 中の Ca，P イ
オン量が増えることで，ブラッシャイトの溶解速
度が減少した 4）．このことから，純水と比較して，
P イオンを含む PBS 中では HA が溶けにくいこ
とが考えられる．純水中へ浸漬した Mg-HA 薄膜
において，薄膜中の Mg 量が増えるほど，薄膜の
溶解性は減少する傾向にあった．Johnson らの報
告によると，MgO の熱酸化膜のある Mg 薄片の
純水中への浸漬において，浸漬後の純水の pH は
9.2 まで上昇した 5）．Mg を多く含む薄膜ほど溶液
がより塩基性に傾き，溶解しにくくなったものと
考えられる．一方，PBS 中へ浸漬した Mg-HA 薄
膜においては，薄膜中の Mg 量が増えるほど，溶
解性は増加する傾向にあった．PBS 中では，Cl
イオンにより Mg が蝕まれ，Mg が PBS 中にお
ける溶解性の上昇に寄与する 5）こと，また，HA
中に Mg イオンが存在することにより HA の結
晶性は低下し，HA の溶解度は増加する 6）ことが
理由として考えられる．

図３： 水熱処理前，純水中へ 24 時間浸漬後の Mg-HA 薄膜に
おける各イオン残存量

図４： 水熱処理前，PBS 中へ 24 時間浸漬後の Mg-HA 薄膜に
おける各イオン残存量

前の薄膜と比較して，PBS 中への浸漬後には薄
膜のイオン量は 0 ～ 10.6% まで減少していた．純
水中への浸漬と比較して，PBS 中への浸漬を行っ
た薄膜の各イオン残存量は少なくなる傾向にあっ
た．HA は，溶液中に NaCl 及び KCl が存在する
ことで溶解度が上昇する 3）．そのため，溶液中に
NaCl, KCl を含む PBS 中での薄膜の各イオン残
存量が減少したものと考えられる．

　（2） 水熱処理後，24 時間浸漬後薄膜の各イオン残
存量

　　 　図５，図６に水熱処理後の Mg-HA 薄膜におけ
る純水，PBS 中への 24 時間浸漬後の各イオン残
存量を示す．図５，図６より，純水，PBS 中へ
の浸漬結果は，水熱処理前の薄膜と比較して，各
イオンの残存量は増加していた．この理由として，
水熱処理により薄膜の結晶性が向上したことが
考えられる．Mg:Ca=0:10, 2:8 の HA 及び Mg-HA
薄膜においては，純水と比較して，PBS 中への
浸漬後の Ca, P のイオン残存量は多くなる結果と

図６： 水熱処理後，PBS 中へ 24 時間浸漬後の Mg-HA 薄膜に
おける各イオン残存量

図５： 水熱処理後，純水中へ 24 時間浸漬後の Mg-HA 薄膜に
おける各イオン残存量
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　（3） 水熱処理後，72 時間浸漬後薄膜の各イオン残存量
　　 　図７，図８に水熱処理後の Mg-HA 薄膜における

純水，PBS 中への 72 時間浸漬後の各イオン残存量
を示す．図７，図８より，純水，PBS 中への浸漬結
果のいずれにおいても，水熱処理後，24 時間浸漬
後の薄膜と比較して，各イオンの残存量は減少する
傾向にあった．浸漬から 24 時間経過後も，薄膜の
溶解が進んでいることが分かる．水熱処理後，24
時間浸漬後の薄膜の結果と同様に，Mg:Ca=0:10, 2:8, 
4:6 の Mg-HA 薄膜においては，純水と比較して，
PBS 中への浸漬後の Ca，P のイオン残存量は多く
なる結果となった．図 5 の水熱処理後，純水中への
24 時間浸漬後の結果に反して，図７に示した水熱処
理後，Mg:Ca=2:8, 4:6, 6:4 の Mg-HA 薄膜における
純水中への 72 時間の浸漬では，薄膜中の Mg 量が
増えるほど，薄膜の溶解性は増加する傾向にあった．
Johnson らの報告によると，MgO の熱酸化膜のある
Mg 薄片の純水中への浸漬において，純水の pH は
浸漬後に 9.2 まで上昇した後，8.0 から 8.4 まで減少
した 5）．塩基性へ傾いた純水の pH が再び中性ま
で減少したこと，HA 中に Mg イオンが存在する
ことにより HA の結晶性が低下することが，この
結果の理由として考えられる．また，Johnson ら
の報告によると，MgO の熱酸化膜のある Mg 薄
片の純水中への浸漬において，MgO の質量減少
は僅かなものであった 5）．Mg:Ca=8:2 の Mg-HA
薄膜は，図２に示した XRD パターンより，薄膜
の多くを MgO が占めている．このことが，薄膜
の低い溶解性に繋がったものと推測できる．

　　 　薄膜中の Mg 量が多いほど生体中の溶解度が増
加することが想定された．

４．結　論

　スパッタリング法により作製し水熱処理により結晶
化した Mg-HA 薄膜について X 線解析と溶解性試験
で次のことを明らかにした．

（1） HA（Mg:Ca=0:10）および Mg-HA（Mg:Ca=2:8, 4:6）
薄膜の X 線回折図形において HA の存在のみが
確認された．

（2） Mg-HA薄膜においてHA及びMg-HA（Mg:Ca=2:8）
薄 膜 は PBS よ り も 純 水 中 で 溶 解 し や す く，
Mg-HA（Mg:Ca=4:6, 6:4, 8:2）薄膜は純水よりも
PBS 中で溶解しやすい傾向にあった．
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図７： 水熱処理後，純水中へ 72 時間浸漬後の Mg-HA 薄膜に
おける各イオン残存量

図８： 水熱処理後，PBS 中へ 72 時間浸漬後の Mg-HA 薄膜に
おける各イオン残存量
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Preparation and solubility of potassium-containing HAp thin film

Yuka Hatoko, Hiroaki Nishikawa, Tsutomu Furuzono, Shigeki Hontsu

　近畿大学　大学院生物理工学研究科　　Graduate School of Biology-Oriented Science and Technology, Kinki University

Abstract

In the therapy for hypersensitivity of tooth, it is well-known that potassium (K) compounds, such as potassium 
nitrate and potassium bromide, are often added in toothpastes because it is believed that neurotransmission 
is blocked by potassium ions. Recently, we have been proposing the attachment therapy of a hydroxyapatite 
(HAp) sheet on dentin for hyperesthesia. It is thought that addition of K ions in HAp sheet is more effective 
for relieve pain of tooth hypersensitivity. In this study, we prepared a K-containing HAp (K-HAp) thin film 
by pulsed laser deposition and evaluated the material properties, such as solubility, crystallization and atomic 
composition. X-ray diffraction results showed that a-axis of K-HAp was shorter than that of the conventional 
HAp. Energy dispersive X-ray diffraction results indicated that K ions were contained in the thin film. From 
the results of Fourier transform infrared spectroscopy, the hydroxy group peaks decreased in tha inclusion 
of K. Inductively coupled plasma-mass spectrometry results showed that the sustained release of K ions from 
the crystalized K-HAp was observed. Thus, the K-HAp sheet is expected to be more effective for therapy of 
hyperesthesia compared with the original HAp sheet.

(J Bio-Integ 5 : 69 - 72, 2015.)

１．緒　言

　象牙質知覚過敏症は，う蝕や酸蝕，摩耗，咬耗によ
るエナメル質の欠損や歯周病や加齢にともなう歯肉の
退縮などにより，本来エナメル質や歯肉に覆われてい
る象牙質が露出することによって生じる．象牙質表面
には，直径 0.8 µm ～ 2.2 µm の象牙細管が 1 mm2 中
に 10,000 ～ 20,000 本存在し，それが痛みの進入路と
なる．象牙質知覚過敏症のメカニズムは，露出した象

牙質表面に，熱，圧力，pH の変化などの外的な刺激
が加えられることにより，象牙細管内組織液が移動
し，歯髄内の神経細胞を刺激することで活動電位が発
生する動水力学説で説明されている 1-2）．これに対す
る現在の治療法として，初期治療では，フッ素，スト
ロンチウム，水酸化カルシウム，カリウム塩，シュウ
酸塩，シュウ酸鉄，乳酸アルミニウム，グルタルアル
デヒドなどを含有した薬剤を塗布することにより，開
口した象牙細管を閉鎖する方法が用いられる．特に，
カリウム（K）イオンの導入は，疼痛の緩和に有用と

　Accepted for publication 25 July 2015
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されている．一方，象牙細管開口部の積極的な封鎖
法として，レジン塗布法 3）とレーザー照射法 4）があ
る．前者は露出した象牙質表面に有機物の接着材料
を塗布することで，象牙細管を封鎖する方法である．
後者は露出した象牙質表面に炭酸ガスレーザーや Er: 
YAG レーザーを照射することで開口を塞ぐ方法であ
る．これらの治療法はいずれも半永久的な治療法では
なく，一時的な治療法であり，前者では歯質との材質
の違いにより生じる剥離や，含有されている有機物に
対するアレルギー反応などといった問題があり，後者
ではレーザーエネルギーが高すぎると象牙質表面の炭
化や亀裂が生じるという問題がある．象牙質細管の封
鎖は，本来歯質と同じ素材のハイドロキシアパタイト

（Ca10(PO4)6(OH)2：以下，HAp と記す）を用いて行う
ことが望ましいが，HAp 同士の固着は面粗度の相違
が大きいため難しく，HAp による治療は，未だ実現
されていない．我々は柔軟に曲がる HAp シートを開
発し，このシートを象牙質上に貼付することによって
象牙細管を封鎖し，知覚過敏を治療する新規な手法を
提案している 5）．HAp シートの研究を進めていく中
で，HAp のもつ優れたイオン交換能と，前述の薬剤
塗布治療に用いられる K イオンの神経伝達回路の遮
断効果を組み合わせれば，知覚過敏症の疼痛を緩和す
ると同時に，象牙細管を封鎖できるようなシートが実
現できると考えた．本論文では，カリウム含有 HAp

（以下，K-HAp と記す）シートの歯科応用への第一歩
として，パルスレーザーデポジション（Pulse Laser 
Deposition: PLD）法を用いて K-HAp 薄膜を作製し，
薄膜の結晶性や組成，K イオン溶出特性，分子構造な
どの評価を行ったので報告する．

２．実験方法

１）ターゲットの作製
　本実験では，K-HAp 薄膜のもとになる成膜用ター
ゲットの作製は，炭酸カルシウム（CaCO3）粉末

（三津和化学薬品株式会社），リン酸水素カルシウム
（CaHPO4）粉末（太平化学産業株式会社）および炭
酸カリウム（K2CO3）粉末（ナカライテスク株式会社）
を用いて，次の化学式に従って行った 6）．

　　(4−x)CaCO3+6CaHPO4+ K2CO3

　　　=Ca10-xKx(PO4)6OH2-x

　　　　+(4− )CO2+（2+ ）H2O
　　　　　　　　　　　　　　ただし，（0≤x≤2）
　なお，今回は K 含有率が 10％である K-HAp 薄膜
の作製を試み，上記の粉末を所望の組成になるように
それぞれ秤量し，30 分間混合した．混合した粉末を 9.8 
MPa で加圧成形し，直径 16 mm，厚さ 3 mm のバル
ク体を得た．その後，電気炉で 450℃− 10 時間焼成
したものをターゲットとした．

２）K-HAp 薄膜の作製および評価
　本実験では，KrF エキシマレーザー（COMPexPro 
205，Coherent， 波 長；248 nm， パ ル ス 幅；25 ns）
による PLD 法を用いて各種基板上に K-HAp 薄膜を
作製した．成膜条件は以下の通りである．基板温度は
室温，雰囲気ガスは O2+H2O，ガス圧は 0.1 Pa，レー
ザー繰り返し周波数は 5 Hz，エネルギー密度は約
1 J/cm2，成膜速度は 50 nm/min である．なお，基板
には直径 16 mm，厚さ 0.3 mm の Ti 板，15 mm 角，
厚さ 0.8 mm の Si 板および 15 mm 角，厚さ 0.8 mm
の Si 板に 1 µm のレジストを塗布したレジスト塗布
Si 基板を用いた．得られた薄膜の結晶化には電気炉
によるポストアニール法を用いた．K-HAp 薄膜のア
ニール温度と結晶性の関係は，Ti 基板上に K-HAp 薄
膜を 2µm の厚さで成膜した K-HAp/Ti を用い，アニー
ル処理をしていないもの，300 ℃− 10 時間，350 ℃
− 10 時間および 400 ℃− 10 時間の条件でアニール
処理を行ったものを試料として，それぞれ X 線回折
装置（Ultima Ⅳ，Rigaku）を用いた X 線回折（XRD）
法により評価した．薄膜の組成については，Ti 基板
上に K-HAp 薄膜を 2 µm の厚さで成膜した K-HAp/
Ti に 350 ℃− 10 時間の条件でアニール処理を行った
ものを試料として，エネルギー分散型 X 線分光分析

（EDX）装置により評価した．また，K-HAp 薄膜の
K イオン溶出試験は，Si 基板上に K-HAp 薄膜を 4µm
の厚さで成膜した K-HAp/Si を用いて，as deposited
および 350 ℃− 10 時間の条件でアニール処理を行
なったものを試料として，誘導結合プラズマ質量分析

（ICP-MS）法により評価した．なお，本試験の溶出液
には，0.2 M リン酸水素二ナトリウム（Na2HPO4）と
0.2 M リン酸二水素ナトリウム（NaH2PO4）を用いて
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調整した 0.2 M リン酸ナトリウムバッファー（pH 6.8）
を使用した．底面 20 mm 角のテフロン容器中で溶出
液 10 mL に薄膜を浸漬させ，0 ，5 ，15 および 30 分
後に溶液を 50 µL ずつ採取したものを硝酸溶液で 100
倍に希釈し，それを試料検液とした．さらに，K 含有
による分子構造の変化をフーリエ変換赤外分光光度計

（FT-IR）の KBr 法で調べるために，基盤の影響を受
けない K-HAp の薄膜，すなわち K-HAp シートが必
要と考え，レジスト塗布 Si 基板上に，HAp および
K-HAp 薄膜を 2 µm の厚さで成膜した．その後，薄
膜をアセトンに浸漬し，レジストを溶解させることで
基板から単離した薄膜をシートとして回収した．得ら
れたシートをメタノール，エタノール，純水で洗浄し，
350 ℃− 10 時間の条件でアニール処理を行うことで
結晶化させ，それらを試料とした．

３．結果および考察

１）XRD による結晶性の評価
　PLD 法により Ti 基板上に作製した K-HAp 薄膜の
XRD パターンを図１に示す．図１より，アニール温
度 300 ℃の薄膜では 30°付近にアモルファスに由来す
るブロードなピークが見られるが，K-HAp のピーク
は見られなかった．アニール温度 350 ℃や 450 ℃の
薄膜では K-HAp のピークが確認でき，またアニール
温度が高いほど K-HAp のピークが高くなることがわ
かる．このことから，300 ℃から 350 ℃の間のアニー
ル温度で薄膜の結晶化が始まるということ，またア
ニール温度が高くなるほど膜の結晶性が進むことが明
らかになった．アニール温度 350 ℃の K-HAp 薄膜の
[300] 面から算出した a 軸長は 9.38 Å となった．標準
の HAp の a 軸長が 9.43 Å であることから，K-HAp
薄膜の a 軸長は 0.05 Å 短くなっていることがわかる．
Ca のイオン半径と K のイオン半径を比較すると，後
者のほうが大きいため，Ca サイトを K に置換すると，
a 軸長が増加すると考えられるが，Ca サイトを K に
置換した HAp の粉末では，通常の HAp 粉末より a
軸長が減少していたという報告がある 7）．その理由と
して、Ca イオンが c 軸方向に並んだ Ca チャネルの
金属イオン（Ca Ⅰ）は K イオンと置換されにくいた
め、Ca Ⅰサイトに欠損（vacancy）が生じ、それに伴っ
て a 軸方向に結晶が縮み、a 軸長が短くなることで説

明されている 8）。本実験においても、Ca Ⅰサイトに欠
損を生じたために a 軸長が短くなったと考えられる。

図１：Ti 基板上に作製した K-HAp 薄膜の XRD パターン

２）EDX による薄膜組成の評価
　図２は K-HAp 薄膜の EDX 組成分析結果を示して
いる．図より，0.294 keV および 3.312 keV 付近に K
のピークが見られていることから，薄膜に K が含有
されていることが確認できる．また，K のピークの他，
Ca，P，O，C および Ti のピークも確認された．C の
ピークが見られたのは，大気中に存在する C の一部
が薄膜表面に付着したためと考えられる．

図２：K-HAp 薄膜の EDX 組成分析

３）FT-IR による分子構造の評価
　図３に K 含有率の相違による FT-IR による薄膜
の IR スペクトルの変化を示す．図より K-HAp では，
HAp と比較して，630 cm-1 付近の OH 基のピーク（●）
が減少していることがわかる．これは，前述した Ca
Ⅰサイトの欠損によるＸ線結果の a 軸長の減少と関係
していると思われる。
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られることが分かった．また，K-HAp 薄膜は一般的
な HAp に比べ a 軸長が短くなることが確認された．
EDX の測定結果より，K が含有されていることが確
認され，FT-IR の測定結果から，K が含有されること
により，OH 基のピークが減少することが確認された．
ICP-MS 測定結果より，K-HAp 薄膜から K イオンの溶
出が確認された．以上の結果より，K-HAp 薄膜から作
製した K-HAp シートは今後の象牙質知覚過敏症の治
療用シートとして有用であると考えられる．

謝　辞

　本研究の一部は平成 25 ～ 29 年度文部科学省私立大
学戦略的研究基盤形成支援事業（S1311045）の研究
費の支援を受けた．

文　献

１） Brännström M, A hydrodynamic mechanism in the 
transmission of pain produced stimuli through the den-
tine. Sensory Mechanisms in Dentine 73-79, 1963.

２） Panta C，Sitthichai W，Noppakun Vo，Bruce M, Pain 
and the rate of dentinal fluid flow produced by hydro-
static pressure stimulation of exposed dentine in man. 
archives of oral biology 52: 625-631, 2007

３） 砂田賢 , 韓臨麟 , 岡本明：加齢に伴う歯の亀裂発生とその
対処法に関する臨床的研究 , Niigata Dent. J. 32[2]: 275-283, 
2002.

４） 前田三男： エキシマレーザー , 学会出版センター , 1993
５） Hontsu S, Yoshikawa K, Kato N, Kawakami Y, Hayami 

T, Nishikawa H, Kusunoki M and Yamamoto K; Restora-
tion and Conservation of Dental Enamel using a Flexible 
Apatite Sheet. Journal of the Australian Ceramic Society 
47[1]: 11-13, 2011.

６） Miyazaki S, Miyazaki M and Ichinose N; Humidity Sens-
ing Characteristics of Hydroxyapatite Substituted with 
Alkaline and Alkali Earth Metals. Proceeding of the 6th 
Sensor Symposium 239-241, 1986

７） S. Kannan, J.M.G. Ventura, Ferreira J.M.F, Synthesis and 
thermal stability of potassium substituted hydroxyapa-
tites and hydroxyapatite/β-tricalcium phosphate mix-
tures. Ceramics International 33: 1489–1494, 2007.

８） El Feki H, Naddari T, Savariault J. M, Localization 
of potassium in substituted lead hydroxyapatite: 
Pb9.30K0.60(PO4)6(OH)1.20 by X-ray diffraction. Solid 
State Sciences 2: 725–733, 2000.

図３：FT-IR スペクトル

４）ICP-MS による K イオン溶出評価
　ICP-MS による K-HAp 薄膜からの K イオンの溶出
試験の結果を図４に示す．図より，浸漬時間 5 分まで
の両薄膜の K イオン溶出速度に有意な差は見られな
かったが，浸漬時間 5 分以降では，as deposited の薄
膜の 1 cm2 当たりの K イオン溶出速度が 0.1 µg/min
であるのに対し，アニールによって結晶化した薄膜の
1 cm2 あたりの K イオンの溶出速度は 0.04 µg/min で
あった．これらの結果は，浸漬開始直後は薄膜表面
のドロップレットや微粒子に含まれている K イオン
が溶出され，その後，薄膜内部に取り込まれた K イ
オンが溶出することを示している．以上より，薄膜
K-HAp からの K イオンの除放が確認され、また as 
deposited 薄膜の方が結晶化した薄膜より速く K イオ
ンを徐放できることが明らかになった．

４．結　論

　KrF エキシマレーザーを用いて K-HAp 薄膜の作製
を試みた．得られた K-HAp 薄膜の XRD 結果より，ア
ニール温度 350℃以上で結晶化した K-HAp 薄膜が得

図４：K イオン溶出試験結果
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Abstract

Carbon felt is composed of carbon fibers and, when calcined at high temperatures in the vicinity of 2000 
°C or above, exhibits specific properties, including a large specific area, low electrical resistance and high 
microwave absorptivity. Recently, it was found that irradiation of a pair of disc-like carbon felts arranged in 
parallel with a ceramic ring spacer by 2.45 GHz microwaves (MW) under atmosphere air generates a thermal 
discharge plasma, termed a carbon felt atmospheric pressure microwave plasma (CAMP), at the gap between 
the felts. The temperature of the gap increases rapidly to reach thermal equilibrium at 1200 °C or higher in 
approximately 20 seconds, although the temperature at the circumference of felts can be as low as 200 °C 1).
    In the present study, the surface nitriding and oxynitridation of titanium by CAMP under atmospheric 
pressure nitrogen were successfully performed using carbon felts as a MW absorbing material. In addition, 
the formation of hydroxyapatite (HAp) by surface contact with a simulated body fluid (SBF) was assessed. 
The resulting surfaces of the titanium substrates were analyzed by X-ray photoelectron spectroscopy, X-ray 
diffraction and scanning electron microscopy.

Keywords:  atmospheric pressure microwave plasma; titanium; nitriding; oxynitridation; 
               hydroxyapatite biocampatibility

(J Bio-Integ 5 : 73 - 78, 2015.)

1.�Introduction

Hydroxyapatite (HAp)-coated implants have been 
widely used in orthopedics 2,3) and dentistry 4). This 
cementless fixation technique combines the strength, 
ductility and ease of fabrication of metallic implants 
with the increased biocompatibility associated 
with HAp. Once HAp is implanted, it has the 
ability to bond directly to bone 2), to achieve earlier 

and greater fixation strength 3,5,6) and to reduce 
healing time 7) and pain levels. This compatibility 
results from the similar compositions of HAp to 
the mineral phases of bone and tooth enamel 8). 
Titanium (Ti) and its alloys are the materials of 
choice for most dental and orthopedic applications. 
The many advantages of these materials include 
biocompatibility, good resistance to corrosion and 
excellent mechanical properties. However, bone 
response and implant success depend on the 

　Accepted for publication 8 July 2015
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chemical and physical properties of the Ti surface 9). 
Since the first simulated body fluid (SBF) calcifying 
solution formulation proposed by Kokubo 10), a 
number of slightly different compositions have been 
developed 11-14) and various pre-treatments have been 
applied in order to accelerate the coating, including 
acid, alkali and heat-based processes 15-17). In the 
present study, we employed a new, very simple and 
highly effective method to obtain the fast biomimetic 
deposition of nanocrystalline hydroxyapatite onto 
etched oxynitridation-treated titanium substrates.

2.�Experimental

Our method uses carbon felt (CF) and a 2.45 GHz 
microwave (MW) oven to generate high temperature 
carbon felt atmospheric pressure microwave 
plasma which is abbreviated to CAMP in this 
paper and especially CAMPs under atmospheric 
pressure nitrogen flow and atmospheric pressure 
air were represented by N2-CAMP and Air-
CAMP, respectively(Fig. 1). Round specimens 40 
mm in diameter were cut from a sheet of 5 mm 
thick CF and calcined at 2500 °C for use as the 
MW absorbing material. A Ti substrate (10 × 10 
× 1 mm, 99.9 % purity) was positioned in the gap 
between two parallel CF specimens situated 3 mm 
apart using a ceramic ring spacer. In nitriding 
treatment, after purging air from the apparatus 
with an atmospheric pressure N2 flow, Ti substrate 
was treated directly by N2-CAMP with the MW 
output power of 1000 W for 120 s. On the other 
hand, in oxynitriding process, a 40 μl aliquot of 
ion-exchanged water was added to the surface of 
the Ti substrate in advance of the reaction. Then, 
the substrate was treated by Air-CAMP with MW 
output power of 1000 W for 120 s, repeating the 
treatment twice, to obtain titanium oxide layer at 
the surface. And finally, after purging air from the 
apparatus with an atmospheric pressure N2 flow, the 
substrate was treated by N2-CAMP with MW output 
power of 1000 W, irradiation time of 120 s and N2 

gas flow of 700 cm3 min-1.
    Surface analysis of samples was carried out 
by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) using 
Ulvac-Phi Inc. ESCA type Quantum 2000 and X-ray 
diffraction (XRD) using Rigaku Co. XRD type RINT 
2500, in conjunction with observations of the surface 
morphology by scanning electron microscopy (SEM) 
using JEOL Ltd. FE-SEM type JSM-6330F.

Fig. 1: Schematic diagram of the apparatus

3.�Results�and�Discussion

Fig. 2 shows the resulting XPS 4-kV Ar+ ion sputter 
depth profiles obtained from Ti substrates treated 
with CAMPs of different conditions. Fig. 2(a) shows 
a typical XPS sputter depth profile of Ti substrate 
surface treated with N2-CAMP for 120 s. It suggests 
that titanium nitride (Ti:), with a Ti:N atomic ratio 
of 1 : 1, was formed at the substrate surfaces. The 
presence of oxygen atoms is due to impurities 
attached or adsorbed to the surfaces. Fig. 2(b) 
presents profiles for Ti with 40 μl H2O treated twice 
with Air-CAMP for 120 s and then with N2-CAMP 
for 120 s. It is evident that a nitrided layer was 
formed on an inner surface made of an oxide layer 
of varying thickness.
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    The ionic concentrations and pH of the simulated 
body fluid (SBF) employed in this work are 
compared with those of human blood plasma in 
Table 1 18). Fig. 3 presents several SEM images of 
materials following immersion in SBF for 120 h. Fig. 
3(a) shows a titanium substrate as received after 
immersion in SBF for 120 h, the surface of which 
exhibits a low density of apatite crystals. Fig. 3(b) 
presents a titanium nitride surface that also has 
crystals of apatite but at a higher density compared 
to the untreated material. Compared to these, the 
oxynitridation titanium surface in Fig. 3(c) exhibits 
apatite crystals covering the entire surface. Some 
cracks and rising phases can be observed. Bodhak 
et al. investigated the effects of surface charge and 
polarity on in vitro bone cell adhesion, proliferation 
and differentiation on electrically polarized HAp-
coated Ti, and demonstrated that accelerated 
mineralization on negatively charged surfaces 
favored rapid cell attachment and faster tissue 
ingrowth compared to non-polarized HAp coating 
surfaces, while positive charges on HAp coating 
surfaces restricted apatite nucleation with limited 
cellular responses 19).
    Fig. 4 shows the XRD pattern obtained following 
the immersion for 120 h in SBF of titanium that 
had undergone oxynitridation. The XRD data 
allow assessment of the crystal structure of the 

Fig. 2:  XPS depth profiles: (a) Ti treated with N2-CAMP for 120 
s, (b) Ti with 40 μl H2O treated twice with Air-CAMP 
for 120 s and with N2-CAMP for 120 s.

Table 1:  Ionic concentrations and pH of simulated 
body fluid in comparison with those in hu-
man blood plasma.

Fig. 3:  SEM images: (a) untreated titanium substrate, (b) nitriding titanium generated by N2-CAMP and (c) titanium oxynitridation 
from CAMP processing. All immersed in SBF at 36.5 °C for 120 h.
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titanium oxynitridation specimen with a HAp 
coating. The peaks at 26°, 28° 32°, 36°, 39°, 41° and 
56° are consistent with the presence of HAp. The 
peaks at 27° and 54° can be attributed to TiO2 
(rutile), while those at 40° and 52° are attributed 
to titanium and the peak at 42° is due to TiN. The 
XRD patterns obtained from samples after varying 
periods of soaking in the SBF solution indicate that 
the deposits were composed of HAp with poor 
crystallinity, since the diffraction peaks correspond 
solely to those obtained from a HAp standard 20-22).

    Fig. 5 presents the XPS wide survey spectrum of 
a HAp layer, which shows the elements that make 
up the surface and their proportional amounts. The 
surface Ca/P atomic ratio was determined to be 
1.69, which is in good agreement with the HAp Ca/P 
ratio of 1.67.
    Fig. 6 shows the XPS narrow spectra. The 
Ca2p envelope for the HAp layer obtained from 
oxynitridation of titanium by CAMP followed by 
immersion in SBF at 36.5 °C for 120 h exhibits an 
obvious second doublet. The Ca2p1/2 and Ca2p3/2 
bands fitted to each of the resolved doublets are 
separated by ~3.5 eV and have the correct (3:1) 
relative intensity ratio. The most intense of these 
two overlapping doublets is present at 346.70 
(Ca2p3/2) and 350.20 eV (Ca2p1/2) and the less intense 
doublet appears at 347.65 (Ca2p3/2) and 351.15 eV 
(Ca2p1/2). 
    The corresponding O1s spectral envelope 
again shows two distinct bands. The first of these 
is located at 530.60 eV and is attributed to O-P 
bonding and the second, found at 531.62 eV, is 
associated with oxygen bonded to OH- groups 23-25). 
The P2p envelope can also be fit with two peaks, 
each of which comprises an unresolved doublet. 
The most intense of these bands is located at 
132.72 eV, with the second, centered at 133.99 eV, 
corresponding to the P-O band and P-O-H bonding 
in HPO4

2-, respectively 23). The elements that make 
up the surface and their atomic concentrations are 
summarized in Table 2.

Fig. 4:  XRD pattern of HAp layer obtained from titanium oxy-
nitridation by CAMP and SBF immersion at 36.5 °C 
for 120 h.

Fig. 5:  XPS wide survey spectrum of HAp layer obtained from 
titanium oxynitridation by CAMP and SBF immersion 
at 36.5 °C for 120 h.

バイオインテグレーション学会誌　第５巻 J Bio-Integ 5 : 73 - 78, 2015.
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4.�Conclusion

The surface oxynitridation of titanium substrates 
was successfully performed using an atmospheric 
pressure nitrogen microwave plasma generated 
using carbon felts as microwave absorbers. This 
reaction system, in which the surface of the titanium 
is exposed to atmospheric pressure, makes it 
possible to perform the oxynitridation in a very 
short time frame. The results show that the surface 
formation of hydroxyapatite occurs rapidly following 
immersion of the substrate in simulated body fluid. 

Fig. 6:  Ca2p, O1s and P2p XPS narrow spectra of the HAp layer obtained from titanium oxynitridation by CAMP processing and 
immersion in SBF at 36.5 °C for 120 h. 

Table 2:  Results from peak fitting of Ca2P, O1s and P2p XPS data for the HAp layer obtained from oxynitridation 
of titanium by CAMP followed by immersion in SBF at 36.5 °C for 120 h.

Additional work is required to further investigate 
the surface obtained from this process and to verify 
the biological activity of this material.
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●原著論文

Detectability of the adhesion in TMJ space – A comparative study of 
cone-beam CT (CBCT) and multidetector helical CT (MDCT)

Takeshi Wada 1), Daisaku Ozawa 2), Yukinari Tuneda 3), Mohammad A Momin 4)

Abstract

Objective: To optimize the concentration of contrast media and to compare the ability of cone beam CT 
(CBCT) and multidetector CT (MDCT) in detecting the adhesion of the TMJ disk by CT- arthrography.
Materials and Method: The square shape phantom made by nylon thread, which was simulated for adhesive 
change in TMJ space was used. The eight types of threads (diameter: 0.128, 0.148, 0.165, 0.205, 0.235, 0.330, 0.405, 
and 0.500 mm) were joined inside the phantom in parallel at 1 mm interval. The contrast media (Omnipaque 
350mg I /ml) was diluted with water, and seven types of the media with diff erent concentration, 5%, 10%, 
20%, 30%, 40%, 50%, and 100%, were examined. A thread phantom was kept in the rubber balloon, which fi lled 
with contrast media and then placed in the TMJ space of the cadaver, so that all of the threads paralleled 
the F-H plane as possible. The phantom in the TMJ space was investigated using cone beam CT (CBCT) and 
multi-detector CT (MDCT). The voxel size was approximately 0.125×0.125×0.125 mm and 0.1×0.1×0.6 mm, 
respectively. Four observers independently assessed, whether the defect of contrast media by thread was 
present or not in 12 consecutive slices in the middle of the thread. MDCT images were examined by printed 
on fi lm and CBCT in computer display.
Results: The detected threads in the TMJ disk space in the contrast media that CBCT was superior to MDCT. 
Statistically signifi cant diff erences (p<0.01) were found almost all detected threads.
Conclusion: MDCT and CBCT are similar detectability, when adequate concentration of contrast media is 
used. However, CBCT can be used for the arthrography of TMJ with less concentration of contrast media, low 
radiation dose, lowest price and narrow space than MDCT.

(J Bio-Integ 5 : 79 - 84, 2015.)

1.�Introduction

Arthrography is important to diagnose the shape 
of the joint space and adhesion of the TMJ disk. 

Computed tomography (CT) arthrography is a 
combination of the injection of contrast media in 
the TMJ space and the simultaneous CT scanning. 
It provides better defi nition of the adhesion of the 
TMJ disk than conventional arthrography. However, 
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the optimal methods of this technique have not been 
established.
    CT has high spatial resolution, which provides 
the bony images information and demonstrated 
in multiplanner observation. CT is widely used 
in diagnosis of pathological changes such as 
osteophytes, erosion, prior to implant treatment 
surgery; fracture, in pre surgical treatment planning 
and the assessment of TMJ as well as position of 
the condyle. 1,2 ,26) But, there is disadvantage of high 
radiation dose and costs.
    On the other hand, CBCT is a new diagnostic 
modality, which has been used for the examination 
of the maxillofacial region such as in endodontic, 3) 
prior to minor oral surgery, 4,5) periodontology, 6) 
orthodontics, 7) periapical lesions, 12) osteomyelitis, 15) 
tumors, 18) Oral carcinoma, 27) and TMJ disorders, 
2,8 ,9 ,10) because of the limited exposure fi eld, X-ray 
dose is considerably lower, lower cost, and less 
space than that for conventional CT. 11,13 ,16 ,22) 
Previous papers reported that CBCT is a new 
alternative diagnostic imaging modality of helical 
CT for detecting of bony abnormalities in the TMJ. 
8,19 ,20) Honda K et al investigated the superior 
joint space of the TMJ by image guided puncture 
technique using CBCT and concluded that CBCT 
is a reliable imaging device for the examination of 
TMJ arthrography. 14) However, we propose a new 
method (CT- arthrography) which is combined CT 
and arthrography to diagnose TMJ disorders.
    The purpose of this study was to optimize the 
concentration of contrast media and to compare the 
ability of cone-beam CT (CBCT) and multidetector 
CT (MDCT) in detecting the adhesion of the TMJ 
disk by CT-arthrography.

2.�Materials�and�Methods�

Phantom: The square shape phantom made by 
nylon thread, which was simulated for adhesive 
change in TMJ space was used. The length and 
wide of the phantom was 10 mm and 10 mm, 

respectively. The boundary of the phantom was 
2 mm thick thread. The eight types of threads 
(diameter (mm): 0.128, 0.148, 0.165, 0.205, 0.235, 0.330, 
0.405, and 0.500) were joined inside the phantom 
in parallel at 1 mm interval. We were excluded 
the bonding area of threads, so we selected the 12 
continuous slices in the middle of the threads.

Contrast media: The contrast media (Omnipaque 
350mg I /ml) was diluted with tap water, and 
seven types of the contrast media with diff erent 
concentration, 5% (17.5 mgI/ml), 10% (35 mgI/ml), 
20% (70mgI/ml), 30% (105mgI/ml), 40%(140mgI/
ml), 50% (175mgI/ml), and 100% (350mgI/ml) were 
examined. The thread phantom was kept in the 
rubber balloon, which was fi lled with contrast media 
and then placed in the TMJ space of the skull, so 
that all of the threads paralleled to the Frankfort 
Horizontal (F-H) plane as possible and after that 
placed in imaging modalities (Fig. 1).

Fig. 1:  A phantom with base of the skull placed in the MDCT 
and CBCT image.

    The bite wax was used to ensure the position of 
the mandible to provide the reproducibility. During 
X-ray, the water jelly pack was fi xed around the 
phantom as scatter material.

Imaging: The multidetector CT (MDCT) was 
performed using Sensation 64 (Siemens Medical 
system, Erlangen, Germany) operated at 120 kV, 
140 mAs. All cases were underwent axial CT scan 
at 0.6 mm slice thickness, which were parallel to 
the condyler head of the mandible. These images 
were calculated using small FOV (50×50 mm) and 
the voxel size was approximately 0.1×0.1×0.6 mm. 
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Then the coronal images reconstructed at 0.6 mm 
intervals that were vertical to the nylon threads 
were obtained. 
The cone–beam CT (CBCT) was performed 
using 3DX (J. Morita MFG Co., Tokyo, Japan) 
with image intensifi er (I.I) operated at 80 kV, 5.0 
mA. Each examination was done at the same 
phantom positioning of MDCT. The voxel size was 
0.125×0.125×0.125 mm. Then the coronal images at 
0.5 mm intervals that were vertical to the nylon 
threads were obtained.

Evaluation method: Four observers independently 
assessed whether the defect of contrast media by 
thread was present or not in 12 consecutive slices 
in the middle of the thread. The detectability of 
the thread was defi ned by the following formula: 
number of slices with detected nylon thread/12 
slices. In the axial images, the threads were 
observed parallely, but there was a tendency to 
see more threads (Fig. 2a,b), so we excluded the 
tendency to see the threads. The dark points as 
defect of contrast media counted in the coronal 
image (Fig. 2c,d).

    The mean value of the detectability among the 
four observers were obtained and used for the 
analysis. MDCT images were examined by printed 
on fi lm and CBCT in computer display. Statistics; 
Statistically analysis by Mann Whitney U-test and P 
value was p<0.01.

3.�Results

The defect of contrast media, simulating the 
adhesion of the TMJ disk, could be observed in 
four out of the eight threads with diameter of 
0.235 mm or more. In the remaining four, defect 
could not be detected regardless of contrast media 
concentration or CT modality. The detectability of 
0.500 mm thread was 100% in 70mgI/ml-175mgI/
ml concentration of contrast media by CBCT, and 
in 140mgI/ml-175mgI/ml concentration by MDCT 
(Fig. 3a,b). For the detectability of 0.405 mm thread, 
CBCT and MDCT indicated similar results in 
105mgI/ml-175mgI/ml concentration of contrast 

Fig. 2a,b:  A thread detected in MDCT and CBCT axial im-
ages.

Fig. 2c,d:  A dark point detected in MDCT and CBCT coronal 
images.

Fig. 3:  Detected the threads in 10 to 100% concentration of 
contrast media in CBCT and MDCT image.
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media (Fig. 3a,b). For that of 0.330 mm thread, CBCT 
showed slightly better results than MDCT (Fig. 
3a,b). The detectability of 0.235 mm thread by CBCT 
was over 20% in 70mgI/ml-175mgI/ml concentration 
of contrast media, whereas that by MDCT was 
0% regardless of the concentration (Fig. 4a,b). 
CBCT demonstrated the any threads in 350mgI/ml 
concentration of contrast media, but MDCT could 
not demonstrated (Fig. 5), respectively.

examined in contrast media. MDCT and CBCT 
detected the threads mean value was 2.58± 0.87 and 
3.06 ±0.52, respectively (Table 1).

4.�Discussion

MRI is usually used in diagnostic imaging of 
soft tissue of the TMJ disorders, especially for 
the position and shape of the articular disk. 14,23) 
However, sometimes MR images are complicated 
to correct diagnosis of pathological changes within 
the TMJ space. 14) But, contrast arthrography is also 
important to diagnose the shape of the joint space 
and adhesion of the TMJ disk. The conventional 
tomography and CT imaging select for hard-
tissue imaging of the TMJ disorder. 24,25) However, 
these modalities such as MRI and CT imaging 
are expensive and need wide space and also CT 
scanning produces relatively high radiation doses. 
On the other hand, CBCT is low radiation dose 
and need narrow space than CT. In this study, 
we observed that the detectability of MDCT was 
similar to CBCT for 0.500 and 0.405 mm thick nylon 
threads except for 350mgI/mlconcentration of 
contrast media. But, CBCT demonstrated higher 
detectability for 0.330 mm nylon thread than MDCT 
with 105mgI/ml concentration of contrast media. 
The reason might be low energy and the specifi c 
algorithms of the 3DX system. As mentioned above, 
3DX images have an isotropic voxel size of 0.125 
mm, while the MDCT has an isotropic voxel size of 
0.6 mm. This might be responsible for the diff erence 
in structural resolution. MDCT could not detect 
any of thread when 100% concentration of contrast 
media was used. It may be due to partial volume 
eff ect.
    The CBCT is therefore likely to have greater 
chance for clinical the application in the future. 
Previous papers compared the 3DX image system 
with multidetector row helical CT and concluded 
the 3DX image is superiors than that of CT. 16,17 ,21) 
Honda et al, compared the diagnostic reliability of 

Fig. 4:  Ability of thread detect in 100% concentration of con-
trast media in the MDCT and CBCT images.

    CBCT could detect the threads optimized in 
105mgI/ml (3.06) concentration of contrast media 
and MDCT in 175mgI/ml (2.58) concentration of 
contrast media. A total of 48 sample numbers were 

Fig 5:  Ability of detects the threads in 5% to 100% of concen-
tration of contrast media in MDCT and CBCT image.

Table 1:  Mean value of detected threads number in 
optimized concentration of contrast media.

バイオインテグレーション学会誌　第５巻 J Bio-Integ 5 : 79 - 84, 2015.
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helical CT with CBCT, and found similarly high 
sensitivity, specifi city and accuracy with imaging 
modalities. They concluded that both CBCT and 
HCT are highly reliable for evaluation of the bony 
mandibular condyle. 19) In this paper, we investigated 
the detectability of defect in the TMJ space 
simulating the adhesion using nylon threads and the 
detected value signifi cantly was diff erence between 
the CBCT and MDCT. That indicates the CBCT is 
superiors than that of the MDCT.
    In this research, we found that optimum 
concentration of contrast media in CT-arthrography 
was considered approximately 30% (105mgI/ml) for 
CBCT and 50% (175mgI/ml) for MDCT. Generally, 
high concentration is necessary for fl uroscopy. 
Therefore, concentration of contrast media might be 
optimum 175mgI/ml.
    In conclusion, CBCT and MDCT are similar 
detectability, when adequate concentration of 
contrast media is used. However, CBCT can be used 
for the arthrography of TMJ with less concentration 
of contrast media, low radiation dose, lowest cost 
and need narrow space than MDCT.
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Abstract

This study evaluated the effects of different implant surface roughness and implant materials on bacterial 
attachment and biofilm formation.
    The 4 different surface-treated titanium plates (17.0 mm × 10.0 mm × 1.0 mm) were used including MS: 
Machined surface, SBA: Sandblasted-acid etched surface, RA1.5: HA sputter-coated surface and RA3.0: HA 
sputter-coated surface (rougher surface than RA1.5). Thirty samples were fabricated for experiments on 
each of the different surfaces. Two bacterial species were used in this study: Streptococcus mutans and 
Porphyromonas gingivalis. S. mutans was cultured in BHI agar or broth mediums containing 1% of sucrose. P. 
gingivalis was cultured in horse blood agar mediums containing hemin and menadione and BHI broth coutaing 
them under an anaerobic condition at 37°C.
    Evaluation Method: The mean value of the colony forming unit (CFU) attached to each sample was 
calculated from data obtained and compared to that of different implant materials. Regarding S. mutans, there 
was no difference between SBA and MS. However, when compared with SBA, the values of CFU of RA1.5 and 
RA3.0 were 2.4 times and 2.9 times larger, respectively. There were no significant differences in P. gingivalis.
    These results suggest that the bacterial attachment might be affected by the difference of implant surface 
characteristics and surface roughness.

(J Bio-Integ 5 : 85 - 92 2015.)

１．緒　言

　歯科用インプラントは，これまで骨結合性を重視し，
さまざまな表面性状が考案されてきた．近年のインプ
ラント体は一般的に，表面が粗造な状態が骨との結合

力を向上させることから，酸エッチング・サンドブラ
スト・プラズマ溶射等の表面処理が施されている 1）．
一方，当該処理によりインプラント体表面における細
菌の付着・増殖が助長されバイオフィルム（Biofilm）
の形成が促進するため，インプラント周囲炎（以下周
囲炎）の発症の原因とも考えられている 2）．健全な口
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腔環境では，インプラント体のコーティング層が口腔
内に露出されることはないが，何らかの原因でフィク
スチャーが口腔環境に露出した場合は，口腔細菌にさ
らされる．露出されたフィクスチャー表層に付着した
細菌は，バイオフィルムを形成し，容易に除去するこ
とは困難であると予想される．このバイオフィルムが
原因となって発症する周囲炎の治療法を考える上で，
表面性状の違いによる細菌の付着状態を把握すること
が必要であると考える．本研究では，表面性状と表面
粗さの違いによる細菌の付着状態を解明することを目
的として，バイオフィルム形成量の違いを比較・検討
した．

２．材料と方法

１）試料の作製
　試料は，17.0mm × 10.0mm × 1.0mm の平坦なチタ
ンのディスク（株式会社ニラコ社，東京）を使用し（図
１），チタン系インプラント（以下チタン）1,2）と HA
系インプラント（以下 HA）3,4）の表面性状を想定し
た以下の試料を作製した．
　1）MS  ：マシーンドサーフェス
　2）SBA：サンドブラストおよび酸エッチング処理
　3）RA1.5：スパッタリング HA 処理
　4） RA3.0： スパッタリング HA 処理（RA1.5 より

表面が粗い試料）
　以上 4 種類の表面処理を施したものを試料として用
い，各 30 枚ずつ計 120 枚の試料を作製した（提供：
山八歯材工業株式会社）．

２）使用菌種
　Streptococcus mutans（ 以 下S. mutans）JCM5705
とPorphyromonas gingivalis（以下P. gingivalis）JCM
12257 の 2 菌株を用いた（理研 BRC）．なお，グラム
陽性菌のう触病原細菌であるS. mutans は，健全イ
ンプラント周囲よりも病変部から高頻度に検出され
る 1）．また，グラム陰性菌の歯周病原細菌であるP. 
gingivalis は，周囲炎の病因に関する研究において重
要視されている．

３）培地について
　S. mutans 用培地
　（1） ブレインハートインフュージョン（以下 BHI）

寒天培地
　　 　BHI 寒 天 培 地（ 日 水 製 薬，Code 05507，

Lot.007404）に精製水（アテクト，Code 03301051-
00001）を加え，オートクレーブ処理（121℃，15 分）
し，シャーレに分注，固化させた．

　（2）BHI 液体培地
　　 　BHI ブ イ ヨ ン（ 日 水 製 薬，Code 05509，

Lot.008401）に精製水（アテクト，Code 03301051-
00001）を加え，オートクレーブ処理（121℃，15 分）
した．

　（3）1% ショ糖添加 BHI 液体培地
　　 　BHI ブ イ ヨ ン（ 日 水 製 薬，Code 05509，

Lot.008401）に最終濃度が 1% となるように特級スク
ロース（和光純薬，Code196-00015，Lot.CTK0298）
を加え，精製水（アテクト，Code 03301051-00001）
で溶解し，オートクレーブ処理（121℃，15 分）した．

　P. gingivalis 用培地
　（1）5mg/ml ヘミン・ストック液
　　 　総量の 10% の 1N アンモニア水で細胞生物

学用 ヘミン（和光純薬，Code 080-08881，Lot.
PDH0559）を溶解し，精製水（アテクト，Code 
03301051-00001）でメスアップ後，オートクレー
ブ処理（121℃，15 分）した．

　（2）1mg/ml メナジオン・ストック液 
　　 　VITAMIN K3（MENADIONE）（クロマテックス，

Code ASB-00022825-001，Lot.00022825-757）を特
級エタノール（99.5）（関東化学 Code 14033-00，
Lot.609H1849）で溶解した．

　（3） ヘミン・メナジオン添加（以下 HM+）ウマ血
液寒天培地

　　 　粉末タイプの血液寒天基礎培地 No.2（関東化
学，Code 711271-5，Lot.1364842）に精製水（ア
テクト，Code 03301051-00001）を加え，ヘミン
を 5µg/ml，メナジオンを 1µg/ml となるように
添加し，オートクレーブ処理（121℃，15 分）後，
60℃で保温し，ウマ脱繊維血（コスモバイオ，
Code 12065105 KOJ Lot.65114050，65115009B，
65115012D）を 5% になるように加え，シャーレ
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に分注，固化させた．
　（4）HM+BHI 液体培地
　　 　BHI ブ イ ヨ ン（ 日 水 製 薬，Code 05509，

Lot.008401）に精製水（アテクト，Code 03301051-
00001）を加え，ヘミンを 5µg/ml，メナジオンを
1µg/ml となるように添加し，オートクレーブ処理

（121℃，15 分）した．

４）方　法
　S. mutans を BHI 液体培地にて 37℃，嫌気条件下（酸
素濃度 0.1% 以下）で 24 時間培養し，これを菌液とし
た．24 ウェルプレートに 1% 液体ショ糖添加 BHI 培
地 3）と菌液（接種菌数：約 1.3 × 109CFU/ml）を分
注した．一方，P. gingivalis は，HM+BHI 液体培地
にて 37℃，嫌気条件下で 24 時間培養し，24 ウェルプ
レートに HM+BHI 培地と菌液（接種菌数：約 9.7 ×
104CFU/ml）を分注した．その際に，各試料 No.1 ～
5 までは培地 0.9ml と菌液 0.1ml で全体を 1.0ml とし，
negative control として No.6 に培地のみを 1.0ml 分注
した（表２）．
　各ウェルに滅菌済の試料の処理面を上面にして設置
した（図３）後，S. mutans は 2 日間，P. gingivalis
は 7 日間，それぞれの条件下で静置培養を行った．培
養後試料の表面にバイオフィルムの付着を確認した後

（図４），試料に付着したバイオフィルム以外の浮遊細
菌を除去するため，滅菌生理的食塩水 2ml を分注し
たウェルプレートに試料を浸した後静かに引き上げ
た（図５）．次に，滅菌生理的食塩水（10ml）とガラ
スビーズを予め加えた試験管に試料を投入し（図６），
ボルテックスミキサーで 1 分間撹拌後，水中にて超
音波処置（機器：本多電子株式会社，WT-100-M，
45kHz）を 5 分間行い，インプラント素材に付着した
バイオフィルムを剥離させた（図７）．その後，この
検体液を用いて適宜 10 倍段階希釈系列を調整し，そ
の希釈液を 0.1ml ずつS. mutans は BHI 寒天培地，P. 
gingivalis は HM+ ウマ血液寒天培地に塗抹し，それ
ぞれの条件下で培養を行った．生育したコロニー数を
計測し，インプラントの素材の細菌付着量について比
較・検討を行った．

表１：各サンプルの表面粗さの測定値
インプラント素材 粗さ Ra（μm）HA 膜厚（μｍ）

MS（Ti） 0.4 ± 0.04 -
SBA（Ti） 1.7 ± 0.20 -

RA1.5（HA） 1.6 ± 0.13 1.1 ± 0.14
RA3.0（HA） 5.0 ± 1.18 1.0 ± 0.20

５）評価法
　各インプラント素材に対し，n=5 のデータのうち最
大値と最小値を削除し，n=3 の結果から，回収された
菌数の平均値を算出した．その際，シャーレ上に 300
個以上のコロニー数が確認された希釈段階の菌数は，
算出対象から棄却した．また，得られた測定値をｔ検
定を用いて統計学的評価を行った．

図１：実際に使用したチタン板のイメージ図

表２：ウェルプレートの素材の配置表
インプラント素材 No.1 ～ 5 No.6

A 列 MS 培地 0.9ml

培地 1.0ml
B 列 SBA

＋
菌液 0.1mlC 列 RA1.5

D 列 RA3.0
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図２-d：RA3.0 表面写真

図２-a：MS 表面写真

図２-b：SBA 表面写真

図２-c：RA1.5 表面写真

図３：試料を浸した 24 ウェルプレート

図４：バイオフィルムの付着を確認

図５：滅菌済ピンセットで試料を回収
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３．結　果

１）各素材の表面性状
　各サンプルの作製後，粗さ測定器（東京精密製：サー
フコム 130A）を用いて表面粗さを測定した測定値を
表 1 に示す．３）・４）はそれぞれ 1.5µm の厚さで
コーティングを施した．培養前のそれぞれの表面状態
の走査型電子顕微鏡（SEM）3000 倍の観察像を図 2-a
～ 2-d に示す．観察像より MS は表面全体に切削跡の
みが確認され，SBA（図 2-b）は MS（図 2-a）より粗
さが付与されていることが判明した．RA1.5（図 2-c）
と RA3.0（図 2-d）では両者ともに結晶化されたハイ
ドロキシアパタイトが表面にコーティングされている
ことが確認された．

２）インプラント表面付着細菌数
　P. gingivalis に関しては，SBA，RA1.5 でバイオフィ
ルム形成量が多く，RA3.0 で最も少ない傾向が認めら
れた（表３）．しかし，各素材間のｔ検定を行った結
果，P. gingivalis に関しては 4 素材の間に有意差は認
められなかった（図８）．また，S. mutans に関しては，
MS と SBA の差は認められなかったが，SBA と比較
して RA1.5 は 2.4 倍，RA3.0 では 2.9 倍の細菌付着量
が確認され，RA3.0 と SBA，MS の間に統計学的有意
差（P <0.05）が認められた（図９）．すなわち，チタ
ンと HA では細菌付着数に差が認められた．さらに
HA 表面性状についても粗さが大きい方（RA3.0）が
小さい方（RA1.5）と比較して細菌数が多い傾向が認
められた．

表３： P. gingivalis とS. mutans における各素材の付
着量の平均値

インプラント素材 P. gingivalis S. mutans
MS 7.9 × 106 CFU 1.5 × 107 CFU
SBA 9.5 × 106 CFU 1.5 × 107 CFU
RA1.5 9.6 × 106 CFU 3.7 × 107 CFU
RA3.0 6.3 × 106 CFU 4.4 × 107 CFU

図６：ガラスビーズと試料

図７：超音波洗浄器でバイオフィルムを剥離

図８：付着P. gingivalis 数

バイオインテグレーション学会誌　第５巻 J Bio-Integ 5 : 85 - 92, 2015.
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４．考　察

　周囲炎は，口腔衛生の不良やオーバーロード等の要
因により同一口腔内（残存歯の歯周ポケット）から
歯周病原細菌がインプラントへ感染し，当該疾患が
発症すると考えられている 4）．しかし最近では，16S 
rRNA gene clone library technique を用いて歯周炎，
インプラント健常部位と周囲炎部位の細菌叢を比較し
たところ，後者では歯周病原細菌の割合は比較的低く，
他の様々なグラム陰性細菌により構成されているとの
報告がある 5）．いずれにしても，細菌感染が周囲炎発
症のトリガーとなり，さらに周囲炎の進行にも関与し
ていることが明らかである．
　インプラント体のフィクスチャーのネック部や歯肉
貫通部は，プラークや食物残渣，細菌の付着を防ぐた
めに鏡面加工に仕上げられている．インプラント植立
後，インプラント周囲の組織が健全な状況であるな
らば，口腔内にコーティング層が露出することはな
い．しかし，細菌感染等による要因でインプラント周
囲溝が深くなれば清掃は困難となり，感染がフィク
スチャーの粗糙な部分に到達し周囲炎がより進行す
る．周囲炎の進行状態は，インプラント体の表面性状
や表面粗さ，またアパットメントの構造特性等がバイ
オフィルムの形成に重要な影響を及ぼすとされている
6）．本研究は，周囲炎が進行しインプラント体のコー
ティング層が口腔内に露出したことを想定し，この露

出したフィクスチャーの表面性状と表面粗さの違いに
よる細菌の付着状態を確認することを目的として実験
を行った．
　実験結果より，S. mutans については，HA コーティ
ングされた試料に付着量が多い傾向が認められ，その
中でも特に表面粗さが大きいもの（RA3.0）ではチタ
ンと比較して付着量に統計学的有意差が認められた．
一方，P. gingivalis においては 4 素材の間に有意差は
認められなかった．
　これらの結果から，歯肉縁上プラークを形成する
S. mutans では，HA の表面性状と粗さがバイオフィ
ルム形成量の大きな要因となり，チタンの表面性状
と比較して周囲炎発症に関わる可能性が高くなると
考えられる．それに対して，歯周病原細菌であるP. 
gingivalis では，バイオフィルム形成量において 4 素
材間に差は認められず，細菌付着は HA コーティン
グの有無や表面粗さに影響されないと考えられる．こ
の理由としてS. mutans と異なり，P. gingivalis には
強力な付着因子である線毛が存在していることが関
わっていると予想される 7）．
　近年，HA に対する細菌感染の高い感受性が指摘さ
れ，一度感染した HA インプラントではチタン系イ
ンプラントと比較して早期に炎症反応が進行し 8），急
速な骨吸収が生じるとの報告 9）がある．しかし，今
回の結果は，歯周病原細菌の感染に関して HA に感
受性の高い 10）という結果とは反するものである．バ
イオフィルムの形成は，まず HA に付着しやすいグ
ラム陽性通性嫌気性であるS. mutans 等の細菌が優
勢になり , その後バイオフィルムが成熟するに従い
P. gingivalis 等のグラム陰性嫌気性菌が増殖し優勢に
なる 11）．したがって，歯肉縁上のプラークをコント
ロールすることにより初期のコロナイザーであるS. 
mutans のインプラント体への付着を防止することが
でき，結果的にその後の後期コロナイザーである歯周
病原細菌の付着を抑制することになり，インプラント
周囲炎の発症を予防すると考えられる．
　一方，Keller らは表面粗さ（Ra：線上での算術
平均粗さ）の程度が異なる 3 種のチタンディスク

（Smooth：Ra=0.04 ± 0.01μm，Grooved：Ra=0.2 ± 0.02
μm，Rough：Ra=0.9 ± 0.2μm）上で骨芽細胞の初
期付着を評価した．その結果，Rough な表面におい
て有意に細胞付着数が多く，Smooth，Grooved 間に

図９：付着S. mutans 数
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おいて有意な差はなかったと報告している 12）．した
がって，HA インプラントの表面性状は，早期の骨結
合の有効性と長期の安定性を確保することを求め表面
粗さが大きいものが考案されている．しかし，この表
面粗さが細菌付着量を増す原因となると考えられる．
従って，今後，細菌感染と骨結合能との両面を考慮し
てインプラント体を開発することが重要と考える．
　近年，周囲炎の発症率は約 40% 13）に及び，周囲炎
の増加が危惧され治療法の確立が急務となっている．
一方，周囲炎の治療法として，表面性状によるアプロー
チ法の違いが検討されている 14）．特に HA インプラ
ントに発症した周囲炎では，抗菌療法を用いた非外科
的療法も数多く報告されている 15）．今後は，実際の
インプラント体を用いて , 表面性状の違いと粗さそし
てスレッドの大きさの違いによる抗菌療法の検討を行
う予定である．

５．結　論

　本研究では，表面性状と表面粗さの違いによる細菌
の付着状態を確認することを目的として，インプラン
ト体の素材によるバイオフィルム形成量および細菌
付着量の違いを比較・検討した．その結果，細菌付
着量は細菌種により傾向が異なり，歯周病原細菌P. 
gingivalis においては，HA コーティングの有無や表
面粗さの違いによる影響は認められなかった．一方，S. 
mutans においては HA コーティングの有無及び表面
粗さの違いにより差があることが判明した．結果から，
プラークコントロールを行うことでS. mutans の付着
を抑制し，それによりP. gingivalis の付着によるバイ
オフィルム形成の抑制が可能であると考えられた．

　なお，本論文の一部は，第 5 回バイオインテグレー
ション学会 学術大会（2015 年，東京）において発表
した．
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抄　録

　本研究は，インプラント体の表面性状の粗さの違いによる
細菌の付着状態を確認し，インプラント体の素材によるバイ
オフィルム形成および細菌付着量の違いを検討した．17.0mm
× 10.0mm × 1.0mm のチタン板に SBA：サンドブラストおよ
び酸エッチング処理，MS：マシーンドサーフェス，RA1.5：
スパッタリング HA 処理および RA3.0：スパッタリング HA
処理（RA1.5 より表面が粗い試料），4 種類の表面処理を施し
たものを用い，各 30 枚ずつ作製し実験を行った．使用菌種は
Streptococcus mutans とPorphyromonas gingivalis の 2 菌株
を用いた．培養条件はS. mutans はBHI寒天培地および1％ショ
糖添加 BHI 液体培地を，P.gingivalis はヘミン・メナジオン添
加のウマ血液寒天培地および ヘミン・メナジオン添加 BHI 液
体培地を使用し，37℃嫌気条件下で培養を実施した．得られた
データから，各試料に付着した細菌数（CFU）の平均値を求
め，インプラントの素材による細菌付着量について比較・検討
を行った．S. mutans に関しては，SBA と MS の差は認められ
なかったが，SBA と比較して RA1.5 は 2.4 倍，RA3.0 では 2.9
倍の細菌付着量が確認された．P. gingivalis については，有意
差は認められなかった .
　実験結果においての細菌付着量には，インプラント体の表面
性状や表面粗さの違いにより差が出る可能性が示唆された．

キーワード： インプラント体の表面粗さ，バイオフィルムの形
成，インプラント周囲炎
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●原著論文

Cone beam CT artifact induced by titanium cylinder
- a preliminary study -

Takeshi Kawai 1), Ryo Maeda 1), Hiroaki Nakao 1), Mohammad A Momin 2)

Abstract

Objective : To evaluate quantitatively the metal artifacts on 3DX Accuitomo images using the titanium 
cylinders in relation to various exposure protocols.
Materials and method: For the evaluation of artifacts, titanium cylinders were fabricated. The titanium 
cylinders of 2.99 and 3.49 mm were installed in anterior and posterior segments of the plastic model of the 
mandible. Cylinders with heights of 15.07 mm for 2.99 mm and 15.06 mm for 3.49 mm diameter were prepared 
from a titanium rod. The cylinders were placed 10 mm from each other, and their positions were in two 
central incisors for anterior and molar regions for the posterior segment. CBCT examinations were performed 
with 3DX Accuitomo, FPD type (Morita Corp., Kyoto, Japan). The titanium cylinders were imaged at the same 
position at tube voltages of 60 and 90 kV, a tube current of 4 mA, and an exposure time of 17 seconds. The 
voxel size was 0.125 mm. The heights of the cylinders were measured in coronal and sagittal images. Diameter 
measurement was performed at the center of the cylinder. The anteroposterior (AP) and mediolateral (ML) 
diameters of cylinders were measured in axial images. All data were evaluated with the Image J and OsiriX 
image analysis software.
Results : In the measurement of the heights of the titanium cylinders, the mean heights deviated from 100.85% 
to 101.46%, and 100.59% to 101.12 % for a single cylinder for 60 and 90 kV, respectively. For double cylinders, 
the mean heights were from 101.39% to 101.72%, and 101.12% to 101.12% for 60 and 90 kV, respectively. The 
mean diameters anteroposteriorly and mediolaterally were (102.86% to 104.01%, and 102.29% to 102.67%; and 
102.00% to 103.01%, and 101.67% to 101.71%) for a single cylinder for 60 and 90 kV, respectively. For double 
cylinders, the mean diameters anteroposteriorly and mediolaterally were (102.86% to 104.86%, and 100.28% to 
104.01%; and 102.86% to 104.01%, and 102.00% to 102.67%) for 60 and 90 kV, respectively.
Conclusion: CBCT is used as an alternative to conventional CT for dental diagnosis. Artifacts can degrade 
the quality of images, sometimes causing instability in the diagnosis. There are some factors that may cause 
artifacts, such as patient positioning and the presence of metallic materials. However, for determining the 
bone quality of the mandible, it is necessary to evaluate preoperatively metal artifacts for successful implant 
installation.
Keywords: cone beam CT, artifact, titanium cylinder.

(J Bio-Integ 5 : 93 - 100 2015.)
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1.�Introduction

Cone beam computed tomography (CBCT) is 
widely used in dentistry and maxillofacial imaging 
in diagnosis and treatment planning purposes. 1,2) 
According to previous study, CBCT devices are 
precisely evaluated the normal and or pathological 
anatomic structures including the maxillary sinus 
or the inferior dental canal. 3) Furthermore; CBCT is 
also randomly applied in implant dentistry for pre-
surgical evaluation of bone quantity and quality and 
for planning of implant installation. 4,5)

    It is used as an alternative to conventional CT 
for dental diagnosis. With CBCT various artifacts 
might be occurred related itself and the object being 
examined. The metallic materials used in dentistry 
can produce artifacts due to the beam hardening 
phenomenon. During the x-ray passing through the 
objects, the high-energy photons area absorbed less 
than the low energy photons; this phenomenon is 
produced by objects with a high density. 20,21) The 
artifacts degrade the quality of diagnostic images, 
sometimes causing instability in the diagnosis. 6,7 ,19) 
The presence of metallic materials including metallic 
restorations, brackets, crowns, and titanium implants 
affect the quality of a reconstructed CT image 
because of effects such as beam hardening, scatter, 
quantum noise, and photon starvation. 9,10) However, 
for determining the bone quality of the mandible, 

it is necessary to evaluate preoperatively metal 
artifacts for successful implant installation.
    CBCT has been introduced into dentistry for the 
last few years. Presently, there are different types 
of CBCT devices on the market with different in 
exposure protocols including field of view (FOV) 
sizes, tube current, tube voltage, beam quality, 
exposure time, and rotation arc. Furthermore, 
CBCT devices are developed using different types 
of detectors including FPD, II, and reconstruction 
algorithms are applied. The image quality in terms 
of image noise, contrast resolution, and artifacts 
affects by these parameters. 8,11) In this study, 
we studied on two different voxel sizes and two 
different sizes of FOV using same titanium cylinder.
    Earlier studies investigated that the 
quantification of metal artifacts using different 
approaches. 12,13) However, there is no standardized 
parameter available to quantify the artifact around 
the titanium cylinder.  The aim of this study was 
to evaluate quantitatively the titanium artifacts on 
3DX Accuitomo images using the titanium cylinders 
in relation to various exposure protocols.

2.�Materials�and�Methods

A plastic model of the mandible was manufactured. 
In the mandible, we made four cylindrical holes for 
anterior (1st central incisors) and posterior (1st and 
2nd Molar) segment (Fig.1), 

　　　Fig 1 :  Schematic diagram of the cross-sectional image (a) and measurement sites (b).
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    allowing the placement of inserts for image 
quality analysis. For the evaluation of artifacts, 
titanium cylinders were fabricated (Tokyu hands). 
The titanium cylinders of 2.99 and 3.49 mm were 
installed in anterior and posterior segments of 
the plastic model of the mandible. Cylinders with 
heights of 15.07 mm for 2.99 mm and 15.06 mm for 
3.49 mm diameter were prepared from a titanium 
rod. The titanium cylinders were placed 10 mm 
from each other, and their positions were in two 
central incisors for anterior and molar regions for 
the posterior segment.

3.�CBCT�scanning

CBCT examinations were performed with 3DX 
Accuitomo, FPD type (Morita Corp., Kyoto, Japan). 
The titanium cylinders were imaged at the same 

position at tube voltages of 60 and 90 kV, a tube 
current of 4 mA, and an exposure time of 17 
seconds. The voxel size was 0.125 mm for 3DX 
Accuitomo. The plastic model mandible with 
titanium cylinder poured into the water container 
for considering the soft tissue.

4.�Image�analysis

All data were evaluated with the Image J Version 
1.49g (http://imagej.nih.gov/ij/) and OsiriX (www.
osirix-viewer.com/OsiriX-64bit.html) image analysis 
software’s. The heights of the cylinders were 
measured in coronal and sagittal images (Fig.2). 
Diameter measurement was performed at the center 
of the titanium cylinder. The anteroposterior (AP) 
and mediolateral (ML) diameters of the cylinders 
were measured in axial images (Fig.3).

　　　　　　　　Fig 2 :  Coronal CBCT images of single cylinder (a) and double cylinder (b)

　　　　　　　　Fig 3 :  Axial CBCT images of single cylinder (a) and double cylinder (b)
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    Firstly, all measurements were performed by 
M.O (observer) with extensive experience in image 
analysis. The observer performed the measurements 
five times to estimate intra-observer variability. 
From these measurements, the highest and the 
lowest height and or diameters were cut and the 
rest average value of all measurement was used 
for the analysis. Secondly, the observer all time 
discussed with Y.A after measurement the data’s.

5.�Results

In the measurement of the heights of the titanium 
cylinders, the mean heights deviated from (100.85% 
to 102.00%, and 100.59% to 101.12 %) for a single 
cylinder for 60 and 90 kV, respectively. For double 

cylinder, the mean heights were from (101.39% to 
101.72%, and 101.12%) for a double cylinder for 60 
and 90 kV, respectively (Table1).

    The mean diameters anteroposterior (AP) were 
from (104.01% to 104.68%), and (102.67% to 104.34%), 
and (102.86%, and 100.28% to 102.29%) for a single 
and double cylinder for 60 and 90 kV, respectively 
(Table 2).

    The mean diameters mediolaterally were from 
(102.00% to 103.01%, and 101.67% to 101.71%), and 
(102.86% to 104.68%, and 102.00% to 104.01%) for 
a single and double cylinder for 60 and 90 kV, 
respectively (Table 3).

Table 1 :  Measurement of the heights for evaluating cylinder artifact

Table 2 :  Measurement of the AP diameters for evaluating cylinder artifact

Table 3 :  Measurement of the ML diameters for evaluating cylinder artifact
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    The height was greater in 60kV in images; 
furthermore, the diameter was almost same to 
the original size in the posterior side in 90kV 
for a single cylinder (Fig 4). The ML diameter 
of the cylinder was greater for 60kV in images. 
Furthermore, the diameter was lower in a single 
cylinder than that of post. side for a double cylinder 
(Fig 5). The AP diameter of the cylinder was 
greater for 60kV compared with 90kV in images. 
However, the diameter was almost same to the 
original diameter in the posterior side in the double 
cylinder. Furthermore, the AP diameter was higher 
for both single and double cylinder (Fig 6). There 
was significant difference (Mann whitney U-test) in 
the mean of heights and diameters for single and 
double cylinder in anterior and posterior side of the 
mandible phantom.

6.�Discussion

The present study investigates metal artifacts on 
CBCT images by measuring the effect of titanium 
cylinder. A quality plastic mandible phantom was 
used for the evaluation, containing two sizes of 
titanium cylinder inserts for metal artifact analysis.
    The phantom was scanned on 3DX Accuitomo 
devices. In total, 120 exposure protocols were 
evaluated. For scanned, two types of exposure 
dose (60kV, 90kV) with FOV size (80×80 mm) 
and exposure time (4mA) for the device. Large 
differences are seen for the CBCT device with 
regard to the tube voltage peak 60kV-90kV. 
Previous paper reported that, CBCT devices use 
flat panel detectors showed in lower noise levels 
compared with image intensifier (I.I). 14) In this 
study, for the analysis of metal artifacts used flat 
panel detector, two sizes of titanium cylinders 
were installed; showed metals of low density in the 
anterior side and high density in the posterior side 
of the plastic mandible phantom.
    To obtain an overall assessment of the effect of 

Fig 4 :  Heights of all 2 cylinders: a. single and b. double

Fig 5 :  Anteroposterio diameter of all 2 cylinders: a. single and 
b. double

Fig 6 :  Mediolateral diameter of all 2 cylinders: a. single and 
b. double
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the cylinders, the mean value was selected. The 
value provides an overall estimation of the extent 
of darkening and brightening of cylinders. Previous 
paper reported that, wide range of voxel sizes 
used in CBCT imaging that influence the noise. 15) 
Although, the previous studies result is correlated 
to this present study, we found the noise was lower 
on 0.125 mm voxel size 3DX device compared 
with large voxel size device (data not shown). 
Furthermore, when comparing exposure protocols 
from the same device, a few remarks changed in 
the image. The height and diameter were greater in 
60kV than that of 90 kV for both single and double 
titanium cylinders. The anterposterior diameters 
were almost close to original size in 90kV for both 
cylinders.
    In the previous studies, reported that the beam-
hardening, scatter and noise artifacts were the most 
prominent artifacts caused by titanium implants, 
therefore, overestimates the vertical distance 
on the top of the implant. 17,18 ,25) In this study, 
the artifact was greater in single cylinder image 
than that of double cylinder for height, whereas, 
the artifact for diameter was greater in double 
cylinder image compared with a single cylinder. 
It might be overlapped the artifact in the middle 
of the two cylinders. Furthermore, the artifact for 
anteriposterior diameter was greater than that 
of mediolateral diameter. The titanium cylinder 
overestimates the height was in the posterior side 
and the diameters in the anterior side. The cylinder 
shape was oval and irregular surface in both types 
of cylinder image, but huge noise, interconnecting 
artifact by neighbor cylinder and X-band like 
artifact in double cylinder image for 60kV (Fig. 3a). 
The cylinder was almost round shape, smooth 
surface, deep radiolucent area between the cylinder, 
and dark streak artifacts (Fig.3b). In this study, 
the titanium cylinder vertical height and diameter 
measured from the plastic mandible phantom in 
the incisor and the molar region based on 0.125 mm 
voxel-size CBCT images can have relatively large 

and frequently overestimates the measurements 
compared with original size of cylinder, possibly due 
to the cylinder artifacts.
    Earlier studies reported that, CBCT 
reconstruction process based on the backprojection 
that overestimated the intensities produce dark 
streaks. In this study, we visualized the X-band 
like artifact in a single cylinder image and 
interconnecting artifact (dark streak artifact) by 
neighbor cylinder with deep radiolucent area in 
middle of the arch in double cylinder images. The 
exposure dose have a role in producing an artifact 
by influencing the energy of the photons; previous 
studies recommended that imaging techniques with 
high kVp to decrease beam hardening. 14,22) It is 
correlated to our present study that, 90kV image 
quality is better than that of 60kV image. In earlier 
study reported that, beam-hardening effect can 
cause the cupping artifacts and the appearance of 
dark-bands or streak artifacts in the reconstructed 
image. 3,4 ,25) In generally, we know that when x-rays 
that pass through the center of the object become 
harder than those passing through the edges. The 
latter appear as dark streaks or bands between two 
dense objects, such as two dental implants in the 
same jaw, which is related to our study that showed 
dark streak artifacts between the titanium cylinders. 
    Previous paper evaluated the metal effect in the 
area where the pixel value is over or under the 
mean gray value of the background by±3 times the 
standard deviation, 16) which is correlated to this 
study that the extended artifact area was almost 
three times of voxel sizes. In the previous paper 
reported that, metallic artifacts are similar direction 
of x-rays beams. Therefore, the artifacts are 
produced in the axial sections. 20,21) In the present 
study, the numerous artifacts showed in axial 
images than that of coronal and sagittal images.
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7.�Conclusion

In conclusion, the measurement of metal artifacts 
on CBCT devices shows a wide range of values, 
which can be expected from the variety of imaging 
parameters used. The titanium cylinders massively 
induced artifacts, resulting in enlargement of the 
cylinders, in particular between the cylinders. 
Further study should be carried out.
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●原著論文

Quantitative and morphological evaluation of mandible bone size by CT 
for implant operation support

Toshiaki Fukushima 1), Hiroko Utsunomiya 1), Daisuke Nakamoto 1)

 Tomoaki Yamaguchi 1), Mohammad A Momin 2)

Abstract

The aim of this study was to evaluate the thicknesses of cancellous and cortical bones, and to identify and 
measure variation in the presence and extent of the anterior loop of the mandibular canal and canal itself in 
the anterior and posterior regions. A total of 79 patients (52 males and 27 females; age range: 19-77 years; mean 
age: 49 years) were scanned by computed tomography and the data were analyzed. The means and SD of 
the cancellous (CAB) and cortical (COB) thicknesses ranged from 5.5 ± 1.2 mm to 11.1 ± 2.2 mm and from 4.5 
± 1.0 mm to 5.3 ± 0.9 mm for males, respectively. For females, the cancellous and cortical thicknesses ranged 
from 4.8 ± 1.3 mm to 10.3 ± 1.5 mm and from 3.8 ± 1.0 mm to 5.3 ± 1.2 mm, respectively. The morphology of 
the mandible was classified into three types: type B (62%-72%), was the most common in the anterior region 
for males, followed by type C (56%-58%) in the posterior region. For females, type C (25%-31%) in the posterior 
region and type B (18%-30%) in the anterior region were the most common types. For implant placement on 
the mandible, careful evaluation and full knowledge of the thicknesses of the cancellous and cortical thickness 
are necessary; these results can help surgeons in terms of appropriate implant operation.
Keywords:  CAB and COB thickness; implant installation; mandibular canal

(J Bio-Integ 5 : 101 - 107, 2015.)

1.�Introduction

   Quantitative and morphological evaluations of 
mandible bone size are necessary for preoperative 
planning of implant installation.1) In general, the 
cortical bone thickness is important for succeeding 
implant stability. The implant stability is necessary 
for osseointegration.2)  Furthermore, the thickness 

of the cortical bone has an influence on the 
initial stabilization than the length of the implant 
fixture. Previous studies reported, the thickness of 
cancellous and cortical bone is the key point to be 
successful implant installation. 3,4)   The quantity 
of bone is an important factor for long-term 
maintenance of the stability of the bone-implant 
interface. 5-7)  Implant success rate might be affected 
by the CAB and COB thickness. 

　Accepted for publication 31 August 2015
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  Bone quantity may settle on the implant insertion 
angle. Presently, the bone grafting for sinus lift and 
flapless implants surgery are available practicing in 
the dental clinic. In several, studies reported that 
the successful implant operations related to get 
the information about bone size and morphology.8,9)   
Implants placed in cortical bone were found to 
require greater removal torque and remained 
constant over time for cortically placed implants. 
Adequate cortical engagement is important for 
implants installation. 10)  
 Earlier studies have measured precise mandible 
bone sizes using panoramic radiograph and 
conventional tomography. Lindh et al. concluded 
that CT provides significantly more accurate 
values than panoramic radiography, 11) and the 
correlation coefficients were 0.36 to 0.91 between 
the two modalities. 12)   Panoramic radiography is 
used frequently for preoperative diagnosis, but this 
method has disadvantages like image distortion and 
magnification, and it consequently provides incorrect 
information. 13)    Moreover, it is buccolingually 
impossible to measure the thickness of CAB and 
COB by panorama radiography or 2D radiography, 
but knowledge of CAB and COB thicknesses is 
essential for successful implant placement. 
 For measuring the bone size, Conventional 
tomography is more accurate, may cause the 
measured values to be inaccurate when adjusting 
tomographic objective planes.14)    Previous paper 
concluded that CT can measure the precise size 
and shape of bone with a thin image.15,16)   Earlier 
authors measured the size of the mandible as 
limited to the interforaminal region using CT. 17,18) In 
our previous study, we investigated the standard 
bone size and morphology over a wider region using 
CT, 19) Because implant treatments are applied in 
the posterior regions more frequently. A previous 
paper reported that buccal cortical bone thickness 
in the mandible was greatest at a site distal to the 
first molar, 20)  corresponding to section 4 in this 
study. We found the thickest cortical bone in section 

1, which is 6 mm anterior to the mental foramen. 
It was speculated that the difference between the 
present data and those of Zhao et al. might be due 
to differences in measurement site. 20)  

2.�Material�and�Methods��
  
   CT data of the mandible of 79 Japanese patients 
(52 males and 27 females; age range, 19-77 years) 
were used in this study. The tumors or cyst 
contained mandible side was excluded from this 
examination. A total of 136 sides of mandibles were 
examined (Table 1).
  The CT examinations were performed with a 
Somatom plus S scanner (Siemens Medical Systems, 
Erlangen, Germany), which operated at 120 kV 
and 85-110 mA with a 1-mm SL thickness and a 
table speed of 2 mm/sec. After the examination, 
contiguous 1-mm-thick axial CT images parallel 
to the inferior border of the mandibles were 
reconstructed. These images were examined using 
Dental CT® reformatting imaging software; with 
2 mm intervals, cross-sectional CT images were 
obtained. These images were printed on film with a 
Fuji Dry imager (Fuji Film Medical Co. Ltd., Tokyo, 
Japan).
   The CAB and COB thicknesses of the mandibles 
were measured at the five sections as follows: the 
cross-sectional image in which the mental foramen 
was recognized was defined as section 2, and the 
image 6 mm anterior to section 2 was defined as 

Fig1:  a, b. Schematic diagram of the measurement sites and 
cross-sectional image 
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section 1. These measurement sections are shown in 
Fig.1a.
   In each section, the distances between the inner 
and outer borders of the buccal and lingual sides 
for cortical bone and from the inner border of the 
buccal side to the inner border of the lingual side for 
cancellous bone were measured. The measurement 
of the cancellous and cortical bone thicknesses 
from the alveolar crest was avoided because of 
atrophic changes due to periodontal disease 21)  or 
tooth extraction, 22 and it is believed this exclusion 
enhances the reproducibility of the results. 19)   
   The CAB and COB thicknesses A, B, C, and D 
were measured at 5, 10, 15, and 20 mm, respectively, 
above the inferior border of the mandible toward 
the alveolar crest, as shown in Fig.1b. There were 
three types of shape of the mandibles: type A 
(lingual concavity), type B (buccal concavity), and 
type C (round shape).19) 
  One radiologists (M.O) was performed the 
measurements, and each point was measured 
three times using a sliding caliper (Nakamura Mfg., 
Tokyo, Japan). Statistics: All data are presented as 
means and standard deviations (SD). The statistical 
differences were tested using Student’s t-test or 

chi-square test. A P value less than 0.05 indicated 
significance.

3.�Results����
 
   The distribution of patient’s age, sex, number 
of measurement sides, and thicknesses of the 
cancellous and cortical mandible, as shown in Table 
1. A total of 136 sides of mandibles, 680 heights, 
and 2720 CAB and 2720 COB thicknesses were 
measured.
   The thickness of CAB and COB of the mandibles 
are shown in Table 2a, b, and 3a, b.  The means and 
SD of the CAB and COB thicknesses ranged from 
5.5 ± 1.3 mm to 11.1 ± 2.2 mm and 4.5 ± 1.0 mm to 
5.3 ± 0.9 mm for males, respectively. For females, 
the CAB ranged from 4.8 ± 1.3 mm to 10.3 ± 1.5 mm 
and COB ranged from 3.8 ± 1.0 mm to 5.2 ± 1.2 mm.         
  The CAB thickness was the greatest in sections 2 
and 5, and the COB thickness was in sections 1 and 
5 for both genders.  The thickness of CAB and COB 
gradually increased from section 1 to section 5.  The 
CAB and COB thicknesses in male patients were 
significantly greater than those in female patients. 
To investigate the correlation between patient age 

Table 1 : Patient characteristics and number of measurements.
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and the variability of the mandible CAB and COB 
thicknesses, coefficients of variation (CV) of these 
parameters were calculated. There is no tendency in 
age-related variability in thickness could be found.
into three types, as shown in Fig. 2(A, B, C). 23)  
Lingual concavity, type B (62%-72%), was the most 
common in the anterior region for males, followed 
by type C (56%-58%) in the posterior region. For 
females, type C (25%-31%) in the posterior region 
and type B (18%-30%) were the most common types 
in the anterior region (Table 4a,b).  

4.�Discussion�

   The purpose of this study was to evaluate the 
thickness of CAB and COB and morphology of the 
mandible using CT data for dental implant surgery. 
It is possible to assessment primary implant stability 
using CT data, including CAB and COB, and 
morphology of the mandible, were measured on 688 
CT cross-sectional images from 136 mandible sides. 
  The dental surgeon must be considered both the 
thickness of cortical and cancellous bone to ensure 
a good blood supply. Previous paper classified the 
bone quality of class 2, thick cortical bone and a 
high density of cancellous bone, and class 3, thin 

Table 2 : Mandible sizes of all male patients

Table 3 : Mandible sizes of all female patients
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Fig. 2:  Cross-sectional CT images representing the mandible 
shapes (types A, B, and C).

Table ４ ： Mandible shapes of all male and female patients 

cortical bone and a high density of cancellous bone, 
as appropriate for implant installation. 4)   
 In this study, in the anterior region (section 1), the 
CAB and COB thicknesses were almost the same 
for males (7.0 mm and 5.1 mm, respectively). For 
females, CAB thickness was 6.15 mm and COB 
thickness was 4.3 mm, but the thickness increased 
gradually through to the posterior region for both 
genders.  The CAB and COB thicknesses peaked 

at 15 mm (11.1 ± 2.2 mm) and 5 mm (5.3 ± 0.9 mm) 
in the posterior region, above the inferior border 
of the mandible for males (level C and level A, 
respectively). For females, the CAB was greatest at 
level C (10.3 ± 1.5 mm) and the COB thickness (5.1 ± 
1.2 mm) at level A. 
  The implant stability is influenced to the quantity 
of cortical to cancellous bone. Generally cortical 
bone has a high modulus of elasticity, is stronger 
and more resistant to deformation, and will bear 
more loads in clinical situations than cancellous 
bone. 24,25)  Previous studies reported that a strong 
relationship between cortical bone thickness and 
primary implant stability. 3,25-28)  In the present 
study, the CAB and COB thicknesses increased 
gradually through the posterior region. On the 
other hand, above the mental foramen at levels C 
and D, the CAB thickness was slightly greater than 
that below the mental foramen. Furthermore, the 
COB thickness was wider below the foramen. This 
thickness measured from the inferior border of the 
mandible is more reliable than that measured from 
the superior border of the mandible. The measured 
CAB and COB thicknesses were significantly 
different between genders or sections. 
  The morphology of mandible bone has been 
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classified to assist expected implant surgery. The 
thickness of cortical bone played a greater role in 
initial implant stability than the implant length.3)   
For a successful installation, a dental surgeon must 
know the relationship of CAB and COB thicknesses 
with the shape of the mandible to select the 
appropriate size of implant.     Cortical bone was 
the most common (B level/10 mm above the inferior 
border of the mandible) in the anterior region, 
followed by cancellous bone in the posterior region 
(C level/15 mm above the inferior border of the 
mandible) for both genders (Table 4). 
 A dental surgeon should be implant-installed 
following to the shape of the mandible for 
preventing the perforation of mandible during 
drilling. Previous papers reported that a round 
shape was most frequently observed (58-74%), 
or that lingual concavity was observed (2.4-39%). 
17,19)   In the present study, lingual concavity, type 
B (62-72%), was the most common in the anterior 
region for males, followed by type C (56-58%) in the 
posterior region. As the buccal cortical bone (type B) 
has a higher risk of perforation, implant angulation 
should be toward the lingual side in such cases. 
For females, type C (25-31%) in the posterior region 
and type B (18-30%) were the most common types 
in the anterior region. The risk of perforation with 
type C is lower in males than that of females with 
the other types because of the sufficient lateral 
bone in the anterior and posterior regions. The risk 
of lingual cortical bone perforation is greater with 
type A. Therefore; the implant should be inserted 
accurately toward the buccal angle. 
   Knowledge of the CAB and COB thicknesses in 
various areas of the mandible can guide to surgeons 
towards an appropriate implant installation. 
The purpose of this study was to evaluate the 
thicknesses of cancellous and cortical bone, and 
shape of mandible in the anterior and posterior 
regions to provide guidelines for implant operation 
support.

 
5.�Conclusion

 
   For accurate implant installation, should have the 
full knowledge of the thicknesse of cancellous and 
cortical bone and the shape of a mandible. CAB 
thickness was from 5.5 to 11.1 mm and from 4.8 to 
10.3 mm, and for COB, from 4.5 to 5.3 mm and from 
3.8 to 5.2 mm, for males and females, respectively. 
Lingual concavity, type B (62%-72%), was the most 
common in the anterior region for males, followed 
by type C (56%-58%) in the posterior region. For 
females, type C (25%-31%) in the posterior region 
and type B (18%-30%) in the anterior region were 
the most common
type. 
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Osseointegration of hydroxyapatite-coated implants with new bone in one 
stage sinus floor elevation without bone substitute

- A long-term animal experiment using canine frontal sinuses -

Cintia Yuki Fukuoka 1), Takao Watanabe 2), Masato Matsuo 2), 

Akira Iimura 2) and Toshimitsu Okudera 2)

Abstract

The aim of this study is to histologically compare the osseointegration of 2 types of hydroxyapatite (HA)-
coated implants, a JHA implant (Kyocera Medical Ltd, Japan) and a KHA implant (Zimmer Ltd, USA), with the 
new　bone forming  in the space under the lifted membrane (SULM) in a long-term animal experiment of one 
stage sinus floor elevation (SFE), without bone substitutes and mechanical loading, using canine frontal sinuses. 
Sixteen implants, 8 JHA and 8 KHA were placed in 4 postmenopausal beagles for 3 and 6 months. Histological 
observations and histomorphometric measurements were carried out with light-microscopy using hematoxylin 
and eosin stained undecalcified specimens. Statistical significant differences were evaluated by one-way 
ANOVA. 
   The new bone formation was observed on a large area of the sinus wall and the implant surface in the 
SULM at 3 and 6 months in both groups. Bone implant contact rate with new bone in the SULM was 
88.8±10.5% at 3 months and 77.0±7.9% at 6 months in JHA group, and 85.3±7.6 and 87.3±17.9% in KHA group, 
respectively. There was no statistical significant difference between the groups. It was concluded that both 
types of HA-coated implants have similar properties to promote a superior osseointegration with the new bone 
forming in the SULM. Furthermore, the new bone which osseointegrated with the HA-coated implants has a 
possibility to remain for a long time.

(J Bio-Integ 5 : 109 - 117, 2015.)

1.�Introduction

   SFE was first performed for implant patients 
by Tatum in 1975 and first published by Boyne 
in 19801). The outline of the original SFE by 
Tatum2) was one stage, lateral approach, titanium 

implants and autolougus bone grafting. In his 
SFE procedures, a part of the placed implant was 
positioned in the space under the lifted membrane 
(SULM). When the surgery finished, the SULM 
was filled by blood cells, but new bone was not 
yet present around the placed implant. Our animal 
experiments of one stage SFE without bone 

　Accepted for publication 27 August  2015
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substitutes3) showed granulation tissue within a few 
days and then new bone started to form from the 
sinus wall a week later. At 2 months, the new bone 
volume reached its peak and then decreased. At 6 
months, a small amount of new bone remained on 
the sinus wall. However, osseointegration between 
the machine-polished titanium implants and the new 
bone in the SULM was not seen4). The bone implant 
contact rate (BIC) was 2% at most. Generally, HA-
coated implants show superior osseointegration 
with pre-existing bone than the machine-polished 
titanium implants5). The aim of this study is to 
histologically compare the osseointegration of 
2 types of HA-coated implants, a JHA implant 
(Kyocera Medical Ltd, Japan) and a KHA implant 
(Zimmer Ltd, USA), with the newly formed bone 
in the SULM in an experiment of one stage SFE 
without bone substitutes, using canine frontal 
sinuses.

2.�Materials�and�Methods�

1)  Animals:
       After a period of acclimation 4 postmenopausal 

female beagle dogs with a mean body weight 
of 10.3kg were used. They were raised at a 
laboratory providing animal management facilities 
and fed standard commercial dry canine food and 
water ad libitum.

2)  Implants: 
       A total of 16 HA-coated implants, 8 JHA 

implants, 55% crystalline HA-coated tapered 
implants (POIEX, FINATITE, 3.7㎜ in width 
and 8㎜ in length, Kyocera Medical Ltd, Japan) 
and 8 KHA implants, 95% crystalline HA-coated 
implants (SPLINE TWIST, 3.75㎜ in width and 8
㎜ in length, Zimmer Ltd, USA) were placed in 
canine frontal sinuses (Fig.1). 

3)  Surgical procedures:
       An intramuscular injection of medetomidine 

hydrochloride (Domitor, Orion Pharma Inc., 
Finland) 0.05ml/kg followed by intravenous 
anesthesia with 0.5ml/kg of sodium pentobarbital 
(Nembutal, Dainippon Medical Pharma Ltd, Japan) 
were performed. Local anesthesia was applied 
to the skin with 2% lidocaine hydrochloride 
(Xylocain, Fujisawa Medical Corp, Japan). 

Fig. 1： Outline of canine head and frontal sinuses

       In the first surgery, a 3㎜ full thickness incision 
was made in the middle of the canine forehead. 
The skin flap with the periosteum was detached 
and a rectangular area of 10㎜ in length and 8
㎜ in width was made with a 2㎜ groove (Fig.2). 
The rectangular bone fragment was removed to 
open a bone window in the forehead. The sinus 

Fig. 2：  View of the bone window, Blood clot and two third of 
the placed implant can be seen at the space under the 
lifted sinus membrane.
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membrane was detached from the sinus wall and 
lifted through the bone window. Two holes, 3.5
㎜ in diameter and 1.1㎜ in depth, were made 
beside the bone window using a cylindrical rotary 
instrument. The rotation was stopped right after 
bone penetration. One JHA and one KHA implant 
were placed along the middle septum with 5Ncm 
of torque, in each sinus. Finally, the skin flap with 
the periosteum was repositioned and sutured.

       Three months later, the second implant surgery 
was performed in the right frontal sinus, following 
the same procedure. Three months after the 
second surgery,  sacrifice was carried out by 
intramuscular injection using medetomidine 
hydrochloride (Domitor, Orion Pharma Inc, 
Finland) 0.05ml/kg and an overdose infusion of 
sodium pentobarbital. 

4) Periotest analysis: 
       Soon after sacrifice, the skin tissue with the 

periosteum was removed and then the platform of 
the placed implant was exposed. An adapter was 
set into the placed implant at the forehead. The 
mobility of implants was checked using Periotest 
(Medizintechnik Gulden Ltd. Germany).

5) Histological observation (Fig.3): 
      Bone blocks, 8㎜×25㎜×25㎜ in size, from the 

left and right frontal sinuses were removed and 
placed in 10% neutral formalin for two weeks. 
Afterwards, they were cut in two at the center 
site, dehydrated and embedded in VLC resin 
(MG3000, Exact Ltd, Germany). The blocks 
comprising the implants were cut into small 2
㎜×20㎜×20㎜ pieces. They were adhered to 
an acrylic plate (TECHNOVIT7200, Exact 
Ltd, Germany) and sliced using a cut machine 
(MG4000, Exact Ltd, Germany), so that the center 
of the implant appeared on the specimen’s surface. 
Then hematoxylin and eosin staining was carried 
out. The histological observation was performed 
using an E800 light microscope (Japan Optical Co, 
Ltd, Japan).

6) Histomorphometric measurement: 
    At the sinus wall (pre-existing bone):
   (1) Sinus wall thickness; SWTw(㎜)
   (2)  Bone implant contact rate with pre-existing 

bone in the sinus wall; BICw(%)
   In the SULM:
   (3)  New bone height from sinus wall to the top of 

new bone surrounding the implant; NBHs(㎜) 
    (4)  Rate of new bone surrounding the implant 

surface; RNBs(%)
   (5)  Bone implant contact rate with new bone; 

BICs(%)

7) Statistical Analysis: 
    Data groups were statistically compared using 

variance analysis, with multiple comparison of 
Tukey. The level of significance was set at p<0.05 
and P<0.01. Group means and standard deviation 
were presented.

   This experiment was approved and performed in 
strict accordance with the Animal Care Committee 
guidelines of Kanagawa Dental University (No.259).Fig. 3:  V Visual and histological findings of, hematoxylin and 

eosin staining on Undecalcified section
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3.�Results

1)  Visual findings of the placed implant in the 
SULM (Fig.3) 

   A small amount of the SULM remained on the 
sinus wall and on the placed implant surface at 3 
and 6 months after surgery in both groups. The 
implant, which was covered by a thin layer of 
whitish soft tissue, protruded from the sinus wall. 
No blood clot was seen.  

2)  Histological findings, undecalcified speci-
mens with hematoxylin and eosin staining 
(Fig.4, 5) 

   The SULM was composed of new bone and 
fibrous connective tissue remaining in the space 
between the placed implant and the sinus wall 
at 3 and 6 months in both groups. Under low 
magnification, tent-shaped new bone remaining 
around the base of the placed implant (TSN) and 
a small volume of new bone on the sinus wall at 
the site far from the placed implant (NBW) were 
observed at 3 and 6 months in both groups. They 
were not seen in the spaces center and under the 
lifted membrane. Most new bone observed in this 
study consisted of matured trabecular bone with 
lamellar structure and resorption pits. It showed 
static matured bone where development was 
already completed. Under high magnification, a 
thin layer of new bone (HSK), roughly 50～100μm 
thick was observed on the placed implant surface. 
HSK was also seen on the lumen side surface of the 
implant as well as on the wall side and continued 
to be visible 6months after surgery in both groups. 
There were no significant differences in the 
histological findings between the JHA and KHA 
groups. 

3) Periotest analysis  
   Periotest analysis in JHA group revealed that 
the mean value increased from 1.5±0.7 at 3months 
to 3.6±2.1 at 6 months (P<0.05). The KHA group 
showed a value of 0.4±1.8 at 3 months and -1.0±1.1 at 

Fig. 4: JHA group at 6 months. 
          The arrows indicate a thin layer of remaining new bone 

(HSK) osseointegrated with the implant surface.

Fig.5: KHA group at 6 months 
          TSN at the implant base and NBW on the sinus wall 

were observed. The arrows indicate HSK osseointegrat-
ed with the implant surface. KHA group showed similar 
histological findings, at 3 and 6 months, to JHA group.

Table 1 ： PERIOTEST analysis  (Periotest value)
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6 months. KHA group, at 6 months, had statistically 
significant lower Periotest values in comparison to 
the JHA group (P<0.01). However, Periotest values 
in both groups were less than 10, indicating a good 
clinical osseointegration.

4) Histomorphometric measurement
  (1) Sinus wall thickness (Table 1); SWTw(㎜) 
       SWTw in JHA group was 1.1±0.2㎜ at 3 

months, and 1.2±0.2㎜ at 6 months. While in 
the KHA group, it was 1.1±0.2㎜ at 3 months 
and 1.2±0.3㎜ at 6 months. Both groups showed 
similar results and the average SWTw was 
1.1㎜ in all groups. There were no statistical 
difference between them.

   (3)  New bone height in the SULM (Table 3); 
NBHs(㎜） 

          NBHs ranged from 5.8±2.2㎜ at 3 months 
in KHA group to 8.8±2.7㎜ at 6 months in 
JHA group. There were no statistical NBHs 
differences between 3 and 6 months in both 
groups. 

   (2)  Bone implant contact rate with pre-existing 
bone in the sinus wall (Table 2); BICw(%) 

        After 6 months, BICw ranged from 32.4±29.1% 
in JHA group to 65.2±18.9% in KHA group. 
There were no statistical difference between 
the groups.

   (4)  Rate of new bone surrounding the implant 
surface in the SULM (Table 4); RNBs(%) 

          RNBs increased from 65.3±4.9% at 3 months 
to 78.6±11.3% at 6 months in KHA group 
(P<0.05). There were no statistical RNBs 
differences between both groups. 

Table 2 : Sinus wall thickness; SWTw (mm)

Table 3 :  Bone implant contact rate with pre-existing 
bone in the sinus wall; BICw (%)

Table 4 : New bone height in the SULM; NBHs (㎜)

Table 5 :  Rate of new bone surrounding the implant 
surface in the SULM; RNBs(%)

   (5)  Bone implant contact rate with new bone in 
the SULM (Table 5); BICs(%) 

          The BICs in the JHA group was 88.8±10.5% 
at 3 months, and 77.0±7.9% after 6 months. 
The KHA group BICs at 3 and 6 months were 
85.3±7.6 and 87.3±17.0%, respectively. Both 
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groups showed higher BICs than BICw at 3 
and 6 months. There were no statistical BIC 
differences between 3 and 6 months, in both 
groups. 

4.�Discussion

   The canine frontal sinus membrane has a ciliated 
columnar epithelium which is histologically similar 
to the human maxillary sinus. The majority of 
implant patients are postmenopausal women, 
ranging from 50 to 60 years6). For this reason, 
postmenopausal dogs were used in this study. 
Canine frontal sinus wall has a thin cortical bone, 
ranging from 1.1 to 1.2㎜ in width (Table 1). Most 
areas of the placed implants were exposed inside 
the SULM (Fig.2). Various types of bone substitutes, 
like synthetic HA, β-TCP (β-tricalcium phosphate), 
sintered bovine bone granules with human growth 
factors, PRP and BMP have been reported to fill 
the SULM, to improve the new bone formation and 
to promote osteoconduction and osteoinduction7-14). 
In this study, no bone substitutes were used. 
The relationship between bone substitutes and 
osseointegration with the newly formed bone in the 
SULM should be investigated. 

   Concerning new bone formation in the SULM, 
in one stage SFE without grafting, Lai reported 
2.26±0.92㎜ and 2.66±0.87㎜ at 3 and 9 months 
follow-up15). Thor showed 6.51㎜ using ITI-SLA 
after 1 year16). Chen observed 4.5㎜, ranging from 
3 to 8㎜, in 47 Astra Tech implants after 2 years 
follow-up17). We found 4㎜ in height of new bone in a 
clinical case using a rough surface titanium implant 
3 years later18) and Nedir reported 3.0 ± 1.4 ㎜ at the 
implant sites using ITI-SLA after 10 years19). This 
study showed sufficient NBHs, ranging from 5.8±2.2
㎜ at 3 months in the KHA group to, 8.8±2.7㎜ at 6 
months in the JHA group. The implant placed in an 
one stage SFE can develop sufficient new bone and 
remain in the SULM over a long time, even if bone 

substitutes are not used. 
   The new bone observed at 3 and 6 months in 
this study, consisted of matured trabecular bone 
with lamellar structure and resorption pits. It 
was considered to be a static bone, during the 
remodeling phase, where its development was 
already finished. NBW on the sinus wall and TSN 
at the implant base were observed at all stages, 
in both groups. Under high magnification, HSK 
covered a wide area of the placed implant surface in 
the SULM. Both groups showed similar histological 
findings at 3 and 6 months. 
   Ribin explained that the innate osteogenic 
potential of the Schneiderian membrane may be 
the main reason for successful formation of bone 
with one stage SFE, without bone substitutes20,21). 
However, new bone formation from the membrane 
was not observed in this study. It was in fact, 
fibrous connective tissue. The new bone formation 
in the SULM might be a reactive bone regeneration 
caused by surgical stimulation, such as lifting 
the sinus membrane and implant placement, that 
stimulated precursor cells in the periosteum and 
endosteum of the sinus wall. It does not depend on 
the type of grafting material used.
   The original definition of osseointegration is 
a direct structural and functional connection 
between ordered living bone and the surface of 
a load-carrying implant22). In the term, there is a 
recognition that nonvital components are reliably 
and predictably incorporated into living bone, and 
that incorporation between them can persist under 
all normal conditions of loading23). It is used when 
there is no progressive relative movement between 
the implant and the bone with which it has direct 
contact24). Periotest analysis in this study revealed 
that both groups were less than 10, indicating good 
clinical osseointegration. BIC by histological analysis 
is frequently used as a parameter for evaluating 
osseointegration25-27). In canine experiments, a BIC of 
60 to 67% from 4 to 8 weeks28), 60 to 67% from 4 to 
26 weeks29) , and 30 to 60% at 11 to 12 months were 
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reported30). In rabbit experiments, a ratio of 34% to 
52% from 8 to 24 weeks was observed31). Hurzeler 
showed higher BIC for titanium implants with rough 
surface in comparison to implants with machine-
polished surface, 45.8 and 35.9%, respectively. BIC 
in osteotome sinus floor elevation (OSFE) without 
grafting (40.05%) was higher than those with β-TCP 
grafting (23.30%) at 24 weeks, using an animal 
experiment, in a report by SI32). He concluded that 
spontaneous new bone formation and better bone-
to-implant contact were found for OSFE without 
grafting, using titanium implants with rough surface. 
However, our previous animal experiment showed 
that osseointegration of machine-polished titanium 
implants with the new bone in the SULM was not 
observed5). The BIC was 2% at most. 
   Implants with HA coating were reported as 
achieving a high BIC of 46%33) to 99%34) in sinus 
augmentation immediately followed by implant 
surgery. The HA-coated implants can promote an 
elution of calcium ions and phosphate to favor the 
osteoconductivity by the higher crystallization rate 
of HA. KHA implants have 95% crystalline HA 
coating on the surface. JHA implants have 55% 
crystalline HA coating with about 20μm thickness, 
while KHA implants have HA coating with 50 
to 70μm. During implant placement, in order to 
avoid the destruction of the HA coating when the 
implant causes friction with the surrounding bone, 
the KHA implants have a cylinder shape with the 
same diameter from the neck to the apex of the 
implant. On the other side, JHA implants have an 
enhanced adhesion between HA coating and the 
titanium surface that minimizes stress fractures. 
JHA implants are screw-shaped with the maximum 
diameter at the neck part, to promote primary 
fixation. This study found the BIC of both KHA and 
JHA implants achieved sufficient osseointegration, 
with more than 80% of BIC, and no differences in 
the histological findings and histomorphometric 
measurements. Periotest values also indicated 
sufficient clinical osseointegration. There was no 

difference between osseointegration with the new 
bone at 3 and 6 months in both groups. However, it 
was significantly higher than the osseointegration 
reported by Hidaka4) using machine-polished 
implants. This study showed that both HA-coated 
implant groups have superior surface properties 
for osseointegration with the newly formed bone 
in the SULM. It is considered that osseointegration 
between the new bone and HA-coated implants can 
remain for a long time, at least 6 months in an one 
stage SFE, even if bone substitutes are not used. 
Generally, two stage SFE is used for cases when the 
available bone volume between the sinus floor and 
the alveolar bone crest is below 5㎜35). In a two-stage 
SFE, the new bone forms first in the SULM. The 
new bone is used as a pre-existing bone to place an 
implant in the second stage surgery. Consequently, 
the mechanism of osseointegration with new 
bone in a two-stage SFE can be understood as 
osseointegration with the pre-existing bone as 
reported by the Bränemark concept22). Meanwhile, 
the mechanism of osseointegration with the new 
bone in the SULM in one stage SFE is unclear. In 
the next study, rough surface titanium implants will 
be used to compare the results using HA-coated 
implants. 

５.�Conclusion

   It was concluded that both types of HA-coated 
implants have similar properties to promote a 
superior osseointegration with the new bone 
forming in the SULM. Furthermore, the new bone 
which osseointegrated with HA-coated implants has 
the possibility to remain for a long time.  
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Abstract

The aim of this study is to evaluate the clinical outcomes of transcrestal sinus floor elevation (TSFE) procedure 
using HA-coated implants without bone grafts. Using TSFE procedure without bone grafts or bone substitutes, 
175 HA-coated implants were placed in the elevated sinus of 107 cases. The survey was performed on the 
cases with prosthesis restoration completed over a time period of 130 months from March 2004 to December 
2014.
    All implants except one gained osseointegration. Five implant failures occurred in 4 cases after addition of 
occlusal force. Four implants were replaced in 3 failed cases, and all 4 implants gained osseointegration. In all 
107 cases, no postoperative complication such as sinusitis, nasal bleeding or rhinorrhea was experienced.
    TSFE procedure using HA-coated implants without bone graft is highly reliable, predictable and less 
invasive. There is no risk of maxillary sinusitis induced by grafted bone’s migration into sinus cavity or 
infection by an unknown virus derived from the use of xenograft and allograft. After performing TSFE even 
on cases with small vertical bone height, replacement of failed implants is possible.

Keywords: transcrestal sinus floor elevation, HA-coated implant, bone graft
(J Bio-Integ 5 : 119 - 124, 2015.)

●臨床研究

Transcrestal sinus floor elevation using HA-coated implants 
without bone grafts: A 10-year retrospective clinical study

Yukiyasu Kishimoto 1), Masaki Yatsu 2), Daisuke Nakamoto 3)

   1) Kishimoto Dental Clinic
   2) Yatsu Dental Clinic
   3) Hayashi Dental Clinic

1.�Introduction

Implant treatment is often difficult in the posterior 
maxilla due to the lack of the vertical bone 
height. With sinus floor elevation, maxillary sinus 
membrane is elevated from the sinus floor in order 
to increase the vertical bone height to allow the 
placement of dental implants. There are two ways 
for a sinus lift: sinus floor elevation (SE) which is 
a lateral approach and Transcrestal Sinus floor 

elevation (TSFE) which is a transcrestal approach. 
Generally autogenous bone and various bone 
substitutes are inserted in the created secluded 
space and implants are placed. Autogenous bone 
grafting creates a new surgical wound and is more 
invasive. Also resorption of autogenous bone has 
been observed to occur over time. There are risks 
of infection by an unknown virus derived from the 
use of xenograft and allograft. Grafted bone or bone 
substitutes could migrate into sinus cavity and 
cause maxillary sinusitis. Therefore if SE or TSFE 

　Accepted for publication 28 July 2015
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can be performed without bone grafts, it would 
be ideal. On the other hand, HA-coated implant is 
known to accelerate osseointegration. This study 
is a 10-year retrospective review of clinical cases 
with HA-coated implants placed using Transcrestal 
Sinus Floor Elevation (TSFE) procedure without 
bone grafts and evaluates the clinical effectiveness 
of TSFE.

2.�Materials�and�methods

Using TSFE procedure without bone grafts or bone 
substitutes, 175 HA-coated implants were placed 
in the elevated sinus of 107 cases. The survey was 
performed on the cases with prosthesis treatment 
completed over a time period of 130 months from 
March 2004 to December 2014 (Table 1).

    2)  Vertical stop was maintained on the opposite 
side of the implant site

    3)  Residual bone height beneath the sinus was 
more than 1mm

The following parameters were assessed:
    1)  Period from tooth extraction to implant 

placement
    2)  Location where the implants were inserted
    3)  Duration of the healing period from implant 

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

3.�Results

1) In 40.0% of the cases, implant placement was done 
within 2 months of tooth extraction. 17.1% were 
done within 6 to 8 months (Table 3).
2) Implants were mainly inserted for the first molar 

Table 1 : Sex and age distribution

    All dental implants used in this study were AQB 
one-piece type implants manufactured by Advance 
Co. The AQB implants are coated with α-TCP on 
pure titanium using a plasma spraying technique in 
the first stage, and the α-TCP is transformed into 
crystalline HA by hydrothermal treatment in the 
second stage. Implants used in this study were 6, 8, 
10 and 12mm in length, 3, 4 and 5mm in diameter 
(Table 2).
Inclusion criteria were as follows:
    1)  No lesion of the maxillary sinus was observed 

clinically and radiographically

Table 2 : Diameter and length of implants used 

Table 3 :  Period from tooth extraction to implant 
placement  



121 ●

バイオインテグレーション学会誌　第５巻 J Bio-Integ 5 : 119 - 124, 2015.

tooth (38.9%) and the second premolar tooth (29.1%) 
(Table 4).

but implant placement was proceeded. Five implant 
failures occurred in 4 cases after addition of occlusal 
force (Table 6). After removal of implants, dental 
x-ray showed x-ray impermeable images like 
lamina dura around all 5 failed implants (Fig 1-3, 
Fig 2-3). At the time of implant removal, a rounded 
probe confirmed hardness like a bone between the 
socket of failed implant and the sinus floor. Out of 
5 implants in 4 failed cases, 4 implants in 3 cases 
were replaced and osseointegration was established 
on all 4 implants. No serious complication such as 
maxillary sinusitis occurred.

Table 4 : Location of implants inserted

3) Duration of the healing period from implant 
placement up to addition of occlusal force (including 
acrylic provisional crown) was mostly within 4 
months (39.7%) or within 5 months (21.8%) (Table 5).

    Osseointegration was gained for 174 implants 
in 106 cases out of 175 implants in 107 cases. One 
implant in one case failed to gain osseointegration. In 
this case maxillary sinus membrane was perforated 

Table 5 :  Period from implant placement up to 
addition of occlusal force

Table 6 : Details of implant failure
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4.�Discussion

Since Shimizu et al. 1) reported sinus floor 
elevation (SE) can be done without bone grafting, 
its effectiveness has been rapidly recognized 
by Lundgren et al.’ report 2). Two papers 3,4) on 
randomized controlled study reported that there 
was no significant difference in the survival rate of 
implants placed by osteotome sinus floor elevation 
procedure with or without bone grafting.
    On the other hand, using laboratory animals, 
some papers on SE  without bone grafting reported 
bone-to-impact contact was high 5), bone density was 
high 5), bone formation started earlier 6), faster and 
greater new bone formation was observed 12), little 
bone resorption occurred over time 5) compared to 
SE with bone grafting.
    Nedir et al. 7) reported that osteotome sinus 
floor elevation procedure without grafting material 
obtained 100% survival rate at 10 years. Brusshi et 
al. 8) reported a cumulative survival rate of 95.45% 
up to 16 years. Two papers above reported that 
bone resorption did not occur in the augmented 

bone. Therefore TSFE procedure without grafting 
material is considered to be effective in a long 
term. Some papers state negative opinions that the 
application of grafting materials has no advantages 
in terms of clinical success 3,5 ,8 ,20).
    Fukuoka et al. 9) focused on the surface 
modification of the implant, and SE using HA-coated 
implant without bone grafts obtained more than 
88% of bone-to-implant contact. Kishimoto et al. 10,11) 
reported favorable results in TSFE procedure using 
HA-coated implants without bone grafts.
    There are different opinions on the mechanism of 
new bone formation in the elevated sinus after SE 
or TSFE is performed. There are papers reporting 
that the residual bone beneath the sinus is capable 
of forming a new bone 18,19), that maxillary sinus 
membrane is capable of forming a new bone 6,13 ,16 ,17), 
or that there are more osteoblast-lineage cells in 
peripheral blood than it has been considered to 
exist, and consequently there is a possibility that 
these cells may be involved in the process of bone 
formation and the healing of fractures 15). There is 
a paper reporting that HA-coated implant enabled 
the growth of the bone tissue into the gap between 
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the implant and the surrounding bone without 
significant formation of intermediate fibrous tissue 
14), that precipitation of calcium phosphate was 
detected around HA-coated implant when exposed 
in simulated body fluid with ion concentrations 
similar to those of human blood plasma 14).
    After removal of implants in the present study, 
dental x-ray showed x-ray impermeable images 
like lamina dura around the implants (Fig 1-3, 
Fig 2-3). At the time of implant removal, a rounded 
probe confirmed hardness like a bone between the 
socket of failed implant and the sinus floor. At the 
time of implant placement, implant apex and the 
elevated sinus membrane was in direct contact and 
there was no bone in between. Therefore it means 
that a structure like a bone was formed between 
implant apex and the elevated sinus membrane. It 
can be argued that the structure like a bone may 
not regenerate from the residual bone beneath 
the maxillary sinus only but also from the sinus 
membrane. Further osteoblast-lineage cells in 
peripheral blood, calcium phosphate precipitating 
around HA-coated implant in contact with blood or 
bone-forming protein accumulating around it could 
all be the possible cause of new bone formation 
between the elevated sinus membrane and the 
original sinus floor.
    This study is a 10-year retrospective review 
of clinical cases with　HA-coated implants placed 
using TSFE procedure without bone grafts or  bone 
substitutes. Out of 175 implants in 107 cases, 174 
implants in 106 cases gained osseointegration. Five 
implant failures occurred in 4 cases after addition 
of occlusal force. At the time of removal of all 5 
implants in 4 cases, a rounded probe confirmed 
hardness like a bone between the sinus floor and 
the socket of failed implant. X-ray also confirmed 
x-ray impermeable images like lamina dura (Fig 1-3, 
Fig 2-3). Four implants in 3 failed cases were 
replaced (Table 6) and have been functioning well 
(Fig 1-4). There has been no report on replacement 
of failed implant after performing SE and TSFE. 

In those cases with small vertical bone height, 
TSFE increased the vertical bone height and made 
replacement of failed implants possible. HA-coated 
implant may have played an important role and 
further basic study is considered to be necessary.

5.�Conclusion

The results of this retrospective study confirmed 
that transcrestal sinus floor elevation procedure 
using HA-coated implants without bone grafting is 
a highly reliable treatment with excellent prognosis. 
It is not only less invasive without creating a new 
surgery wound to collect autogenous bone, but also 
prevents the risk of maxillary sinusitis caused by 
the migration of graft material into sinus cavity and 
infection by an unknown virus derived from the 
use of xenograft or allograft. Also the use of HA-
coated implant has possibly accelerated the healing 
process and thus gained osseointegration. However 
surgical field is invisible with TSFE, therefore 
developing a method to avoid the perforation of the 
sinus membrane would possibly result in a favorable 
outcome.
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●症例報告

AFG・CGF を用いた低侵襲なサイナスリフトの 1 症例

河合　毅師 1），前田　亮 1），中尾　洋彰 1），岡村　泰斗 1），塚本　亮一 2）

A clinical case of less invasive sinus floor elevation using AFG and CGF

Takeshi Kawai 1), Ryo Maeda 1), Hiroaki Nakao 1), Taito Okamura 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　　１）Yamate Medical Association Atlas Tower Dental Clinic
　２）プラムデンタルオフィス　　　　　　　　　　　　　　　　２）Nakameguro Implant Center, Plum Dental Office

Abstract

With advancement of implant related materials, challenging surgery for difficult cases can now be performed. 
Implant placement has become possible for cases with bone defect in maxillary posterior of the poor bone 
mass using sinus floor elevation. However the surgery becomes still difficult with traditional surgery procedure 
when thin sinus membrane is accidentally perforated or problems with the grafted bone arise.
    In this report a clinical case of less invasive sinus floor elevation and bone augmentation is described using 
Lateral Approach-Sinus KIT(LAS-KIT, Osstem Co.), Autologous Fibrinogen Glue (AGF) and Concentrated 
Growth Factors (CGF).

(J Bio-Integ 5 : 125 - 128, 2015.)

１．緒　言

　インプラント関連材料の進歩により，難易度の高い
手術も施術可能になってきている．特に上顎臼歯部に
おける骨量の乏しい症例でも，サイナスリフトを応用
することにより，インプラント埋入が可能になった．
　しかし，従来の施術方法では菲薄な上顎洞粘膜を穿
孔したり，移植骨の問題で手術が困難になることも少
なくない．
　今回 OSSTEM 社の Lateral Approach - Sinus KIT

（LAS-KIT）および Autologous Fibrinogen Glue （AGF）・
Concentrated Growth Factors（CGF）を併用して低
侵襲なサイナスリフト，骨造成を経験したので若干の
考察を加えて報告する．

２．症　例

患者：61 歳女性
初診：平成 26 年 1 月 23 日
主訴：義歯が合わない．インプラント希望．
既往歴：特記事項なし
現病歴：３年前に他院で左下臼歯部にインプラント埋
入するも仮歯の状態で放置．右上には部分床義歯装着
していたが，最近義歯の不適と咀嚼障害を自覚しイン
プラント治療を希望し当科受診．
現症：口腔内は上顎右側４～７番の欠損を認め（図
１），上顎左側は③４５⑥ブリッジが装着してあり（図
２），左上６番は歯周組織検査で全周 10mm 以上のポ
ケットを認めた．パノラマエックス線画像では左右上
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顎臼歯部の高度の水平的骨吸収を認めた（図３）．３
DCT による解析では右上４相当部に約 11mm の垂直
的高径と水平的に約４mm の幅径を有する骨量を認め
たが，右上５・６部は垂直・水平的な骨量の不足を認
めた（図４）．左側も同様に左上５・６部に垂直・水
平的な骨量の不足を認めた（図５）．

３．処置および経過

　平成 26 年 2 月 16 日，静脈内鎮静法および笑気吸入
麻酔併用で鎮静状態を確認した後，局所麻酔下にサイ
ナスリフトおよびインプラント埋入術を開始．
　術前に，Autologous Fibrinogen Glue（以下 AFG）・
Concentrated Growth Factors（以下 CGF）を生成す
るため，患者の正中肘静脈から血液を約 10cc 採取．
採取した血液をジャイロジェン社の遠心分離機 416G

（図６）に SET して 1000rpm，10 分間回転させた．
　まず右上４部に OSSTEM 社 TS Ⅲタイプφ 3.5 ×

図１ 図２

図３

図４ 図５

11.5mm を埋入．次に OSSTEM 社のラテラルアプロー
チ専用の Lateral Approach - Sinus KIT（以下 LAS-
KIT）を用いて，右上５・６部上顎洞前壁を円状に切
削し，切削骨片を取り除きシュナイダー膜を明示（図
７）．明示したシュナイダー膜を歯槽頂方向へ剥離（図
８）．シュナイダー膜の損傷に注意して慎重に埋入窩
を形成し，デプスゲージにて挙上量を確認（図９）．
　次に，プラスティック管で採取した血液から出来た
AFG と円状に取り除いた自家骨をボーンミルにて粉
砕し，骨補填材『アパセラム-AX』と混ぜて移植骨を
生成（図 10）．
　移植骨を埋入窩へ填入（図 11）し，右上 5 番に
OSSEM 社 TS Ⅲタイプφ 4.0 × 7mm，右上 6 番に
OSSEM 社 TS Ⅲタイプφ 4.5 × 7mm をそれぞれ埋入
した（図 12）．
　最後に，ガラス管で採取した血液から生成された
CGF を取り除いた前壁部にメンブレンとして利用（図
13）．閉創して手術終了とした（図 14）．
　その後，約４ヶ月でアバットメントを装着しプロビ
ジョナルレストレーション製作，右側での咬合を確立
させ左側の手術準備をした．
　平成 26 年 6 月 27 日，右側と同様に静脈内鎮静法お
よび笑気吸入麻酔併用で鎮静状態を確認した後，局所
麻酔下に左上４・６番抜歯・サイナスリフトによる骨
造成と同時に左上４～６部インプラント埋入術を施
行．抜歯後は右側と同様の手順で施術した（図 15 ～
18）．術後４ヶ月で右側同様，アバットメントを装着
しプロビジョナルレストレーションを製作して機能さ
せはじめた．
　現在，術後１年が経過しプロビジョナルレストレー
ションで機能後も当該部の経過は極めて良好で，のパ
ノラマエックス線でも左右上顎洞およびインプラント
周囲に問題ないことを確認（図 19）し，最終補綴へ
移行．現在慎重に経過観察中である．

図６

図７
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４．考　察

　従来のサイナスリフトはラウンドバーやマイセル・
マレットを利用してシュナイダー膜へアプローチし，
骨造成には腸骨を移植するなど患者の侵襲も大きかっ
たが，自験例を通じて LAS-KIT による安全かつ確実
なラテラルアプローチと骨採取，そしてそれを利用し
た AFG・CGF との組み合わせが移植骨の生成から骨
造成までを低侵襲に行い，早期のインテグレーション
獲得につながったと考えられた．
　骨移植材料は自家骨，他家骨，異種骨，代用骨と４
つに大別できるが，他科骨は骨伝導能および若干の骨
誘導能は有するものの，感染の問題や破骨細胞によ
る活発な吸収にさらされやすく 1），現在ではあまり使
用されていないのが現状である．異種骨は Bio Oss に
代表される牛骨由来の移植材が多く使われているが
BSE（狂牛病）やヤコブ病など異常プリオン由来の感
染の危険性については完全に否定できず危険性は払拭
できていない 2）．これらのことから，今回筆者らは他
家骨や異種骨のような感染の可能性や量的制約がな
く，優れた骨伝導能を有する代用骨の吸収性ハイドロ
キシアパタイト（アパセラム-AX）を利用した．そし
て代用骨の弱点である骨誘導能を補うため，それを有
する完全自己血由来の AFG・CGF を使い，骨形成能
に関しては上顎洞前壁の自家骨を開窓時に採取して利
用した．結果として移植骨は量的に吸収性ハイドロキ
シアパタイトが多くを占めたが，吸収性ハイドロキシ
アパタイトではサイナスリフト時のインレーグラフト
でインプラント表面への直接新生骨が早期に認められ
やすいという報告もあり 3），今回，移植材の大部分に
利用したことが早期にインテグレーションを獲得し，
アバットメント装着時のトルクにも早い段階で対応で
きたと考えられた．
　また移植骨の保護と漏洩防止を可能にする完全自己

図９図８

図 10

図 11

図 12 図 13

図 15図 14

図 18

図 17

図 19

図 16
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血由来の CGF メンブレンが抗原抗体反応を抑え，創
傷治癒にも利用でき，さらには優れた骨誘導能を有す
ることから 4-5），患者の身体的負担軽減になるだけで
なく，開窓部のリモデリングを促し治療期間の短縮お
よび早期の咬合機能回復に寄与できることが示唆され
た．

５．結　論

　OSSTEM 社の LAS-KIT および自己血から生成さ
れた AFG・CGF を併用した低侵襲なサイナスリフト・
骨造成を経験し，それらが，早期の治癒および咬合機
能回復に有意なことが示唆された．
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●症例報告

ペースト状 HA による額と絶壁の整形

木村　知史

Forming of forehead and occiput cliff by the paste-formed HA

Tomofumi Kimura

　ヤスミクリニック　　Yasumi Clinic

Abstract

The paste-formed HA cement does not generate heat during hardening and therefore the usefulness is high by 
forming forehead and occiput by the infusion from a small incision.
    I have operated for forming forehead and occiput cliff of man and woman patients of our hospital visit. The 
patient ages were 20-65 years old. After a local anesthesia a small part of periosteum was peeled off, then, 3-9 
ml of the paste-formed HA cement was injected into forehead and 12-36 ml into occiput cliff. After the injection 
I molded by hand modeling for transdermal. the improvement of shapes in the all cases was observed, but 
there was a case in forehead appealed slight deformation and a case in the occiput cliff required further 
improvement.
    Though a transient headache and sluggishness were caused by both operation, the symptoms were always 
improved within 2 weeks. Rare secondary infection caused by the HA cement was healed by a partial removal 
of the cement without entire removal.
    The practical experience and perception in hand modeling of forehead forming are required but the forming 
will be becoming popular for the satisfaction of the patients.

Keywords: paste-formed hydroxyapatite cement, forming of forehead and occiput cliff, secondary infection
(J Bio-Integ 5 : 129 - 133, 2015.)

１．緒　言

　ペースト状 HA セメントは粉剤と専用液からなり，
練和して使用する形状賦形型のリン酸カルシウム系骨
補填材である．粉剤と専用液は練和されると水和反応

し，加水分解反応で生成したアパタイトの結晶の絡み
合いによって硬化する．硬化時に発熱しないので小切
開から骨膜下剥離した頭骸骨上に注入・充填すること
も出来る．
　これは額と絶壁の整形にて侵襲が小さく有用性が高
い．その臨床例と考察について述べる．

　Accepted for publication 27 July 2015
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２．対象と方法

　20 ～ 65 歳までの当院来院の男女に，額は 2002 年 2
月～，後頭部絶壁部は 2008 年 1 月～施術している．
　局麻下にて 8 ～ 10㎜の小切開から骨膜剥離し，ペー
スト状 HA を注入した（図１）．バイペックス（HOYA）
を主に使用したが，セラペースト（日本特殊陶業）も
使用した．それぞれの粉末成分は以下の通りである．
　バイペックス：α-TCP（αリン酸 3 カルシウム），
TTCP（リン酸 4 カルシウム），HA（ハイドロキシア
パタイト），DCPD（ブラッシャイト），MP（リン酸
マグネシウム）
　セラペースト：TTCP，DCPA（モネタイト）
　これらの粉末成分を水を主成分とした液で練和する
と加水分解して HA 結晶へ変化し，HA 結晶の絡み合
いで硬化する。
　注入量は額が 3 ～ 9ml（図２～４），絶壁は 12 ～
36ml（図５～６）であった．注入後は経皮・用手モ
デリングで成形する．

図１：注入箇所は額の生え際 絶壁は真後

図２：額が丸く大きく広く変化した

図３：額が丸く大きく広く変化した

図４：額が丸く大きく広く変化した
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３．結　果

　手技そのものは簡便であり，侵襲が小さいため日帰
り手術で社会復帰も早い．
　全例形状の改善を見たが，額では軽度不正形を訴え
る者がいた．絶壁では更なる改善を求める者がいた．
　両術式とも一過性の頭痛・頭重感が生じるも 2 週間
以内に改善するのが普通であった．
　追加注入例の中で皮膚に潰瘍が生じ滲出液を見る例
があり，何故か平成 23 年度から生じ出した（図７）．

４．考　察

１）初回注入後
　額は経皮・用手モデリングに術者の経験と勘が要求
される．間に皮膚が介在するため拙劣な手技だと凹凸
の波打ちが目立つ可能性がある．
　額小切開アパタイト手術として普及しているが，拙
劣な手技での凹凸の目立つ例があることで，成績差の
殆ど無い冠状切開でのペースト状 HA の塗布も行わ
れている．
　絶壁は，頭皮が延び難いので術中の剥離ではそれほ
どスペースが獲得出来ず，通常の絶壁の形状では注入
時に反って注入口から漏れない量は 20ml ＋αである．
しかし患者は術後に形状の改善は認めても，十分な満
足まで至らないことが多く，術前の説明は必須である．
　追加注入を希望する例は，額では術後しばらく満足
だったが見なれたら更に額を丸く大きくしたくなった
とのことで望まれる場合であり若い人ほど多い傾向で
ある．絶壁では術後改善は認めても最初から満足では
無かったとして時々希望がある．しかし絶壁の小切開
アパタイトは 2008 年からであり，美容外科・形成外
科で普及している技術では無いため安易に追加注入を
引き請けず追加注入例はそれほど多くはない．
　額の場合，ペースト状 HA の術後に全摘した症例
もあるが，HA と骨は単に貼りついているのではなく
結合した様相を呈し，ヘラなど差し込んで剥がせるも
のでは無かった．またアパタイトが骨側に若干沈み込
んでいるのを確認した．

２）追加注入後の皮膚自潰，滲出液漏出
　額，絶壁とも追加注入例は前々からあるが，何故か
平成 23 年から皮膚自潰，滲出液漏出の合併症が生じ
ている．これは額，絶壁ともである．
　バイオペックス販売元の HOYA の学術部と討論も
重ねたが明確な理由は得られなかった．又この件での
参考論文は一切ないようである．

　この合併症の様相は下記の様である．
　・ 術後しばらくして症状を観る傾向で，半年位ある

いは，3 年過ぎての発症もある．
　・ 皮膚自潰，滲出液漏出時に患者がアパタイトの細

図５：絶壁が丸く補正され，後頭部の奥行きが出た．

図６：絶壁が丸く補正され，後頭部の奥行きが出た．

図７：術後しばらくして皮膚が自潰し，渗出液をみた後アパタ
イトが露出した
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片を見つけたと言い，その細片を検診時に持参し
見せて貰ったこともある．

　・ 打撲歴の後での発症例が額，絶壁ともにある．
　・ 滲出液は無菌性で後で 2 次感染した例もあるが，

一貫して無菌性が続いている例もある．
　・ この無菌性の症例にステロイド（ベタメタゾン）

を局所注射したら一過性に滲出液が激減してる．
　・ 皮膚自潰せず，皮膚の膨隆した例にステロイド（ト

リアムシノロン）を局所注射すると症状は一過性
に無くなる．しかし再発を繰り返すので，直上の
皮膚切開で中身を取り出すと，アパタイトの細片
および板状のものが多数摘出でき，その後に症状
は消退，再発しなくなった（図８）．

３）額で手術直前に 2 次感染を来した治療例
　図 9 は久しく細菌培養では菌の検出がなく，しばら
く保存で加療した．しかし完治しないので女性に傷が
髪で隠し易いとの了承も得て，冠状切開で創内の HA
の細片を全て取り去る予定とした．直前の細菌培養で
セラチア（3 ＋）と出たので HA 全摘の方向に変えた
が，術中 HA が骨の中に沈み込む形となっていたの
を確認したので若干残して，額の上を骨膜＆帽状腱膜
フラップで被ったところ治癒した．

図８：額皮膚層の膨隆部には破砕した HA が多数存在．

図９： HA は骨の中に沈下し一体化，骨膜と帽状フラップで局
所血流改善を図り軟部組織を厚くした．

　そのため筆者は下記の様に考えている
　ペースト状 HA の性状を変更した 2010 年 7 月発売
のバイオペックス R アドバンスは硬化速度が増し硬
度も高まったが，この製品を用い追加注入した後に患
部腫脹や皮膚自潰をみることがあった．それ以前販売
の従来品を用い追加注入した頃には特段のトラブルは
無かったので，硬化速度や硬度を増すためにα型リ
ン酸三カルシウム（α-TCP）の粒子形状をより丸く，
リン酸四カルシウム粒子径を変更したことで前のアパ
タイトとの固着が出来難くなったからと推察する．そ
して遊離され細片化された HA が骨膜・軟部組織を
裏からヤスリの如く擦り，無菌性に滲出液が生じたと
観る．

４）後頭部で慢性感染が続いた治療例
　後頭部追加注入での皮膚自潰，滲出液漏出で 2 次感
染を起こし，細菌培養では毎回，緑膿菌の検出を観た．
感染に対する最良の治療として，患者に HA 全摘を
勧めたが，絶壁が治ったのを戻すのは嫌だと拒否され，
創を広く展開して直視下に HA の明らかに汚染され
ている外表だけを削り，抗生剤の静脈注射と内服で加
療したところ治癒した（図 10）．

バイオインテグレーション学会誌　第５巻 J Bio-Integ 5 : 129 - 133, 2015.
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５．結　論

　ペースト状 HA セメントは硬化時に発熱が少なく，
小切開からの注入で額と後頭部絶壁の整形にて有用性
が高かった．
　額は経皮・用手モデリングに術者の経験と勘が要求
される．
　HA は額においては，ただ付着するのでなく若干骨
の中に沈み込む状態が観察された．
　2010 年 7 月発売のペースト状 HA は硬化速度や硬
度を増した分，追加注入後に前回のアパタイトと強固
に固着出来ず，外力などで遊離砕片が生じると骨膜を
裏からヤスリの如く擦り，滲出液が生じ，患部腫脹や
皮膚自潰を生じたと推察する．
　皮膚自潰から二次的に感染した場合も全摘せず，明
らかに汚染されている部分だけを削って創閉して抗生
物質の静脈注入と内服で治癒をみた症例があった．
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抄　録

　ペースト状 HA セメントは，硬化時に発熱しないので小切
開からの注入で額と後頭部絶壁の整形において有用性が高い．
20 ～ 65 歳までの当院来院の男女の額と後頭部絶壁に施術し
た．局麻下にて小切開・骨膜剥離，ペースト状 HA セメント
を forehead は 3 ～ 9ml，後頭部絶壁は 12 ～ 36ml 注入した．
注入後は経皮・用手モデリングで成形した。全例形状の改善を
見たが，額では軽度不正形を訴える者がいた．後頭部絶壁では
更なる改善を求める者がいた．両術式とも一過性の頭痛・頭重
感が生じるも 2 週間以内に改善するのが普通であった .
　HA の 2 次感染が全部取らなくとも部分削りで治癒した．
　額は経皮・用手モデリングに術者の経験と勘が要求されるが，
患者の満足のために手術として広く普及して良いものである．

図 10：感染した HA を残し閉創して抗生剤投与で治癒．
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●症例報告

CGF を用いた上顎洞挙上術の臨床的検討
－術後２年以上の経過について－

中村　誠 1），山田　勇二 1），中村　優子 1），佐藤　隼 1），由地　伶 1），

古賀　秀俊 1），田坂　友紀子 1），金山　健夫 2），朝波惣　一郎 3）

Crestal approach sinus floor elevation using CGF as the sole grafting material:
 2-years retrospective study

Makoto Nakamura 1), Yuji Yamada 1), Yuko Nakamura 1), Jun Sato 1), Rei Yuji 1), Hidetoshi Koga 1), 

Yukiko Tasaka 1), Takeo Kanayama 2), Soichiro Asanami 3)

　１）医療法人天空会デンタルチームジャパン
　２）名古屋市立大学
　３）医療法人財団順和会山王病院歯科口腔外科
　１）Medical Corporation Tenkuu-kai, Dental Team Japan
　２）Dept. of Oral Surg. Nagoya City University
　３）Dept. of Oral Surgery. SANNO Hospital, International University of Health and welfare

Abstract

The purpose of this retrospective study was to evaluate utility and effectiveness of “CGF(concentrated growth 
factors)” used for crestal approach sinus floor elevation.Two hundred-seventy implants were placed in 165 
cases using only “CGF” for sinus floor augmentation from January 2011 to December 2012. The bone heights at 
implant sites were measured by panoramic x-ray images.The mean residual bone heights at implant site were 
4.8mm in medial side and 4.4mm in distal side. The mean bone gains of 6-month after surgery were 1.2mm 
in medial side and 1.4mm in distal side. The mean bone gains of 1-year after surgery were 2.7mm in medial 
side and 2.9mm in distal side. The “CGF” is not only safer because it is derived from patient’s own blood in 
comparison to artificial or animal bone graft materials but also there is the merit of shorter healing period,due 
to a concentration platelet coats,even if the Schneider membrane is damaged.
    Conclusion: Because of high success rate, usability, and better understanding of the patients, “CGF” is 
extremely useful and effective for sinus floor elevation.

Keywords: biomaterial, platelet concentrate, concentrated growth factors, sinus floor elevation
(J Bio-Integ 5 : 135 - 139, 2015.)
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１．緒　言

　2014 年 11 月 25 日に再生医療等の安全性の確保等
に関する法律が施行され，濃縮血小板も再生能力を有
する治療内容と認められ，第三種再生医療等の指定
を受けることとなった．本報告は，その次世代濃縮
血小板である Concentrated Growth Factors（以下：
CGF）を上顎臼歯部へのインプラント治療の際の上
顎洞底挙上時に従来の骨補填材の代わりに crestal 
approach により洞底粘膜挙上スペースに移植し 2 年
以上経過した症例を基に CGF の有用性，有効性の検
証を行ったものである．
　現在，上顎洞底挙上時に用いる生体材料には様々な
ものが臨床で使用されている．同部に骨補填材を填入
する方法は多くの施術者が行いスタンダードとなって
いる．また，本報告のように上顎洞底挙上時に次世代
濃縮血小板を骨補填材の代わりに用いることの有効性
は，Diss A 1）や Toffler M 2）らの報告でも示されてい
る．一方で生体材料を全く使わずに洞粘膜挙上のみで
良好な経過を得ているNedir R 3,4）やP. R. Schmidlin 5）

らの報告もある．
　このようにいずれも成功の結果が得られるため生体

材料の選択は施術者の判断に委ねられるところが大き
い．
　そこで本報告は，生体材料としての CGF の有効性
を既存の報告と比較検討するだけでなく臨床における
有用性にも着目し検証を行った．

２．材料と方法

　今回の対象は，2011 年１月 8 日～ 2012 年 12 月 26
日までの約 2 年間の間に CGF のみを用いて crestal 
approach により上顎洞底挙上術後インプラントを埋
入し術後 2 年以上経過観察を行った 165 症例，270 本
について検討を行った．なお，CGF の製法は患者か
ら採血管（10cc/ 本）へ必要本数採血し供血用遠心機
メディフュージュ® で回転数 2,400 ～ 3,000rpm，13 分
間遠心分離を行い製作した．使用したインプラントシ
ステムは OSSTEM，XIVE，Nobel，Calcitek の 4 シ
ステムの 7.0mm ～ 11.5mm（平均 9.1mm）を使用．“術
直後”“6 ヶ月後”“1 年後”のパノラマレントゲン像
を使用し埋入されたインプラント体を指標として近
心，遠心の骨量を計測，6 ヶ月後と 1 年後の骨造成量
を導き出し評価の対象とした．
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３．結　果

　術直後の残存骨量（RBH）の平均は，近心 4.8mm，
遠心 4.4mm であった．6 ヶ月後の骨量の平均は，近
心 6.0mm，遠心 5.8mm，RBH を引くことにより導き
出した骨造成量の平均は近心で 1.2mm，遠心で 1.4mm
であった．同様に 1 年後の骨量、造成量も計測，骨量
の平均が近心 7.5mm，遠心 7.3mm，骨造成量の平均
が近心 2.7mm、遠心 2.9mm であった．
　全 270 本中ロストは 5 本，その内免荷期間中の脱
離が 2 本，補綴処置後の負荷期間での脱離が 3 本で
Survival Rate は 98.1％であった．施術にあたり上顎
洞粘膜の穿孔，異常出血，感染などは見られなかった．
　骨造成が確認出来る時期の 6 ヶ月～ 8 ヶ月を目処に
補綴治療へと移行，全体の 81.4％，220 本は 1 年以内
に上部構造の装着が出来た．また，他の治療部位との
かねあいで 1 年以内に補綴処置をおえていない症例に
関しても骨造成を確認することが出来た．

４．考　察

　現在スタンダードなっている人工材や牛骨などの骨
補填材に比べ自己血液である為に安全性に優れてい
る．また，骨補填材のように顆粒状ではなくゲル状の
生体材料であるため粘膜を損傷するリスクも軽減され
る．仮に上顎洞粘膜を損傷した場合にも感染リスクも
少なくなおかつ同部位を濃縮血小板により被覆するこ
とにより治癒を早める効果も見込めるなど生体材料と
して多くのメリットがある .
　また，CGF は製作も容易で操作も簡便であるため，
手術時間の短縮も可能で臨床において大いに有用で
あった．
　有効性に関しても，全ての症例において骨の造成
を確認出来スムーズに補綴治療へ移行できたこと，
98.1％の高い生着率を残せたことを鑑みても非常に有
効な手段であったと評価したい．

　次に，本報告を同様に次世代濃縮血小板のみで上顎
洞底挙上術を行った既存の報告との比較検討を行っ
た . 生着率はいずれも 97％以上と上顎洞挙上術後の埋
入においては高い生着率が報告されている .
　本報告において骨造成量（Bone Gain）が他の報告
に比べて少なくなっているがこれは濃縮血小板の使用
枚数に起因するのではないかと推測している．本報告
において使用したフィクスチャーのサイズも若干短め
ではあるが，残存骨量（RBH）も少ないため相対的
にみて上顎洞への突出量は他の報告とは大きくは変わ
らないと考えられる . 突出量からみると本報告が一番
スペースメーキングされていると言えるが骨の造成量
は既存の報告より逆に若干少なくなっている．このこ
とよりフィクスチャーの突出量と骨造成に関しての有
意性は本比較においては見いだせないため濃縮血小板
の使用枚数の差異が骨造成に影響したのではないかと
考察した．

５．結　論

　今回，crestal approach における上顎洞底挙上術に
おいて濃縮血小板である CGF を用いたが，安全で操
作性に優れ比較的長期予後が確認されたことにより極
めて有用で有効な方法と評価した．

A.Diss / 
2008

M.Toffler / 
2010 自験例

Implant（N） 35 138 270

RBH 近心　遠心
6.3mm 6.7mm 6.6mm 近心　遠心

4.8mm 4.4mm

使用数
（PRF/CGF） 3（PRF）　 2 ～ 4（PRF) 1 ～ 3（CGF)

Bone Gain 近心　遠心
3.5mm 2.9mm 3.4mm 近心　遠心

2.7mm 2.9mm

Survival 
Rate 97.1% 97.8% 98.1%

Mean 
Implant 
Length

10.5mm 10.1mm 9.1mm
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●症例報告

スパッタ HA インプラントの臨床評価について（第 3 報）
上顎前歯部４歯にワンピースインプラントの抜歯即時埋入を行った 1 症例

澤田　有里，澤田　章司

Clinical evaluation of sputtered HA-coated implant (The 3rd report): 
 A case of immediate one-piece implant placement after extraction of 

four anterior teeth in the upper jaw

Yuri Sawada, Shoji Sawada

　澤田歯科医院
　Sawada Dental Office, Tokyo, Japan

Abstract

One-piece type of thin HA coated implants (TS type μ-one HA implant) were applied to maxillary anterior 
four teeth to perform immediate implant placement. Fifty-six-years-old female patient hoped implant treatment 
for main complaints of occlusion disorder and pain. The patient had osteoporosis. Mobility of the maxillary 
anterior four teeth was observed. Following the informed consent, immediate implant placement with one-
piece TS implant and provisional restoration was performed immediately for aesthetic recovery during 
a healing period. The size of implant body and placement site was decided under the diagnosis using a 
panoramic X-ray photograph. The implant sizes were 3.3mm in diameter and 12mm in length of root part. A 
porcelain-fused-to metal prosthesis composed of 4 splinted crowns was placed using a hall of the abutment 
part against crown loosening. One-piece implant was successfully placed into the maxillary anterior area 
without inclination of final prosthesis to the labial side from the tooth axis direction, by careful ingenuity for 
implant placement, the preparation of the abutment part and the prosthesis. The patient was satisfied enough 
from an aesthetic outlook during a healing period, and the aesthetic and functional appreciation of the last 
prosthesis. The treatment was is well in progress. The μ-one HA implant coated with the sputtered HA thin 
film unquestionably enabled the immediate implant placement and the provisional restoration immediately. It 
was suggested that one-piece TS type of μ-one HA implant was sufficiently available for clinical application 
to immediate implant placement and provisional prosthesis immediately in maxillary anterior area. The 
continuous maintenance is necessary to maintain long-term stability.

(J Bio-Integ 5 : 141 - 147, 2015.)
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１．緒　言

　スパッタリング法による 1 ～ 2µm の薄膜のハイド
ロキシアパタイト（以下 HA）で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）は，治験開始以来 10 年を経過し現在まで良好
な成績を収めている．
　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，HA が緻密で均一に薄膜コーティングされて
いることで 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
1-3）．さらに，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 4）．
　今回使用したミューワン HA インプラントの TS タ
イプワンピースインプラント（図１）は，テーパード
ボディのセルフタップインプラントで，従来よりス
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，かつ応力分散も図れることにより
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 5,6）．
　そこで今回，上顎前歯部 4 歯（左右中切歯並びに側
切歯）に TS タイプのワンピースインプラントを使用
し抜歯即時埋入を行い，審美的・機能的に良好な経過
を推移している症例を報告する．

２．症　例

　患者は 56 歳女性，2013 年 9 月に上顎前歯部 4 歯（左
右中切歯並びに側切歯）の動揺，咀嚼障害並びに審美
的改善等を主訴にインプラント治療を希望して来院し
た．既往歴に骨粗鬆症があり骨密度は 70％で，約半
年前からリカルボン（ビスフォストネート製剤）を服
用中であった．現病歴は約 1 年前から上顎前歯部の動
揺と繰り返し咬合痛が生じていた．
　患者はインプラント治療の希望があり，その長所，
短所並びにビスフォスフォネート製剤の副作用などを
説明した後に同意を得た．口腔内所見は，上顎左右中
切歯並びに側切歯の 4 歯の動揺と打診痛を認めたが，
根尖病巣や腫脹は認めなかった（図２）．
　治療計画は，ビスフォスフォネート製剤の服用期間
が短かったため約 1 ヶ月間リカルボンの服用を中止し
た後に，TS タイプワンピースインプラントにて上顎
前歯部 4 歯の抜歯即時埋入を行い，即時にプロビジョ
ナルレストレーションを作製し治癒期間中も審美的な
回復を図ることにした．また，パノラマエックス線写
真（図３）にて画像診断の下，埋入位置やインプラ
ント体のサイズを決定し，サイズは 4 本ともに幅径
3.3mm・HA 部長径 12mm とした．上部構造は，アバッ
トメント部先端のホールを維持孔として活用し，4 歯
連結の陶材焼付鋳造冠とした．

図１： 使用したミューワン HA インプラントワンピース TS タ
イプ（TS 33-12-08） 図２：初診時の口腔内写真
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３．結果及び考察

　上顎前歯部欠損症例において，機能的・審美的な回
復が重要な要素となる．そこで通常ではツーピースタ
イプの角度付きアバットメントを使用することが一般
的で，ワンピースインプラントを使用した場合には，
歯軸方向より最終補綴物が唇側傾斜になることが懸念
される．しかし，TS タイプワンピースインプラント
の場合は，その特性を生かしつつ埋入方法の工夫等で
この問題を解決できる可能性がある．その対策の一つ
は，インプラントポジションを天然歯の歯軸より可
能な限り垂直方向に埋入することである（図４）．TS
タイプワンピースインプラントはテーパードボディで
あるため，ストレートボディに比較して頬側への骨の
穿孔を回避しやすくなり垂直方向への埋入に若干有利
となる．

　もう一つの対策は，最も細い直径 3.3mm のインプ
ラントを選択することで，骨内での埋入角度に自由度
が増し垂直方向への埋入に有利となる．今までの臨床
経験上，直径 3.3mm での破折症例はなく強度面での
問題はないと思われる 7）．さらに，骨結合後にアバッ
トメント部を形成することで、最終補綴物の唇側傾斜
を抑えることも可能となる（図５）．

図３：初診時のパノラマエックス線写真

図４：インプラント埋入方向

　今回のインプラントサイズの選択においては，抜歯
時の支持骨が大きく欠損していたため 8）（図６−Ｃ），
歯冠歯根比を配慮してインプラント長径は HA 部が
最長の 12mm を選択し，埋入深度は HA 部を骨縁下
2mm 程度まで完全に骨内に埋入することにした．ア
バットメント部の長径に関しては，上部構造の維持に
必要最小限の長さが唇側歯肉から露出するように，そ
の長さを約 2 ～ 5mm 程度とした上でそれぞれ選択し
た（表１）．

　　　Ａ　　　　　 Ｂ　　　　　　Ｃ　　　　　　Ｄ

図６：欠損と残存骨状態の区分

表１：埋入部位と使用したインプラントサイズ

埋入部位 右上
側切歯

右上
中切歯

左上
中切歯

左上
側切歯

インプラント
型番 33-12-06 33-12-10 33-12-10 33-12-08

図５：インプラント埋入から最終補綴までの手順

最終補綴
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　抜歯に関しては，浸潤麻酔後に上顎前歯部 4 歯（左
右中切歯並びに側切歯）を順次行い（図７，８），抜歯
窩に不良肉芽が残留しないよう掻爬して即時埋入の手
術に入った．その際、粘膜の切開・剥離あるいは埋入
後の縫合はせずに実施した．これは，生体侵襲が少な
く手術時間の短縮が図れ，術後の腫脹や疼痛等が少な
いからである 9）．

　インプラント窩の形成では，起始点を抜歯窩最深部
よりやや口蓋側に求め極力垂直方向になるようにドリ
リングを順次行い，インプラント窩には不良肉芽など
感染源が残留しないよう丁寧な洗浄に努めた．今回は
上顎の骨質を考慮し，また TS タイプはセルフタップ
方式でもあることから最終ドリルの 1 つ前のドリルで
終了とした結果，強固な初期固定が得られた（図９）．

　しかし，極力垂直方向への埋入を試みたものの，唇
側傾斜は否めなかった（図 10，11）．そこで，口腔内
に露出するアバットメント部の長さを，上部構造の維
持に必要な 2 ～ 5mm 程度と短めにした．それにより
プロビジョナルレストレーションあるいは最終補綴物
の唇側傾斜は修正でき，垂直方向へと作製することを
可能とした．

図７：上顎前歯部 4 歯（左右中切歯並びに側切歯）を抜歯

図８：抜歯した上顎前歯部 4 歯

図９：抜歯即時埋入直後のパノラマエックス線写真

図 10：インプラント埋入直後の口腔内写真（正面観）

図 11：インプラント埋入直後の口腔内写真（側面観）
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　埋入後は，縫合せずに直ちに即時重合レジンにてプ
ロビジョナルレストレーションの作製を行った．その
際，アバットメント部周囲を歯肉圧排糸で止血し（図
12），将来の歯肉退縮を考慮してマージンを歯肉縁下
3 ～ 4mm まで下げた形態にし 4 歯連結で作製した（図
13）．プロビジョナルレストレーションに関しては，

上顎前歯の咬合は側方圧となり骨結合の阻害因子とな
ることが予想されるため即時負荷を避け，特に下顎前
方誘導では咬合接触しないよう調整し仮着した（図
14）．
　今回の上顎前歯部の抜歯即時埋入と即時プロビジョ
ナルレストレーションの作製を可能にした大きな要
因には，ミューワン HA インプラント TS タイプワン
ピースインプラントならではの特性が考えられる．つ
まり，埋入時から強固な初期固定が得られることやワ
ンピースであることにより直ちにプロビジョナルレス
トレーションの装着が可能になることである 10）．従っ
て，治癒期間中も審美的に大きな問題はなく，また術
後の出血・腫脹・疼痛等もなく良好に経過した．
　埋入後 8 週で打診音等により骨結合を確認した後
に，アバットメント部の唇側面を形成し，最終補綴物
がより垂直方向になるようにした（図 15）．その後，
印象採得では歯肉縁下まで確実に行い，同時にアバッ
トメント部先端のホールの印象も行った（図 16）．図 12：アバットメント部周囲を歯肉圧排糸で止血．

図 13：即時プロビジョナルレストレーション作製

図 14：即時負荷は避けて仮着

図 15：埋入後 8 週でアバットメント部の唇側面を形成

図 16：歯肉縁下並びにアバットメント部ホールの印象採得
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　完成した作業用模型（図 17）にて，上部構造を陶
材焼付鋳造冠で作製した（図 18）．アバットメント先
端部のホールを維持孔として活用し，フレームと維持
ポストを一体にメタルで作製した（図 19）．この維持
孔の活用で，アバットメント部の露出を短くすること
ができ，装着後の脱離を回避することが可能となった．
　今回の症例では骨吸収が大きかったため，インプラ
ント埋入後に唇側歯肉の退縮が予想され，上口唇の張
りを保つ工夫も必要となった（図 20）．そこで，歯冠（歯
肉縁）形態を重視するより，むしろ補綴物に若干の厚
みを持たせることで顔貌の回復を試みた（図 21）．

　補綴物の装着に関しては，埋入後約 9 週で通常通り
セメント合着にて行い，早期の機能回復を獲得した．
患者は，審美的・機能的観点から非常に満足しており
良好に経過している．1 年後のパノラマエックス線写
真（図 22）では特に骨の吸収像もなく良好に推移し
ており，約 1 年半後の口腔内所見でも異常は認められ
ない（図 23）．現在まで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
ンスが必要であると考える．

図 17：完成した作業用模型

図 18：上部構造を陶材焼付鋳造冠で作製

図 19：ホールを維持孔として活用

図 20：補綴物装着時の口腔内写真

図 21：補綴物装着後の顔貌

図 22：術後 1 年経過時のパノラマエックス線写真
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４．結　論

　ミューワン HA インプラントワンピース TS タイプ
を用いて，上顎前歯部 4 歯の抜歯即時埋入のインプラ
ント治療を行った結果，強固な初期固定の獲得や維持
孔の活用の他，埋入方法の工夫やアバットメント部の
形成等によって，今までのワンピースインプラントの
欠点を克服し，審美的・機能的に臨床応用が可能であ
ることが示唆された．
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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 インプラントは，臨床での評価も高まりつつ
ある．今回，上顎前歯部 4 歯（左右中切歯並びに側切歯）に
TS タイプのワンピースインプラントを使用し抜歯即時埋入を
行い，良好な結果を得たので報告する．
　患者は 56 歳女性，2013 年 9 月に上顎前歯部 4 歯（左右中切
歯並びに側切歯）の動揺と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．既往歴に骨粗鬆症があり，現病歴は約
1 年前から上顎前歯部の動揺や繰り返し咬合痛が生じていた．
治療計画は，TS タイプワンピースインプラントにて上顎前歯
部 4 歯の抜歯即時埋入を行うこととし，即時にプロビジョナル
レストレーションを作製し治癒期間中も審美的な回復を図るこ
とにした．また，パノラマエックス線写真にて画像診断の下，
埋入位置やインプラント体のサイズを決定した．サイズは 4 本
ともに幅径 3.3mm・HA 部長径 12mm を選択した．最終補綴は，
アバットメント部先端のホールを維持孔として活用し，4 歯連
結の陶材焼付鋳造冠とした．
　ミューワンHAインプラントワンピースTSタイプを用いて，
上顎前歯部 4 歯の抜歯即時埋入のインプラント治療を行った結
果，強固な初期固定の獲得や維持孔の活用の他，埋入方法の工
夫やアバットメント部の形成等によって，今までのワンピース
インプラントの欠点を克服し，審美的・機能的に臨床応用が可
能であることが示唆された．
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●症例報告

外科侵襲低減を考慮し安定した咀嚼を獲得しえた
インプラントオーバーデンチャーの一例

今井　守夫 1），神尾　崇 2）

A case of an Implant-supported overdenture 
in whom masticatory function improved with minimally invasive surgery

Morio IMAI 1)，Takashi KAMIO 2)

　１）ぐみょう今井歯科医院　　　　　　　　Gumyo-Imai Dental Clinic
　２）東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座　　Department of Oral and Maxillofacial Surgery，Tokyo Dental College

Abstract

Although the number of implant overdenture (IOD) treatment, a complete denture supported by dental 
implants, have been increasing, previous studies have not put much emphasis on dentures. If a procedure 
for making a complete denture with more retention and stability is applied to implant overdentures, more 
favorable result will be obtained. Present study reports on a case with IOD supported by 2 HA-coated implants 
each in both maxilla and mandible with the application of authors’ complete denture technique.
    Zimmer Dental HA Spline Implants were placed in right and left canine region in both maxilla and 
mandible of a female in her 60’s who complained masticatory disorder due to footh defects. Locator abutments 
were connected after confirming the stability of the implants and prognosis has been favorable.
    By focusing on making a denture, present case made satisfactory progress. The essentials in this case were: 
1) making a denture efficiently, 2) deployment of HA-coated implants, 3) selection of appropriate abutments. 
IOD with satisfactory retention and stability was fabricated based on the combined effects of those three 
factors. The importance of “focusing on denture manufacture” in IOD treatment was reconfirmed by the 
experience in this case.

Keywords:  implant-supported overdenture， implant prosthesis， Minimally invasive surgery, 
Hydroxyapatite(HA)-coated implants (HAコーテッドインプラント)
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１．緒　言

　上下顎の顎堤が高度に吸収した無歯顎者では，従来
の全部床義歯で十分な維持安定を得ることが困難なた
め義歯不適合を生じることがある．近年のインプラン
ト治療の普及を背景として全部床義歯にデンタルイ
ンプラントを取り入れるインプラントオーバーデン
チャー（以下，IOD）治療が増加している．医療情報サー
ビス Minds1）をはじめとする治療ガイドラインにも示
されるように，一般に上顎では 4 本，下顎では 2 本の
インプラントを支台とする治療が標準的とされる．し
かし IOD 治療の基本は全部床義歯治療に準じるため，
維持安定が良く動揺の少ない全部床義歯作製法を応用
できれば更なる良好な結果が得られることは想像に難
くない．今回，我々は HA コーテッドインプラント
の有用性を活かし，また筆者らの考える全部床義歯製
作法を応用した上下顎各 2 本の HA コーテッドイン
プラント支台とする IOD 症例について，その概要に
若干の考察を加え報告する．
 

２．症　例

患者：60 代，女性
初診：2010 年 6 月
既往歴：特記事項なし
現病歴：多数歯欠損に伴う咀嚼困難．
現症： 上顎は無歯顎，下顎前歯部ブリッジには重度歯

周炎に伴う著しい動揺を認めた（Fig.1）．
治療計画ならびに経過：
　所定の診察と検査を経て，下顎残存歯部のブリッ
ジは動揺著しく予後が不良であると判断し，2010 年
6 月，患者本人の同意を得て抜去した．患者はより咀
嚼効率の優れた義歯を希望したため．IOD 治療の長
所・短所を説明し同意を得た上で IOD 治療を計画し
た．パノラマエックス線写真（Fig.2）および歯科用コー
ンビーム CT 撮影，診断用模型作製等を経て，2010
年 10 月，通法に従い下顎左右犬歯相当部に Zimmer 
Dental HA Spline Implant（φ3.75 × 13mm；2 本）を，
同年 11 月，上顎左右犬歯相当部に同 Implant（φ3.25
× 10mm；2 本）を埋入した（Fig.3-7）．2011 年 2 月，
上下顎インプラントにロケーターアバットメント装着

（Fig.8），同年 5 月，IOD 装着（Fig.9）．3 年経過した
2014 年 6 月，口腔内，インプラント支台，義歯，エッ
クス線写真等に異常は認めず経過良好と判断した．

Fig.1:  Intraoral view at the time of initial examination.

Fig.2:  Panoramic radiography revealed decreased alveolar 
bone volume.

Fig.3:  Producing a surgical stent that will easily guide the 
placement of the implant.

Fig.4:  Two implants were inserted in the canine area of the 
mandible.
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３．考　察

　従来の全部床義歯と比較し IOD は，咀嚼能力が高
い 2），患者の満足度に有効である 2,3），顎堤の吸収を
抑制することが可能である 4）など多くの利点を有す
るとの報告があり，昨今の超高齢社会の到来を背景と
した多種多様な疾病を有する人口割合の増加や経済
的・社会的事情から，より外科侵襲の少ない，ひいて
は治療に掛かるコストの低減が望まれる中，このよう
な IOD 治療は増加すると考える．
　2 本のインプラントを支台とする下顎 IOD は，咀
嚼機能，発音機能，快適性，口腔関連の QOL につい
て有効であるとされる．一方で上顎 IOD に対する治
療ガイドラインとして日本口腔インプラント学会によ
る口腔インプラント治療指針 2012 5）の「インプラン
ト体の埋入本数は「左右対称に 4 本以上（連結が望ま
しい）」との記述はあるものの，下顎と比較し上顎に
対するエビデンスは少ない．IOD 治療は，インプラ
ント埋入を伴うものの基本は全部床義歯治療である．
適合の悪い IOD の動揺は支台脱落や破折を惹起する
可能性がある 6-8）．
　渉猟しうる限りこれまで IOD に関する報告におい
ては義歯の重要性について重きが置かれていない印象
を持つ．患者に噛める喜びを提供し，QOL 向上に寄
与できることは歯科医師としての喜びである．義歯−
インプラント如何に問わず，治療のゴールは同じであ
る．しかし全ての患者がインプラント治療を希望して
いる訳ではなく，また全ての患者が適応となる訳でも
ない．適切な義歯作製が行えた上で，より幅広い治療

Fig.5:  Intra-oral radiograph and panoramic radiograph shows 
the two implants placed in the canine area of mandible.

Fig.6:  Two implants were inserted in the canine area of the 
maxilla.

Fig.7:  Intra-oral radiograph and panoramic radiograph shows 
the two implants placed in the canine area of maxilla.

Fig.8:  Six months after the implants were placed, the LOCA-
TOR™ abutment were placed.

Fig.9:  Implant-supported overdenture retained by two im-
plants.
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選択肢の延長線上にインプラント治療が位置するべき
であり，それは IOD 治療も同様であると考える．以下
に自験例において筆者らが注力した治療の要点を示す．

１）義歯作製に関する配慮
　IOD の作製は全部床義歯作製手法と同様の作業手
順を要する．つまり義歯には「維持」と「安定」の 2
つの要素が備わっていなければならない．その維持・
安定を得る要点として，概形印象および個人トレーを
用いた印象採得による確実な辺縁封鎖（Fig.10），適
切な咬合採得（Fig.11），片側性平衡咬合および両側
性平衡咬合を得た人工歯排列，蝋義歯を用いた咬座印
象による選択的加圧印象（Fig.12）の 4 つを適切に行
う必要がある 9,10）．
　Fig.13 に適合試験材を用いて作製した上下総義歯粘
膜面の適合検査結果を示す．咬座印象自体，咬合力の
大きさと方向を加味して適切に人工歯を排列した咬合
床を用いて行うため，仕上げられた総義歯は粘膜面の
適合が良く，特に上顎では積極的に咬合力を床後縁封
鎖に利用していることが分かる．この状態が前歯部の
食物噛みきり時における床の安定へとつながる．この
ようにデンチャースペースを考慮した上下顎義歯床縁
形態の付与および咀嚼効率を考慮した人工歯排列によ
り，動揺が少なく機能的に安定する義歯を作製が可能
となる．その結果，連続して安定した咀嚼を獲得でき
たものと考えられた（Fig.14）．

Fig10:  Preliminary impression using hydrocolloid/alginate 
combined impression technic.

Fig.12:  The bite-seated impression after maxillo-mandibular 
relationship recording and setting up of teeth

Fig.13:  Evaluating the fit of implant-supported overdentures 
using checking materials.

Fig.11:  Recording of maxillo-mandibular relationship and 
transferred to an articulator.

Fig.14:  Implant-supported overdentures permit better biting 
and chewing function with regard to patients’ satisfac-
tion and masticatory function with their use.

          A; Biting a whole apple, 
          B; Eating a sweet corn, 
          C; Biting a huge yellow pickled radish
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２）支台インプラントに関する配慮
　歯科用コーンビーム CT による形態評価結果から上
下顎左右臼歯部の骨高径が低いことが明らかとなっ
た．下顎ではオトガイ孔部より十分な距離が得られ，
また骨幅も必要十分と考え，通法に従い犬歯相当部へ
の埋入を行った．しかしながら上顎では，患者は上顎
洞底挙上術など上顎洞の外科処置を希望せず，犬歯相
当部への 2 本のインプラント体の埋入を行う必要性が
あったが．その上顎骨犬歯相当部の骨幅はやや狭く，
埋入部位は限定された．そのため支台とするインプラ
ントについて，生物学的安全性、優れた骨伝導能、強
い骨結合力、咬合応力の緩和、上皮付着など、科学的
エビデンスに基づき臨床的優位 11）にある HA コーテッ
ドインプラントの採用により少ない埋入本数での施術
が可能であった．

３）アバットメント選択に関する配慮
　IOD においても多く使用される O リングアタッチ
メントは，十分な維持力を有する反面，義歯に加わる
力，特に側方力がインプラントに直接伝播されやすい
とされる 7,12）．そのため高径の低いロケーターアバッ
トメントを採用し，力学的支点，いわゆる重心を低く
設定することでその軽減を図った．

４．結　語

　効率的な義歯作製，HA コーテッドインプラントの
採用，適切なアバットメントの選択の三位一体の治療
計画が奏功し，最小の外科侵襲による維持安定の良い
IOD を作製することが可能であった．自験例を通じ，
IOD 治療における " 義歯作製への配慮 " の重要性を再
認識した．
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抄　録

【目的】全部床義歯にデンタルインプラントを取り入れるイン
プラントオーバーデンチャー（以下、IOD）治療が増加している．
これまで IOD に関する報告では義歯について重きが置かれて
いない印象を持つ．維持安定の良い全部床義歯作製法を応用で
きれば更なる良好な結果が得られることは想像に難くない．今
回，筆者らの考える全部床義歯作製法を応用した上下顎各 2 本
の HA コーテッドインプラント支台とする IOD 症例について
報告する．

【症例概要】多数歯欠損に伴う咀嚼困難を訴える 60 代女性に
対し，上下顎左右犬歯相当部に Zimmer Dental HA Spline 
Implant（φ3.75 × 10,13mm；各 2 本）を埋入した．その後ロ
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ケーターアバットメント装着を経て経過は良好である．
【結語】自験例は義歯作製にも注力したことで良好な経過が得
られたと考える．本治療の要点は 1）効率的な義歯作製，2）
HA コーテッドインプラントの採用，3）適切なアバットメン
トの選択，である．これら三位一体の治療計画が奏功し維持安
定の良い IOD を作製しえた．本治療経験を通じ，IOD 治療に
おける " 義歯作製への配慮 " の重要性を再認識した．
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●症例報告

A dental implant case with aesthetics using HA bone graft fabricated by 

CAD/CAM based on CT simulation

Masahiro Nakazawa

Abstract

A dental implant case with bone defect is shown. The patient had a bone defect in buccal side of #5 and #6 
region,  an aesthetic area. The bone defect volume was determined by CT simulation data. A HA bone graft 
was fabricated from HA sintered block using CAD/CAM technology. Anchoring the HA bone graft and 
implant placement was performed by the guided surgery designed by the same CT simulation software.
First, bone defect region and missing teeth were recreated into ideal form by wax-up, and a plaster model 
was matched and the bone augmentation volume necessary for the bone defect region and precise implant 
placement position were designed. In order to avoid the contact of the bone graft block and the implant, 
implant access holes on the bone graft block were designed slightly bigger than the diameter of the implant. 
One year after the surgery, it successfully maintains its aesthetics and functionality.  

Keywords: dental implant, aesthetics, CT simulation, CAD/CAM, HA bone graft

(J Bio-Integ 5 : 155 - 163, 2015.)

1.�Introduction

For dental implant cases with bone defect, an 
autologous bone block or GBR method using 
granular bone substitute and multiple membrane 
are commonly used. But it is difficult to design the 
ideal form prior to surgery especially in aesthetic 
area because of the difficulties involved in prediction 
of hard and soft tissue volume and amount loss of 
the grafting material over time.
A little ingenuity was given to the designing 

procedure of bone augmentation volume data 
for HA bone graft block on simulation software 
explained in this paper. First ideal form was 
reproduced for the missing teeth and bone defect 
region with wax-up for an implant case with bone 
defect in labial buccal side, and a plaster model was 
made. The plaster model and simulation software 
(SimPlant® manufactured by Materialise Dental 
Co, hereinafter SimPlant) data of the same region 
were matched and the bone augmentation volume 
necessary for the bone defect area and the precise 
implant placement position were designed. Figure1 

　Accepted for publication 3 August 2015
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and 2 show the CT images.
The implant case in this study had a bone defect in 
buccal side of #5 and #6 region, an aesthetic area. 
HA bone graft were anchored and implants were 
placed by guided surgery. 

primary dentist referred her to our clinic. 
    Current status: Countenance was bilaterally 

symmetric. Horizontal and vertical defect was 
observed in #5 and #6. Severe vertical and 
horizontal bone resorption in #6, vertical and 
horizontal bone resorption in #5 was observed in 
intraoral photograph. CT image shows extraction 
socket with severe bone defect on buccal side in 
#6, and horizontal bone defect in #5 (Fig 3, Fig 4)

.

2.�Clinical�case

1) Patient
   Patient: 32 years old female
   First visit: July 2012
    Main complaint: Cosmetic disturbance in #5 and 

#6
   Pre existing condition: N/A
   Family medical history: N/A
    Current medical history: Tooth #6 was extracted 

by the primary care dentist one month prior to 
her visit. She wanted implant treatment and the 

2) Treatment plan
     The implant case in this study had a bone defect 

in buccal side of #5 and #6 region, an aesthetic 
area. HA bone graft block was anchored and 
implants were placed using guided surgery. It 
was designed to use the fixation pin holes to 
anchor the bone graft block at the same time as 
the implant placement.

   (1)  A plaster model of ideal form of the buccal 
bone defect region and the missing teeth was 

Fig.1:  Matching the CT data and the plaster model on simula-
tion software

Fig.2:  Matching the CT data and the plaster model on simula-
tion software

Fig.3: Interoral photograph at the first medical examination

Fig.4: CT images at the first medical software
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reproduced by wax-up and matched with the 
simulation software data. Implant placement 
position was designed in appropriate direction 
and depth. Mucosal thickness was worked out 
by the difference of the matching data against 
the plaster model of #11 and #12 and the CT 
data of the bone surface. Mucosal thickness 
was subtracted from the matching data and 
the bone augmentation volume surface was 
set at that position (Fig 5, Fig 6). The bone 
augmentation volume was positioned 1mm 
away from implant so they do not contact 
each other (Fig 7) . Transitional alveolar bone 
scalloped form from the adjacent tooth of the 
affected area was given. Lastly fixation tack 
holes (1.8mm in diameter) to anchor the bone 
augmentation block were designed (Fig 8). 

   (2)  In this study Replace Conical Seal Implant 

Fig.5:  Designing the ideal form of #5 and #6 bonedefect region 
with wax-up including soft and hard tissues on the inter-
oral model at the first visit

Fig.6: Matching the CT data and wax-up plaster model

Fig.7:  Designing the bone augmentation volume on simulation 
software

Fig.8:  Designing the bone augmentation volume on simulation 
software

System and its guide system manufactured by 
Simplant® were used. The same guide system 
was used to design the fixation tack holes 
(1.5mm in diameter) for anchoring the bone 
augmentation block. Dual Top Auto screw 
System (1.6mm in diameter) manufactured by 
ProSeed Co. were used as the fixation screw 
for anchoring the bone augmentation block. 

   (3)  Surgical guide for anchoring the bone 
augmentation block and placing implants was 
designed.

   (4)  Resin bone defect model and bone 
augmentation model with implant placement 
position and fixation tack hole for anchoring 
the bone augmentation block onto the available 
bone were produced by laser beam lithography 
rapid prototyping method (Fig 9). After 
confirming the accuracy, the models were 
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readjusted as necessary. Processing machine 
(GM-1000) at GC processing center was used 
to process the apatite block based on the bone 
augmentation data (Fig 10). As for apatite 
block, apaceram-U5 (30x40x10mm, porosity 
50%) manufactured by HOYA Technosurgical 
Co. was used.

   (5)  Processed HA bone graft block was sterilized 
by autoclave unit and gamma ray. 

3) Surgical procedure
   (1)  Deaeration was done in normal saline with 

antimicrobials. Second deaeration was done 
during surgery with venous blood collected 
prior to surgery and kept in a plastic syringe. 

    (2)  Guided surgery was performed following the 
standard procedure, and implants were placed 
and the HA bone graft block was anchored 
(Fig 11). 

4) Progress
   (1)  Oral findings and CT image right after the 

surgery are follows. Satisfactory horizontal 
volume was obtained in oral findings. CT image 
showed satisfactory compatibility around the 
implant platform anchored by screws, but a 
slim space was observed between the implant 
apex and the cortical bone(Fig 12). 

   (2)  6 months after the surgery, secondary surgery 
was performed and its oral findings and CT 
images are as follows. Stable prognosis was 
provided without any infection for 6 months 
after surgery. CT image comparison showed 
the bone augmentation block had high affinity 
for surrounding bone and surrounding bone 
was remodeled in transitional form. Newly 
formed bone was observed in the space seen 
right after surgery around implant apex. 
Cortical bone newly growing towards the apex 

Fig.9:  Fablication the bone augmentation model and the 
bonedefect model with 3DP

Fig.10: HA bone graft made by CAD/CAM

Fig.11:  Bone augmentation block was anchored with screws 
during surgery

Fig.12: CT imges immediately after surgery
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of the HA bone graft was also confirmed (Fig 
13, Fig 14).

   (3)  Oral findings at prosthesis application are as 
follows. Temporary prosthesis was applied 
after the secondary surgery. After adjusting 
the form and functionality, permanent 
prosthesis was applied. After application of 
the permanent prosthesis, it had not been long 
enough to see the full reproduction of papilla, 

Fig.13: Interoral photograph after 6 months

Fig.14: CT images after 6 months

Fig.15: Intraoral photograph of final prosthetic restoration

Fig.16: Intraoral photograph of final prosthetic restoration

Fig.17: Intraoral photograph after 12 months

Fig.18: CT images after 12 months

but symmetry with the unaffected side was 
obtained(Fig 15, Fig 16). 

   (4)  Oral findings and CT images 12 months after 
surgery are as follows. Papilla had been fully 
reproduced after 12 months.  Comparing with 
the CT image of 6 months after surgery, newly 
formed bone had filled the border between the 
surrounding bones (Fig 17, Fig 18). 
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3.Discussion

1) Simulation software
    There are many simulation software for clinical 

implant treatments 1,2), but software that can 
simulate the bone augmentation volume or match 
with plaster model are very limited. In this study 
SimPlant was used. This bone augmentation 
simulation had maximized the advantage of 
SimPlant. Ideal form (soft/hard (teeth, bone) 
tissues) of the defect region on a plaster model 
was reproduced and bone lining volume was 
worked out from the soft and hard tissue of the 
unaffected side in order to recreate the ideal 
soft tissue volume in the organism. By giving 
transitional scalloped form to the alveolar bone 
border from the adjacent tooth of the affected 
area, papilla with bone (apatite) lining was formed. 
Also avoiding contact of the implant and the bone 
augmentation block reduced the external stress 
(such as occlusal load) on the bone augmentation 
block and lead to remodeling of the autologous 
bone around the implant. This is important for 
a long term prognosis. Using guided surgery 
for bone augmentation simulation and implant 
placement simplified the surgery procedure. 
Surgical time for this case was less than 1 hour 
including anesthesia. Literature search for CT 
and apatite showed a report 3) on procedure for 
making actual size models using Helical volume 
scan CT data but apatite reproduction was analog 
and its reproduction was not as accurate as in this 
study. 

2) CAD/CAM technology 
    In order to precisely reproduce the bone 

augmentation image, GM-1000 4, 5), ultra precise 
processing machine at GC processing center 
seemed to be the best system. In preliminary 
experiment bone augmentation block made by 
3DP exactly matched the resin bone defect model. 

GM-1000 is the world’s top Japanese technology 
with submicron level control mechanism, linear 
motor driver system, 5 spindle machining control, 
24 hour consecutive material auto changing 
system and strong structure for higher processing 
accuracy. 

3) HA bone graft
    The HA block used in this study was 

apaceram-U5 (30x40x10mm, porosity 50%) 
manufactured by HOYA Technosurgical Co.) 6, 

7). Reducing the porosity of HA sintered block 
will increase the strength but reduce the bone 
conductivity 8, 9). This case was an application to 
an external bone defect and it was necessary 
to maintain high bone conductivity and was 
designed to get the least effect from external force 
in aesthetic area, the HA bone graft with 50% 
porosity was used 10, 11). This product is made of 
high purity synthetic 

    hydroxyapatite and is a bone substitute of the 
same quality to biological apatite which is the 
basic component of bone tissues. It has high 
biological compatibility, provides scaffolding for 
bone tissue formation, encourages the formation 
of new bone at early stage and binds directly with 
newly formed bone. In this case bone conductivity 
of apatite caused dramatic bone reproduction 
between HA bone graft and surrounding bones in 
12 months after surgery. (Fig 19, Fig 20, Fig 21, 
Fig 22, Fig 23)

Fig.19: CT image changes
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    In this study bone graft block shaped out 
by CAD/CAM was sterilized with autoclave 
treatment and gamma ray sterilization, and no 
change was observed in its structure or strength 
according to HOYA Technosurgical Co.

4)  CAD/CAM technology and application of 
HA bone graft

    For the last couple of years 2 papers reported 
application of the HA bone graft fabricated with 
CAD/CAM technology. One paper reported the 
results of animal testing on temporomanibular 
condyle 12) and the other paper reported the 
application of bone replacement for sinus floor 
elevation 13) so none of them were similar to this 
study. 

5) Surgery
    This case being the application towards external 

bone defect, bleeding from residual bone caused 

by decortication during surgery, formfitting of 
HA bone graft and residual bone and anchoring of 
the HA bone graft block were well considered in 
designing the surgery procedure. Kusumoto et al. 
reported, “Formation of new bone was observed 
in cortical bone rather than periosteum in the 
HAP bone graft.” 9) The HA bone graft with 50% 
porosity was used and pores were filled with 
antimicrobials and venous blood during surgery 
to prevent infection and encourage early bone 
formation. Keeping venous blood in plastic syringe 
will slow down clotting. By taking this step right 
before anchoring the HA bone graft, pores of the 
HA bone graft can be filled with fresh blood after 
surgery. As a result, excellent bone conductivity 
of apatite encouraged bone formation and new 
bone was formed transitionally in the border 
between HA bone graft block and the residual 
bone. 

Fig.20: CT image Changes

Fig.21: CT image Changes

Fig.22: CT image Changes

Fig.23: Bone formation 
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6) Aesthetics
    Comparison photos of the wax-up model at the 

time of planning, 12 months after surgery and 6 
months after prosthetic restoration are shown 
below. (Fig 24, Fig 25)  Aesthetics was improved 
to almost ideal state as planned including soft 
tissues. Traditional bone augmentation methods 
cannot improve sensuousness of soft tissues, 
especially gingival papilla with one surgery. 
Second or third surgeries are often necessary to 
recreate the soft tissues 14). Therefore HA bone 
graft block in this study can be considered as 
effective. 

4.�Conclusion

       A dental implant case with bone defect was 
showed. The bone defect volume and precise 
position of an implant were estimated by a CT 
simulation. The HA bone graft was fabricated 
from a sintered HA block by CAD/CAM.  The 
bone defect was filled with the HA bone graft. 
Then, a dental implant was placed into the precise 
position. One year after the operation, the HA 
bone graft and implant successfully maintains 
with aesthetics and functionality.  
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●症例報告

Straumann 社と SICAT ガイドを用いた Zimmer 社の
HA コーティングインプラント埋入

和田　典也，清水　浩，青木　裕子，金村　泰成，

黒米　譲二，野村　雅哉，村松　宏康

Zimmer HA-coated implant placement using Straumann and Sicat guide

Tsunenari Wada, Hiroshi Shimizu, Hiroko Aoki, Yasunari Kanemura, 

Joji Kurogome, Masaya Nomura, Hiroyasu Muramatsu

　SDD（デジタル歯科研究会）
　SDD（Study Group of Digital Dentistry）

Abstract

Dental implant systems have been standardized in recent years and a certain result can be achieved by 
following the procedures. Combination use of computerized tomography will lead to an ideal surgery result 
as planned.  Industrial IT technology is drastically advancing and incorporation of technical innovation in 
medical industry is also happening. CT, CAD/CAM and 3D printers are some of those technical innovations 
and manufactures are competing in commercialization of new products but each product differs in accuracy 
and usability. Several surgical guide systems manufactured by different companies were reviewed and after 
examination of procedures for designing the surgical guide, drill guide and sleeves and versatility of pilot 
drill and drill handle, Straumann guide system (Staumann Co. and Sicat Co.) was found to be superior and 
was adopted in this study. Zimmer spline implant (Hakuho Co.) and TSV implant were selected for this study 
because they are high quality implant system and the manufacture provides satisfactory technical support. 
It was indicated that implant treatment even for severe cases could be conducted safely with this implant 
system.

(J Bio-Integ 5 : 165 - 168, 2015.)

１．目　的

　近年，インプラント治療におけるデジタルソリュー
ションの一端として，コンピューター支援ガイデッド
サージェリーシステムは一般的なものとなりつつあ

る．コンピュータ支援ガイデッドサージェリーシステ
ムがもたらす恩恵は少なくない．審美的要求や長期的
安定度の向上，手術の安全性の向上などを求めようと
したとき，術前の十分に検討されたプランニング通り
の結果を出すことが理想である．しかし，全てのイン
プラントシステムに導入されているものではない．わ

　Accepted for publication 24 July 2015
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れわれは現時点で日本国内ではコンピューター支援ガ
イデッドサージェリーシステムが用意されていないイ
ンプラントシステム，テーパードスクリューベント（以
下，TSV）およびスプラインインプラントシステム
を対照にオープンシステムのストローマンガイデッド
サージェリーシステム（純正）および SICAT 社製サー
ジカルガイドを応用し本システムの良好な結果を得た
ので報告する．

２．方　法

　 サ ー ジ カ ル ガ イ ド 使 用 に 際 し て の 施 術 は
Straumann のプロトコルに従う（図１）．インプラン
ト床の形成は細いドリルから使用し徐々に太いものを
選択する．また，埋入するインプラント体の太さに
よりドリルの選択は異なる．ストローマンのドリル
から TSV あるいはスプラインのドリルへの連携はコ
ンピュータ支援サージカルガイド（図２）を外した
状態で行う．ストローマンガイドで使用した最終ド
リルよりも太い TSV あるいはスプラインのドリルの
中でもっとも細いものからインプラント床の形成お
よびインプラント体の埋入を行う（図３）．埋入後に
おける精度の検証はプランニングおよび埋入後の CT
画像を手動で合わせる．あるいは目視で 3D 画像で行
うしか無かったが，本年ストローマンガイドソフト

（coDiagnostiX）（図４）のトリートメントエバルエー
ション（Treatment Evaluation）（図５）が加わった
ため，本ソフトによって行った．測定の基準点はイン
プラント長軸，イプラント体ショルダー部とインプラ
ント先端部の２点（図６）とした．それら 2 点をもっ
てプランニングと埋入後の位置を比較した．

図１： Straumann ガイド、ドリルハンドル、専用ドリル

図２：コンピュータ支援サージカルガイド

図３： Straumann のガイドドリルから TSV のステップドリル
への移行

図４： Straumann 社製（Dentalwings 製）サージカルガイド
ソフト coDiagnostiX
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３．結　果

　主に TSV インプラントの検証を行った．スプラ
インインプラントはパラレルウォールインプラント，
TSV はテーパードインプラントである（図７）．テー
パードインプラントはパラレルウォールインプラント
に比し埋入時の位置偏位が起きやすいことは一般的に
知られている．（図８）はテーパードインプラントで
ある TSV インプラントを本法にて施術した一例であ
る．プランニングと埋入後のインプラント長軸，イプ
ラント体ショルダー部とインプラント先端部の 2 点の
誤差は以下のようになった．

《プランニングと埋入後の誤差》
　１）インプラント体ショルダー部：0.25mm
　２）インプラント体先端部　　　：0.87mm

図５： coDiagnostiX の イ ン プ ラ ン ト 体 位 置 検 証 ソ フ ト
Treatment Evaluation

図６：インプラント体における検証の 2 点

図８： テーパードインプラント；TSV とパラレルウォールイ
ンプラント；スプライン

図７：Treatment Evaluation による検証結果

４．考　察

　インプラント埋入手術は診査診断から幾つかのス
テップを踏み結果を得る．今回の結果は比較的位置偏
位の起きやすいと言われるテーパードインプラントを
使用したにもかかわらず埋入の結果は良好であった．
骨吸収が高度に進行しており下顎管に近接するような
シビアなケースでも十分対応ができる精度であること
が示唆される．また，各ステップの誤差を減らすこと
により精度は向上させることができ，さらなる審美的
要求や長期的安定度の向上，手術の安全性の向上など
が期待できる．
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抄　録

　今日のデンタルインプラントは規格化され，それに従って行
うことにより一定の成果を上げることができる．さらに，CT
などを併用することにより治療計画通りの理想的な手術結果
を得ることができる．産業界における現在の IT 技術は目まぐ
るしいほどの進歩を遂げており医療界においてもその技術革
新を遑なく取り入れようとする動きがある．その一端が CT や
CAD/CAM，3D プリンターなどである．各社が競って製品化
に漕ぎ付けてはいるがその精度や使い勝手には大きな差がある
ように思われる．今回幾社かのサージカルガイドシステムを検
討したがその中で Straumann ガイドシステム（Straumann 社
製，SICAT 社製）がサージカルガイド製作の各ステップ，ド
リルガイドとスリーブ，パイロットとドリルガイドの汎用性の
検討を行った結果，最も優れていると判断し採用することと
した．また，インプラント体についてはインプラントシステ
ムとして完成度が高くメーカーのサポートがしっかりしてい
る Zimmer 社（（株）白鵬）のスプラインインプラントおよび
TSV インプラントを採用した．シビアなケースにおけるイン
プラント治療であったとしても本システムにより安全性を保ち
対応できることが示唆された．
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● TOPICS（English）

Clinical procedure for making a complete denture to enable patients 
to bite a whole apple "The Imai Method"

Morio Imai

　Director of Gumyo Imai Dental Clinic

Abstract

Generally, it is difficult to make an excellent complete denture for patients with large bone resorption so-called 
“intractable case”. The unstable complete denture causes continuing troublesome problems for dentists.
    Recently, we succeeded in making a stable denture with excellent suction, adaptability and stability from 
over 1000 clinical experiences. The patients with stable the denture can bite a whole apple. However, our 
method is not created uniquely but based on the theory born out of the accumulation of effort and imagination 
of the works of earlier dentists. With the procedure, we will be able to fabricate the complete denture with 
patients’ satisfaction even if the acrylic resin base denture.
    In this paper, the procedure to make the stable complete denture is described and we named a “The Imai 
Method” to the denture with strong suction. The denture even if made of resin denture can be obtained 
enough stability.

(J Bio-Integ 5 : 169 - 177, 2015.)

1.�Introduction

Japan is turning into an unprecedented aging 
society. Growth in denture stabilizer market shows 
that the demand for complete denture is increasing. 
Number of dental implant (hereinafter implant) 
has been increasing, but cannot be applied to all 
patients because of the typical diseases for elderly 
patients as well as its cost. Recent problems with 
pension payments will also increase the demands for 
complete denture.
    It is a dentist’s pleasure to give patients a joy of 
chewing and increase their quality of life. Treatment 
goal for both denture and implant are the same 

even though their procedures are different. But 
quite often implant treatment is applied without 
careful consideration just because “one could 
not get enough stability for the denture”. Not all 
patients are seeking implant treatment nor implant 
treatment is applicable for all patients. Implant 
treatment should be one of many options after 
appropriate denture is made.
    We often come across with large bone resorption 
so-called “intractable cases” and it is difficult to 
make denture with enough suction, stability and 
functionality for those clinical cases. During over 
20 years of my career as a dentist I have treated 
more than 1000 complete denture cases and I have 
succeeded in making a stable denture with excellent 

　Accepted for publication 12 July 2015
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suction with little movement, retention and stability 
and have been applying it to many clinical cases. I 
have named it “The Imai Method” denture 1-4). The 
suction of this denture is strong, and the stable 
denture enables a patient to even bite a whole apple. 
This method is not created uniquely but is based on 
the theories and techniques established by earlier 
dentists. Once you get the point you can get enough 
retention and stability even with an acrylic resin 
base denture.
    Making a denture is a classic way of treatment 
and is done using common machines and materials. 
Because it is a simple treatment, it is necessary 
to have enough knowledge in oral anatomy and 
physiological movement unique to each patient and 
reflect it to the procedure. This study explains how 
to add more suction and functionality to a typical 
denture creation, especially for mandibular complete 
denture with which often difficult to get enough 
suction.

2.�Characteristics�of“The�Imai�Method”�
����denture,�a�complete�denture�that�
����enables�a�patient�to�bite�a�whole�
����apple

To be a good denture for a patient, the denture 
must have two characteristics, “retention” and 

“stability”. Retention is a force against separation 
of the denture, which is suction. Stability means 
the denture does not move or separate while 
functioning. I consider that taking appropriate 
impressions will provide retention of the denture, 
and giving appropriate occlusion will provide 
stability of the denture.
    How can we make a denture with which a 
patient can bite a whole apple?
    “Complete border seal” is one point, but this 
alone cannot make biting a whole apple possible. 
Stability as well as suction is mandatory. In order to 
get stability the denture must have both unilateral 
balanced occlusion and bilateral balanced occlusion 

and this is the next important point.
    Mastication is done repeatedly, so both unilateral 
and bilateral balanced occlusion exist in an oral 
cavity. At early stage of mastication unilateral 
balanced occlusion is influenced by the denture 
suction which depends on the artificial teeth 
arrangement, so as long as appropriate suction is 
obtained, there is no problem. However, in order to 
obtain stability, bilateral balanced occlusion must be 
obtained and the artificial teeth arrangement will 
be the key to this. Horizontal and vertical overlap 
must be reduced at front teeth arrangement, and 
lingualized occlusion must be obtained for molar 
teeth arrangement in order to reduce the lateral 
force with food presence and change occlusal 
force into vertical force towards alveolar top 5,6). 
Mandibular denture base border of “The Imai 
Method” denture which meets those conditions 
should be as long as possible and should not 
interfere with the movement of the patient (Fig.1-4).
    Denture base should cover the retromolar pad as 
much as possible and should transit smoothly from 
retromolar pad to lingual flange perpendicular to the 
occlusal surface and lingual basal seat should have 
a deep tongue space. Try to avoid arranging last 
molar teeth (second molar) on alveolar ridge steep 
slope (Fig.5).
    I define “The Imai Method” denture as “a 
denture with excellent suction which provides 
both unilateral and bilateral balanced occlusion to 
a patient’s satisfaction”. There are 4 major points 
in making the denture with retention and stability 
(Fig.6,7). Those 4 points are: complete border seal 
using impression taking with preliminary impression 
and individual tray, appropriate maxilla-mandibular 
registration, artificial teeth arrangement which 
provides bilateral balanced occlusion, and selective 
pressure impression using bite seating impression 
with wax denture.
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Fig 2:  When severe alveolar ridge resorption is observed, nar-
row alveolar ridge should not be mistaken for denture 
ridge.

Fig 3:  Examples of the shape of ”The Imai Method“ denture

Fig 4:  Comparison of new and old dentures. Notice the dif-
ference in size and the form of lingual flange. As more 
alveolar ridge resorption occurs, the shape of “The Imai 
Method” denture becomes more characteristic.

Fig 1:  As more alveolar ridge resorption occurs it becomes 
more difficult to determine the border of the lingual 
shelf and the sublingual plica and therefore more dif-
ficult to decide the right position for the lingual flange. 
Palpation is important.

Fig 5:  Examples of the shape of “The Imai Method” denture.

Fig 6:  Various tests wearing “The Imai Method” denture. 
Unilateral and bilateral balanced occlusion, stability 
and suction of denture when the patient sticks out her 
tongue are obtained and they are necessary for biting 
a whole apple.
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3.�Impression�taking�and�border�seal�
�������in�consideration�of�artificial�teeth�
�������arrangement

There are many points to understand and 
remember in order to do a complete border seal 
and it requires technique and skill to do so. Shape of 
lingual flange is important for mandibular denture 
though it is hard to see for a dentist. If border seal 
breaks while tongue is functioning, it will cause 
a denture separation. Border seal for outside and 
inside, lingual side to buccal side, posterior denture 
border seal around retromolar pad, and border 
seal around lingual frenulum must be completely 
done. These procedures will determine the success 
of denture suction. If these steps are completely 
done, suction to some degree can be obtained. 
Impression taking (Fig.8,9) is done three times: snap 
impression by stock tray, preliminary impression by 
individual tray, and precise impression (bite seating 
impression) using wax denture.
    The characteristic of this procedure is a bite 
seating impression with altered base plate, and it is 
considered as a complete denture made by selective 
pressure impression. Snap impression should be 
taken as large and as deep as possible using stock 
tray. Impression should be taken far beyond planned 
denture base, deep on lingual side so that lingual 
cortical bone can be precisely reproduced, and take 
impression of lingual frenulum when it is tense. A 
model reproduced by the snap impression is an 
anatomical impression precisely reproducing the 

oral cavity. Then preliminary impression is made 
using an individual tray made from a model created 
from the snap impression. By palpation, decide on 
the area “to put pressure on” such as buccal shelf 
and alveolar crest which are rather hard with thin 
mucous membrane and “not to put pressure on” 
such as flabby gum, retromolar pad and mylohyoid 
area which are soft elastic mucous membrane. 
Adjust the tray and take impression with mouth 
shut (just a little bit open to be exact). So the 
impression is taken with low pressure in some area 
and high pressure in some other area. Then make a 
wax denture with artificial teeth arrangement from 
this preliminary impression and take a bite seating 
impression. By taking a bite seating impression 
using a wax denture, one can carefully consider the 
power distribution from the artificial teeth to the 
denture base. When taking a bite seating impression, 
try to take impression with tense lingual frenulum 
and also transitional shape of static retromolar pad 
and buccal mucous membrane.

Fig 7(Left):  Check stability when the patient sticks out her 
tongue.

Fig 7(Right): Suction test using plier.

Fig 8(Top):  Example case. Alveolar ridge is clear though with 
a little resorption. Alveolar bone resorption level 
is medium.

Fig 8(Bottom): Snap impression with stock tray.

バイオインテグレーション学会誌　第５巻 J Bio-Integ 5 : 169 - 177, 2015.
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4.�Deciding�mandibular�position

Complete denture intercuspal position should 
not be the centric relation with tense muscles 
but should be a centric occlusion of mandibular 
position providing easy smooth lateral movement. 
Therefore when recording the maxilla-mandibular 
registration, first examine if the centric occlusion 
of the old denture matches the centric relation 
using Dawson technique. Find out the mandibular 
posterior boarder and use it as an indicator to 
lead to a correct intercuspal position. Do not lead 
the mandibular by force, but have the patient do 
an unconscious voluntary tapping movement and 
decide the centric occlusion. However, surface 
contact of the occlusal rim cannot record a correct 
occlusal relations and the occlusal plate could always 
change its position. In order to avoid the uncertainty 
of large surface contact, use vertical and horizontal 
tests to decide the mandibular position.
①Deciding on the vertical mandibular position
    There are many ways to decide vertical 

mandibular position. Some procedures are based 
on the characteristics of the shape or function, but 
there is no absolute way 7). So many tests should 
be combined to get more certain result. Vertical 
mandibular position can be decided mainly by 
observing the tension level of masticatory and 
mimetic muscles which is hardly influenced by 
the patient’s posture such as curved spine typical 
to aged patients, by physiologic rest position 8), or 
vertical dimension of an old denture if it exists.

②Deciding on the horizontal mandibular position
    After deciding on the vertical mandibular position, 

I get the patient to do an unconscious voluntary 
tapping movement and occasional swallowing 
to decide on the centric occlusion. I use Gothic 
arch tracing to confirm the horizontal mandibular 
position 7,9). This is especially necessary for 
patients whose occlusion is not stable to avoid 
rearrangement of the artificial teeth.

5.�Artificial�teeth�arrangement

After deciding on mandibular position, test the 
artificial teeth arrangement.
    First, test teeth arrangement of upper 7  7 
and lower 3  3. Lingualized occlusion containing 
bilateral balanced occlusion should be given. Place 
it parallel to the Camper’s plane, and the lingual 
functional cusp should be on the line between the 
center of the retromolar pad and the top of the 
mandibular canine. Lift buccal non-functional cusp to 
avoid contact but give upper 4  4 a little coverage 
with aesthetical consideration. Horizontal and 
vertical overlap of the front teeth should be as little 
as 0.5 to 1 mm so that 2 to 3 articulating paper can 
come through. This will reduce the pressure against 
the upper front teeth while chowing, and avoid 
flabby gum.
    Have the patient do tapping movement using 
the first artificial teeth arrangement. When the 
pressure marks on the upper molar lingual cusp 
are even and not only on lower molar ridge, it is 
the correct occlusal position. A characteristic of 
lingualized occlusion 5,6) is: when only upper lingual 
cusp contacts the lower molar center ridge the 
occlusal force is lingualized and it becomes possible 
to keep the occlusal balance even with the molar 
artificial teeth being arranged on buccal side, and 
makes it possible to keep a large tongue space. The 
lateral force can be reduced by lightly separating 
the buccal cusp. It is a point-contact occlusion, 
and occlusal adjustment or construction is easier 

Fig 9: Preliminary impression with individual tray.
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than a full-balanced occlusion 10,11). Alveolar ridge 
load is smaller because the occlusal contact area is 
smaller, and it also increases the biting and chewing 
function. Lingualized occlusion with bilateral 
balanced occlusion makes biting a whole apple 
possible.

6.�Wax�denture�test�and�
��������bite�seating�impression

After testing the first artificial teeth arrangement, 
arrange the lower molar teeth and complete the 
wax denture. Test the wax denture in function such 
as occlusion and fitness, aesthetically in shape, size 
and the color of the front teeth. Test the accuracy 
of vertical and horizontal mandibular position, and 
when there is no problem, test the occlusion with 
articulating paper. Give front teeth a little occlusal 
contact, and make sure upper molar teeth have 
lingualized occlusion with solely lingual cusp contact. 
Once these tests are completed, check the border 
seal of the denture base position and shape. Correct 
the wax denture base position and shape using auto 
polymerizing acrylic resin and fitness test material 
until enough suction is obtained (Fig.10). This is the 
most important step in this procedure.
    Then mark the area with high and low pressure 
on basal surface of the wax denture using fitness 
test material to make selective pressure impression 
taking possible (Fig.11). Finally take a bite seating 
impression, a precise impression using silicone 
impression material (Fig.12). By taking wax denture 
bite seating impression before completion rather 
than bite seating impression of the wax denture 
base plate only, pressure distribution from the 
artificial teeth to the base plate can be taken under 
consideration. To make early masticatory movement 
with front teeth possible, such as biting a whole 
apple, denture base must be stable when biting to 
give unilateral balanced occlusion to the front teeth. 
Occlusal stress supporting area must be obtained for 
the front teeth lingual shelf as well as the alveolar 

crest of the molar teeth and the buccal shelf.
    It is the characteristic of this procedure to adjust 
the base plate when taking impression to put active 
pressure instead of low pressure for cases with 
anterior lingual shelf.
    By improving the dynamic border seal including 
occlusion, good suction can be obtained even for 
cases with remarkable alveolar ridge resorption. It 
will even make biting a whole apple possible.

Fig 10:  Competed mandibular denture and its bite seating im-
pression. Lower molar teeth should be arranged on 
the line between the top of the lower canine and the 
center of the retromolar pad. Then adjust the lingual 
flange and the denture base of the retromolar pad in 
the oral cavity and adjust to take a selective pressure 
impression using fitness test material. Finally, take a 
bite seating impression using silicone impression mate-
rial.

Fig 11: Adaptation inside of the base plate during adjustment.
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7.�Testing�and�wearing�
��������the�completed�denture

If no problem is observed in the bite seating 
impression taken after the wax denture test, the 
denture will be finally processed. First, occlusal 
contact is examined with the completed denture test 
(Fig.13). It is important to confirm if both unilateral 
and bilateral balanced occlusion are obtained. 
Bilateral occlusion can be confirmed by biting elastic 
cotton roll and articulating paper that are different 
in thickness separately with both right and left 
molar teeth at the same time. Then confirm the 
mucosal adaptation and border seal with fitness test 
material (Fig.14-16).
    Aesthetical teeth arrangement cannot be 
adjusted with the completed denture so it must be 
adjusted with the wax denture.
    Finally, evaluate the complete denture using 
actual food such as crackers, peanuts, whole apple, 
sweet cone, pickles, etc. (Fig.17,18).
    “The Imai Method” denture should be evaluated 
not by the dentist but by the patient himself/
herself. I always check with the patient the fitness 
of the denture and capability of biting or chewing 
by having the patient chew actual food with the 
denture. It is important for the patient to select 
this denture unconsciously for its natural existence 
in the cavity and mastication effectiveness. It is 

surprising to see a patient biting a whole apple or 
hard-boiled corn on the cob though he or she used 
to think it was impossible.

Fig 13:  Completed “The Imai Method” denture (acrylic resin 
base denture). Light overclosure in front, lingualized 
occlusion at molar teeth.

Fig 15:  Confirm border seal of lingual frenulum. Denture base 
is stable without the influence of the tongue movement 
because denture base border is positioned deep under 
the sublingual fold and lingual frenulum tension is also 
indicated.

Fig 12:  Characteristic of “The Imai Method” denture bite seat-
ing impression

Fig 14:  Shape of molar teeth denture base and adaptation 
inside the base of completed mandibular “The Imai 
Method” denture.
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8.�Conclusion

The goal of the treatment, whether the denture 
is successfully made or not, is not judged by the 
dentist’s satisfaction but by the patient’s satisfaction 
with improvement in mastication, swallowing, 
pronunciation and the aesthetics. I believe it is 
important for a patient to select this complete 
denture unconsciously for its natural existence in 
the oral cavity and mastication effectiveness before 
its aesthetical and theoretical value. In recent years, 
overdenture treatment with implant abutment 

“implant-supported overdenture” has become a 
treatment choice for mandibular complete denture 
hardship case. It has become a trend but still 
appropriate denture is necessary after implant 
treatment is successfully completed. I believe that 
the denture treatment will increase even with the 
implant treatment in full bloom. We must always go 
back to the basics.
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CT 画像の読影と安全なインプラント埋入手術
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Abstract

Recently, development of information technology is remarkable and is now supporting implant dentistry. 
Computer assisted design(CAD) has been widespread and we can create 3 dimensional solid figure of joe bones 
from CT data on PC monitor. Moreover, placement of implants and prosthesis can be simulated on the virtual 
joes including bone and mucosa. This article describes essential knowledge for radiologic interpretations of 
CT images, anatomically critical points for implant surgery, and necessity of simulation system for implant 
placement.

(J Bio-Integ 5 : 179 - 182, 2015.)

１．諸　言

　インプラント治療が，欠損補綴の無くてはならない
治療オプションとなりつつある現在においても，イン
プラント手術関連偶発症は，減少していないのが現状
である．インプラント埋入時の初期固定不良，上顎洞
への迷入，その中でも最も重篤なものは，下歯槽神経
損傷による感覚麻痺であり，絶対に回避しなければな
らない最重要案件である．インプラント埋入の際に，
確実な初期固定を得るためには，埋入部位の解剖学的
形態だけでなく，骨密度（骨質）を把握しておくこと
も重要である．また，上顎洞の形態や下顎管の走行は
個人差が大きく，注意が必要である．下顎管を損傷し
ないためには，X 線 CT による検査は必須であり，そ
れをもとに 3 次元的な診断を行い，そこで想定したイ

ンプラントの埋入位置と角度を再現した埋入窩を形成
しなければならない．一方，パノラマエックス線写真，
エックス線 CT 等での画像診断は，様々な角度からの
分析が必要で，2 次元の画像を術者が頭の中で 3 次元
構築することが必要で，その作業は知的熟練を要する
一面もあり，必ずしも容易ではない．
　近年，インフォメーションテクノロジー（情報工学：
IT）の発展によって，CT のデータをもとに，その画
像情報をパーソナルコンピュータ（PC）で 3 次元立
体画像として構築することが可能となった．そして，
その 3 次元立体画像上で，インプラントの埋入シミュ
レーションを行うことのできるソフトウェアも普及し
つつある．さらには，顎骨と研究用模型の画像データ
を合成し，顎骨だけでなく粘膜の形態も再現した立体
画像上で，補綴装置の形態までを包含したシミュレー
ションが可能なソフトウェアも開発されている．本稿
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では，インプラント埋入の際に注意すべき解剖学的
構造と CT の読影の要点を論じ，さらにはなぜシミュ
レーションとサージカルガイドが必要かについても説
明を加える．

２．注意すべき解剖学的構造

　現代のインプラント治療の原則は，「補綴主導型イ
ンプラント治療」であり，理想的な最終補綴装置の形
態を想定し，それに適した位置にインプラントを埋入
しなければならない．したがって骨量が不足している
場合には，骨造成法などを適用して，骨形態の改善を
検討しなければならない．上記診断時に注意を要する
解剖学的構造は多々あり，上顎においては鼻腔，上顎
洞，切歯孔，大口蓋孔などが，下顎においては下顎孔，
オトガイ孔，下顎管などが挙げられる．なかでも上顎
洞と下顎管は，その形態に個人差が大きく，より一層
の注意を払う必要がある．また，抜歯窩の状態把握は
歯の欠損後に行うインプラント治療にとって，常に検
討しなければならない最重要案件のひとつである．そ
して抜歯窩は，時間とともに治癒が進むため，常にそ
の形態は変化し続けているため，その経時的な形態と
骨密度の変化を予測しながら，インプラントの埋入計
画を立てなければならない．

１）抜歯窩
　単純な少数歯部分欠損の画像診断においては，隣在
歯根の位置と傾斜および抜歯窩の治癒が主な分析項目
である．同時に，下顎においては歯槽骨頂から下顎管
までの距離を計測するが 1 ～ 2 歯の少数歯欠損場合
は，下顎管までの距離は問題とならないことが多い．

（図１）

２）上顎骨
　上顎においては，切歯孔，大口蓋孔などは注意すべ
き部位であるが，通常の歯槽頂切開によって手術が行
われる場合には大きな障害になることはないはずであ
る．それに対して，著しく吸収した顎堤においては，
切開，剥離をする際に血管等を損傷しないよう注意す
べき部位となりうるので，CT 等による画像診断のと
きから意識しておく必要がある（図２）．
　一方，歯槽骨の吸収がそれほど亢進していない症例

においても，上顎洞の形態によっては骨量が不足する
ことがあり，その際には上顎洞底拳上術などの侵襲の
大きい追加手術が必要になることがある．中でも上顎
洞に隔壁のある症例においては，その部位の上顎洞粘
膜を剥離拳上する際に穿孔するリスクが格段高くなる
ため，上顎洞底拳上術も容易ではない（図３）．しか
も，20 ～ 35％の上顎洞にその隔壁が観察されたとい
う報告もあり，その確率は決して低くはない 1）．それ
に対して，外科的侵襲を最小限にするため，上顎洞を
避けてインプラントを傾斜埋入する方法をとることも
ある．

図１：エックス線 CT 像
　　　A：顎骨のエックス線 CT 像（パノラミック像）
　　　B：右下６欠損部拡大像
　　　C：右下６欠損部の MPR 像

図２：切歯孔と大口蓋孔
　　　A：パノラマ X 線写真
　　　B：大口蓋孔の CT 像
　　　C：切歯孔の CT 像
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３）下顎骨
　下顎臼歯部欠損症例においては，下顎骨の内部に下
歯槽神経，下歯槽動脈，下歯槽静脈の通る下顎管が存
在に細心の注意を払いながら，インプラント埋入窩の
形成を行わなければならない．そして，その処置を
安全に遂行するためには，パノラマ X 線写真，エッ
クス線 CT, 研究用模型等をあらゆる方向から，観察・
分析し，正確な画像診断を行う必要がある．下歯槽神
経，下歯槽動脈，下歯槽静脈下顎孔から下顎骨内に入っ
て臼歯部の下方を走行して第二大臼歯の根尖下方付近
で開口するオトガイ孔より顎骨の外に出るが，その走
行は必ずしも一定ではなく，骨内で 2 本に枝分かれし
ている場合もあり，その読影は，常に特殊な症例も想
定しながら注意深く行う必要がある 2）．診断時の主な
注意事項を以下に挙げる．
　① 埋入位置と角度によって，歯槽頂から下顎管まで

の距離が変わってくるため，1 枚の MPR 像で診
断するのではなく，少なくとも 5 枚以上の連続し
た画像を分析しなければならない（図４，図５）．
まず埋入過形成の際の起始点を設定する．

　② 埋入方向は咬合平面と垂直となることを基準に設
定するが，隣在歯根の方向によっては，歯根の傾
斜角と並行とする．

　③ 咬合平面と顎堤頂の角度が異なる場合も，埋入方

向は咬合平面と垂直となることを基準とするが，
顎骨面に垂直に近づく可能性も想定しておく．①
から③の分析を同時に行い，インプラント埋入窩
の深さおよびインプラントのサイズを決定する．

図３：上顎の画像診断
　　　A：上顎左側臼歯部欠損パノラマ X 線写真．
　　　B： 上顎洞周囲の CT 像．骨量不足の場合は，サイナス

リフトか傾斜埋入を検討．
　　　C：隔壁を避けて上顎洞底を拳上．

図４：下顎骨の CT 読影のポイント
　　　A： 歯槽頂から下顎管までの距離の計測．1 枚を観るの

ではなく，5 枚以上の連続した画像を観なければな
らない．

　　　B： 骨吸収の更新した顎堤ではオトガイ孔が上方を向い
ているので，切開剥離の際には細心の注意が必要．

　　　C： 歯槽頂から下顎管までの距離が，埋入位置によって
異なる場合もしばしばある．

図５：下顎臼歯部欠損症例における診断時の注意事項
　　　 　埋入方向は咬合平面と垂直となることを基準に設定す

るが，隣在歯根の方向と，顎堤頂形態で修正が必要とな
る．埋入位置と角度によって，歯槽頂から下顎管までの
距離が変わってくるため，まず埋入過形成の際の起始点
を設定し，次に角度を決定して，距離を計測する．

３．シミュレーションによる画像診断

　前項で述べたように，下顎欠損症例における，埋入
するインプラントのサイズの決定の際には，隣在歯
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根の位置，埋入窩を形成する起始点の位置，埋入角
度，歯槽頂から下顎管までの距離等あらゆる事象を同
時に検討する必要があり，診断にいたる過程は非常に
煩雑である．それに対して，3 次元立体画像上でイン
プラントの埋入位置を想定しながら検討することがで
きるインプラント埋入手術支援シミュレーションソフ
トウェアを用いれば，上記の検討を比較的短時間で簡
便に行うことができる．特に，インプラントの中心を
軸に回転しながら，下顎管または隣在歯根との位置関
係（インプラント断面）を描出して分析できるコマン
ドの付随しているソフトウェアが有用で，安全な手術
をするための診断用ツールとして活用すべきである

（図 6）．したがって以下のような案件を含む症例には，
シミュレーション診断を適用すべきと考える．
　① 想定した位置に，正確にインプラントを埋入したいとき
　② 骨量が少なく，埋入可能な部位の把握が困難なとき
　③ 下顎管の走行と咬合平面が，一致しないとき
　④ 上顎洞，オトガイ孔などを避けて，傾斜埋入したいとき
　⑤ 補綴装置と埋入位置との関係を検討したいとき
　⑥ 骨密度を知りたいとき
　⑦ 手術時間を短くしたいとき
　⑧ より詳細な検討をしたいとき
　⑨ 患者に対する明確な説明が難しいとき

ラントの埋入計画の立案が可能となることは間違い
ない．したがって，シミュレーションソフトの活用が，
より安全なインプラント治療につながる可能性もあり，
今後はそれに関する統計学的調査も行われであろう．
　一方，上記のエックッス線 CT および研究用模型な
どから 3 次元立体画像を構築し，シミュレーション診
断によって決定したインプラントの埋入位置と角度，
さらには埋入窩の深さを，実際の手術の際に口腔内に
正確に反映することができるかという点が，次の課題
として挙げられる．この課題を解決する手段として，
サージカルガイドが活用されており，フリーハンドで
埋入手術を行うよりも，シミュレーションの再現性は
高いものと思われるが，その精度に関しては様々な報
告があり，今後の検討課題である．
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抄　録

　近年，情報工学（IT）の発展によって，CT などの画像情報
をパーソナルコンピュータ（PC）で 3 次元立体画像として構
築し，インプラントの埋入シミュレーションを行うことのでき
るソフトウェアが開発され，普及しつつある．さらには，顎骨
と研究用模型の画像データを合成し，顎骨だけでなく粘膜の形
態も再現した立体画像上で，補綴装置の形態までを包含したシ
ミュレーションも可能となってきた．本稿では，インプラント
埋入の際に注意すべき解剖学的構造と CT の読影の要点となぜ
シミュレーションが必要性なのかを説明をする．

図６： 下顎右側第 1 大臼歯欠損のインプラント埋入シミュレーション
　　　A，B： 石膏模型とワックスアップの STL データ，CT の

DICOM データより構築された 3 次元立体画像
　　　C，D： 立体画像上でのインプラント埋入シミュレーション

４．今後の展望

　IT 技術の発展で今後もシミュレーションのソフト
ウェアは，より充実したものとなり，正確なインプ
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●基礎講座

歯科インプラントにおける有限要素解析法の応用について

尾関　和秀 1），青木　秀希 2），宇都宮　宏子 3），山田　悦弘 4）

Application of finite element method to dental implants

Kazuhide Ozeki 1), Hideki Aoki 2), Hiroko Utsunomiya 3), Yoshihiro Yamada 4)

　１）茨城大学　　　　　　　　　Ibaraki University
　２）㈱国際アパタイト研究所　　International Apatite Institute Co. Ltd.
　３）はやし歯科医院（福井）　　 Hayashi Dental Clinic
　４）山田歯科医院（福井）　　　 YAMADA Dental Clinic.

Abstract

The finite element method (FEM) is an upcoming and significant research tool for mechanical analysis in many 
industrial fields. FEM is basically a numerical method of analyzing stresses and deformations in the structures 
of any given geometry. This method has now become widely accepted as a non-invasive and excellent tool for 
studying the biomechanics and influence of mechanical forces in the dental implant system.
    In this paper, a basic concept of FEM and applications for dental implant are described. The application 
includes analysis of stress distribution around the HA coated implants and fracture prediction of implants in a 
fatigue testing.

(J Bio-Integ 5 : 183 - 187, 2015.)

１．諸　言

　近年の計算機の急速な進歩により，有限要素法
（Finite element method: FEM）は，工学分野の数値
解析法の一つとして，完全に認知され，近年の計算力
学の隆盛に大きく貢献している．1956 年に発表され
た箱桁構造の翼の解析に関するボーイング社の技術者
を中心とした論文が最初の有限要素法の論文とされ，
その後，重み付き残差法などを用いた定式化によって，
有限要素法の適用範囲が広がった．その結果，有限要
素法は，弾性問題のほか，熱流体，電磁気などの広範
な工学分野において，きわめて有効な数値解析手法と
して用いられている 1）．

　有限要素法は，物体を細かな要素に分割することで，
複雑形状の物体でも，その応力や変形を計算する手法
で，歯科分野でも，材料の強度や骨への応力分布等の
解析法として用いられている．特にチタン製の歯科イ
ンプラントは，そのヤング率が骨と大きく異なるため，
骨への応力集中が起こりやすい．そのため，骨及びイ
ンプラント体自身の力学的特性を解析できる有限要素
解析は重要なツールとして認知されている．
　近年では，研究ベースだけでなく，インプラントの
医薬品医療機器総合機構への審査承認申請において
も，疲労試験数の緩和のため，一部有限要素解析が認
められるなど，インプラントメーカーにおいても，急
速に認知されつつある．
　また，CT の DICOM データから直接，骨の構造の
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再現から有限要素解析まで行えるソフトウェアも上市
されており，骨の強度やインプラントの応力分布など
が容易に算出できるようになっている．このように，
有限要素解析法は，歯科分野においてもその応用は広
がっている．
　本解説では，有限要素法の基本概念からインプラン
トの解析の応用例について紹介する．

２．有限要素解析

　ある物体に力が加えられた場合，その物体が単純な
形状を持っているのであれば，物体に発生する応力や
変形は容易に求める事ができる．しかし，物体の形状
が複雑である場合，物体に発生する応力や変形を求め
る事は非常に困難である．そこで，複雑な形状につい
ての構造解析を行う手法の一つに，有限要素解析とい
う手段がある．
　有限要素解析では，まず対象となる構造物を細かな

「要素」に区切る．この様子を図１に示す．この要素
は，二次元の解析では三角形や四角形，三次元の解析
では直方体や四面体などの単純形状であり，必要に応
じて様々な形状の要素を用いる．要素に区切る数も，
数百個程度の場合もあれば数十万個におよぶ場合もあ
り，行う解析に要求される精度にあわせ，選択され
る．対象となる構造物を細かな要素に区切った後，材
料物性値・拘束条件・荷重などの様々な条件を設定し，
解析を行う．そして，設定した条件をもとに各要素に
対して計算を行う．この時，各要素は単純形状を持っ
ているため，その応力と変形を求める事は容易であ
る．そうして得た全ての要素における解を統合する事
で，結果として複雑な形状を持つ構造物全体に対する
解析を行う事ができる．これが有限要素解析の概要で
ある．現在，一般的に用いられている有限要素解析の
ソフトウェアとしては，ANSYS（Cybernet Systems 
Co. Ltd.），SolidWorks（SolidWorks Japan K. K.），
ABAQUS（Dassault Systems）が用いられることが
多い．

３．解析例

１） HA コーティングの有無がインプラントの応力分
布に与える影響 4）

　図２に示すように，直径 4mm，長さ 18mm のネ
ジ付きインプラントを顎骨モデルに埋入し，垂直方
向及び斜め 45°方向から 100N の荷重をかけた際の
顎骨の応力分布を有限要素解析プログラム（ANSYS 
Ver.6.0）で解析した．インプラントネジ部のピッチ
は 1.5mm，深さは 0.5mm とした．また，HA コーティ
ングインプラントの場合は，埋植後，早期に幼若な
新生骨が形成されることが報告されていることから，
1.0mm 厚の新生骨領域を設けた 2,3）．それぞれの物性
値は表 1 の通りとした．

図１：解析対象からの要素分割

図２：顎骨へのインプラント埋入モデル図
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　図３に垂直荷重における顎骨内の（a）チタンと（b）
HA コーティングの相当応力を示した．図４には垂直
方向の応力分布の比較を示す．チタンでは，皮質骨に
あるスレッド部が最も応力が集中しており，その値は
30MPa に達した．また，皮質骨周囲にはほとんど応
力が分散していない．一方，HA では，皮質骨上部に
荷重が集中し，その値は 7.2MPa で，皮質骨周囲に荷
重が分散していた．
　図５には，斜め 45°荷重に対する（a）チタンと（b）
HA コーティングの相当応力を示した．図６には垂直
方向の応力分布の比較を示す．チタンの最大応力は，
皮質骨上部の狭い範囲に集中し，値は 106MPa にも
達していた．一方，HA では皮質骨上部に応力は集中
しているものの，チタンに比べるとその範囲は広く，
その値も 40MPa 程度であった．このことから，HA
コーティングが，咬合時における骨への応力集中を分
散することに寄与することが示唆された．

表１：各材料の物性値
ヤング率（GPa） ポワソン比

チタン 116 0.3
皮質骨 10 0.3
海綿骨 0.3 0.3
新生骨 5 0.3

（a）チタン　　　　　　　　　（b）HA コーティング

図３：垂直荷重に対する顎骨内における応力分布

（a）チタン　　　　　　　　　（b）HA コーティング

図５：斜め荷重に対する顎骨内における応力分布

図４： 垂直荷重に対する顎骨内における垂直方向の応力分布

図６： 斜め荷重に対する顎骨内における垂直方向の応力分布
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２） 2ピース型インプラントの疲労破壊寿命予測の試み 5）

　有限要素解析プログラムのほとんどのソフトウェア
には，材料の疲労破壊を解析するオプションが組みか
まれている．これを活用することで，インプラントの
静加重に対する応力分布だけでなく，長期的な繰り返
し荷重によるインプラントの破折を議論することが可
能となる．
　歯科インプラントの疲労試験は，ISO14801 に規定
されており，図 7 に示すようにインプラント試験片を
斜め 30°に傾けて設置し，静的破壊荷重の 80% の荷
重で繰り返し数 5 × 105 回荷重をかけることになる．

　図９には，計算結果の破壊回数のコンター図の一例
（荷重 210N，締結トルク 0.3N･m）を示す．スケールは，
赤になるほど破壊までの繰り返し数が短いことを示し
ている．最も，繰り返し回数の少なかったのが，アバッ
トメントスクリュの首部で，破断までの繰り返し数は
175 回となった．図 10 には，それぞれの締結トルク
において算出した S-N 線図（応力―破断繰り返し数）
を纏めたものである．図中には，実機における疲労試
験結果（締結トルク値：0.35N･m）も含まれている．

表２：解析条件
負荷荷重（N） 100, 160, 180, 210

アバットメントスクリュの
締結トルク（M･m） 0 ～ 0.35

各種接触部の摩擦係数 µ=0.3
使用要素 四面体二次元要素

繰り返し数 1 × 105 回
比荷重 0.1

表３：材料の物性値

部　材 材質 ヤング率
（GPa）

ポアソン
比

アバットメント
フィクスチャ

純チタン
（4 種） 106 0.34

アバットメント
スクリュ Ti-6Al-4V 113 0.315

キャップ、チャック 鋼 206 0.3

図７：疲労試験モデル

　本解析では，図８に示すような 2 ピース型インプラ
ントを設計し，これの疲労寿命予測シミュレーション
の結果と実際のインプラント体の疲労試験結果につい
て，比較・検討を行った．インプラントのフィクスチャ
とアバットメントはアバットメントスクリュにより固
定されている．解析条件を表２に，材料の物性値を表
３に示す．荷重は，ISO14801 に則り，斜め 30°の位
置からかけている．アバットメントスクリュの締結ト
ルクについては，疲労寿命に影響があると推測される
ため，0 ～ 0.35 N･m の範囲で変化させた．

図８：2 ピース型インプラントモデル

  図９： 破壊回数のコンター図の一例（荷重 210N，締結トル
ク 0.35 N･m）

175 回

バイオインテグレーション学会誌　第５巻 J Bio-Integ 5 : 183 - 187, 2015.
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　図 10 より，アバットメントスクリュの締結トルク
値が 0.30N・m では，全ての荷重値で 175 回の破断を
示し，実機の S-N 線図とは一致しなかった．しかし，
締結トルクの低下とともに，S-N 線図の勾配が，実機
の S-N 線図に近づいた．
　この理由として，実機における試験では，当初，締
結トルクを 0.35N･m としていても，疲労試験中には，
実際，緩みが発生していることも考えられる．しかし，
実機での試験後，緩みは確認されなかった．ただし，
仮に試験中に緩みが発生しても，塑性変形が緩みに追
随して起こっていれば，緩みを検証することができな
い可能性もあり，この検証が困難なことがわかる．
　また，その他の理由として，細かい設定条件が合わ
せきれていない可能性も排除できない．このように，
有限要素解析は，簡便に材料の応力分布を算出できる
点で非常に有力なツールであるものの，実際の現象が
再現されているかについて，検証することが難しい面
があるのも事実である．
　従って，有限要素解析を使用する場合には，常に，
実際の現象が再現されているかについて，チェックを
することが重要となる．

３．まとめ

　有限要素解析について，歯科インプラントへの応用
を考慮して，述べた．本解析法を応用すれば，コスト
のかかる疲労試験もシミュレーションで算出できる可
能性がある．また，近年は，CT データを組み合わせ
ることで，患者の骨をコンピューター上に再現して，

応力解析することも可能となるなど，画像診断技術の
進歩とともに，有限要素解析が急速に進化を遂げてい
る．しかし，一方で，計算結果が妥当であるかを検証
することが，困難な場合もあり，この点に注意して，
本ツールを使用していくことが重要と考えられる．
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抄　録

　近年の計算機の急速な進歩により，有限要素法（Finite 
element method: FEM）は，工学分野の数値解析法の一つと
して，完全に認知され，近年の計算力学の隆盛に大きく貢献し
ている．歯科分野でも，材料の強度や骨への応力分布等の解析
法として，有限要素解析が用いられており，特に様々な形状を
持つ歯科インプラントでは，骨とインプラント体自身の力学的
解析をする上で重要なツールとして認知されている．本稿では，
有限要素法の基本概念の解説に加え，実例として HA コーティ
ングインプラントの顎骨の応力分布解析や，インプラントの疲
労試験の解析例について紹介した．
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図 10：締結トルクに対する S-N 線図の変化
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●解説

歯科医療の未来を明るくする HA の役割
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Roles of hydroxyapatite to make bright the future of dentistry

Hideki Aoki 1）, Masahiro Nakazawa 2）, Morikatsu Ohara 3）, Tuantuan Li 1）， 

Naoyuki Mishima 4）， Masaki Yatsu 5）， Tomoaki Yamaguchi 6）

１．緒　言

　HA は，鉱物名ハイドロキシアパタイト（hydroxyapatite）
の略称である．日本名では水酸アパタイトや OH アパ

Abstract

 Hydroxyapatite is a mineral name of a calcium phosphate containing hydroxide and abbreviated as HA 
or HAp. The HA composition is very similar to the ones of the bone and tooth minerals. The contents are 
approximately 97weight % in enamel, 70% in dentine, 60% in cementum and 65% in bone. Therefore, not to 
know the HA is almost not to know bone and tooth.
 In this paper roles of the HA to make bright the future dentistry is material scientifically described. One of 
roles is to protect a natural tooth as long as possible and another one is to substitute missed tooth. In order to 
protect the natural tooth it is very important to know well the properties of the tooth and the HA including 
solubility and mechanical strength, and to brush tooth frequently by using toothpaste added the HA. The 
dental cement and pulp capping based on the HA are very usefull to protect the dentin and pulp. In order to 
substitute missed tooth it is important to use the HA artificial tooth, implants and bone graft. Furthermore, 
prevention of the metal allergies and carcinogenecity of titanium, and epithelial attachment will be achieved by 
coating the HA on the surface of the titanium. In future a more functional implant attached with a regenerated 
tooth root membrane will be developed. It is very essential to use the HA coated implant as cementum. Thus 
HA becomes increasingly important for the future of dentistry

(J Bio-Integ 5 : 189 - 198, 2015.)

タイトと呼ばれる．HA は，エナメル質の 97%，象牙
質の 70%，セメント質の 60％，骨の 65％を構成する
硬組織の基本物質である．歯は HA であると言って
も過言ではない．HA を知らないことは歯や骨を知ら
ないことになる．HA を知らなくても日常の歯科治療
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は問題なくできると言うかもしれない．かつて，「歯
科にはサイエンスがない」と公言されたことがあった．
サイエンスがなくても歯科治療はできるというのであ
る．HA を知らなくても歯の治療はできるというのと
同じである．言うまでもなく，HA やサイエンスを知
らなければ正しい歯の治療はできない．
　青木らは 1971 年，生体材料への応用を目的として，
HA を化学薬品から高温・高圧の水熱条件下で人工的
に合成することに成功した 1,2）．この合成した HA 粉
末を，歯磨き剤 3）やセメント 4）に添加した．前者は
のちに述べるように画期的な「う蝕予防」歯磨き剤に
なるのである．さらに翌年の 1972 年，HA 粉末を金
型でプレスし，その圧粉体を 1000℃以上の高温度で
焼き固める（焼結させる）ことに成功した．HA のセ
ラミックス（焼き物）をつくったのである．1974 年
には犬の顎骨内に埋入して骨組織と極めて親和性が高
いことを見出した．現在の HA 骨補填材である． HA
歯磨き剤も HA 骨補填材も日本人である我々が発明
し，1980 年前後に米国特許にも登録された 5）．
　本稿では，歯科医療の未来を明るくするための HA
の役割について，歯科医療の基本である「天然歯を守
る」ために，および守れなかった「天然歯の代用をさ
せる」ために HA がどのような役割を果たしてきたか、
あるいは果たすことができるかに焦点を絞って材料学
的な観点から説明する．
　「天然歯を守る」ことは，天然歯すなわち HA の性
質をよく知り，歯を溶かしたり傷つけたりしないよう
にすることである．また，う蝕（虫歯）や歯周病の疾
患から歯を守ることである．後者は，HA やフッ素イ
オンなどを含有する歯磨き剤を使ったブラッシングを
毎日行うことが基本となる．しかし，エナメル質は
HA であり，HA は水に溶けるのでブラッシングによ
りエナメル質が溶けないかの疑問がある． 
　ブラッシングなどで守れなかった「天然歯の代用を
させる」ために，材料としては義歯かインプラントが
利用される．日本では保険診療がベースにあり，保険
を適用するブリッジやパーシャルをまず考えるとい
う．ブリッジ，パーシャルや総義歯の不都合さも無視
できない．インプラントにもいろいろな問題点がある．
HA が，問題点を解決し、未来のインプラント医療に
明るい光を差し伸べることが述べられている．

２．天然歯を守る

１）エナメル質の組成，構造 , 性質を知って歯を守る
　HA は，水晶と同じ六方晶系の結晶である．しか
し，エナメル質の最表層の 1㎛ほどは蛍光Ｘ線分析で
はフッ素元素が多いという．一方，HA はフッ素イオ
ンの凝集剤として工業的に利用されておりフッ素イオ
ンの取り込みは極めて早い．エナメル質の最表層は唾
液や食べ物中のフッ素により HA からフッ素アパタ
イト FA へ変換されていることが推定される．FA は
化学的に安定で耐酸性がある．水にも溶けにくい．し
かし，その厚みは極めて薄い．

　（１）エナメル質と HA の化学組成
　　 　HA は，次式の化学式で表される水酸基を含む

リン酸カルシウム化合物である．
Ca10(PO4)6(OH)2

　　 　分子量は約 1004g である．HA 分子が 6 × 1023

個（アボガドロ数）集まると約 1㎏の重さになる．
これを 1 モルという．そのうちカルシウムは約
40%，リンは 18%，酸素 41%，水素は 0.2% である．
エナメル質や象牙質のミネラルの組成は化学量論
的な（化学式通りの）HA ではなく，次式で表さ
れるようにカルシウムの一部はマグネシウム，ナ
トリウムやその他微量金属に，リン酸の一部は炭
酸に，水酸基の一部は炭酸やフッ素に置換してい
る．特にエナメル質の最表層は HA の水酸基が
フッ素と置換した化学的に安定なフッ素アパタイ
トになっている．しかしこれらの微量元素をすべ
て含めても 90％以上は HA の組成である．

(Ca, Mg, Na, H, X)10(PO4, CO3)6(OH, F, Cl)2
　　 　一方，「硬組織のミネラルは HA ではなく，炭

酸アパタイトである」という研究者もいるが，
HA のリン酸あるいは水酸基のすべてが炭酸に置
換した場合には炭酸アパタイトということもでき
るが，そういう物質は存在しない。数％が置換し
ただけでは炭酸アパタイトとは言えない．炭酸
含有ハイドロキシアパタイト（HA）というべき
である．あくまでも HA が主成分だからである．
天然の鉱物に炭酸水酸アパタイト dahllite（ダー
ライト）という鉱物がある．強いて言えば硬組織
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の鉱物名はダーライトということができるかもし
れないが，ダーライトの組成も産地により異なり
構造や性質の詳細が明らかにされていない．歯や
骨のミネラルの主体は HA であるといえる．

　（２）結晶成長と結晶構造
　　①エナメル質と真珠
　　　 　歯の表面を覆うエナメル質は，直径 3 ～ 5㎛

のエナメル小柱の集合体である 6）．エナメル小
柱は，歯の表層から象牙質境界まで放射状に波
状あるいは S 字状に並んでいる．エナメル小
柱相互の間には小柱間質という石灰化の悪い薄
層構造をしているものが存在する．図 1 に模式
図を示した．

　　　 　エナメル小柱は，HA 結晶がぎっしり詰まっ
た部屋のようなもので，HA の結晶の大きさは
ほぼ均一で，長さ 0.1 ～ 1㎛，幅 0.03 ～ 0.06㎛，
厚さ 0.01 ～ 0.04㎛の板状結晶である．ざっと
エナメル小柱 1 部屋に数万個以上の HA 結晶
が入っていることになる．エナメル質全体では
さらにその数万倍以上の数の HA 結晶が存在

図 1：エナメル小柱の走行の模式図

することになる．これだけの HA 結晶が，乳
歯や永久歯が発生する過程で生成（核発生）す
るには，しかも同じサイズで同じ方向で結晶成
長するためには，何かが HA の核発生や成長
をコントロールしているはずである．それがエ
ナメル芽細胞やエナメルタンパク質であること
は容易に推定できる．

　　　 　一方，首飾りなどに使われる美しい真珠は，
真珠袋の内腔（エナメル小柱のような部屋）に
ほぼ均一の大きさ 2 ～ 8㎛，厚さ 0.3 ～ 1.2㎛の
小柱状の炭酸カルシウム結晶がびっしり成長し
ている多結晶体である 7）．エナメル質の HA 結
晶のように結晶の方位は一定し，各結晶相互の
間にはエナメル小柱間質のようにコンキオリン
と呼ばれるたんぱく質を主成分とした薄い有機
物シート結晶間質が存在する（図 2）．炭酸カ
ルシウムはモース硬度 3 で軟らかい鉱物である
が，機械的強度はモース硬度 5 の HA ででき
ているエナメル質と同等かそれ以上である．結
晶間質が緩衝材の役割をしているからであろう
か．生物の不思議である．

　　② HA の結晶構造
　　　 　HA，フッ素アパタイト（FA）および硬組

織の結晶学的データを表 1 に示した 8）．
　　　 　結晶系は六方晶系で水晶やグラファイト（黒

表 1：硬組織の結晶学的データ
化学式 HA フッ素アパタイト エナメル質 象牙質 骨
結晶系
空間群

化学単位数
格子定数 nm）

比重

六方晶系，単斜晶系
P63/m, P6

1
a=0.94282
c=0.68777

3.151

六方晶系
P63/m

1
a=0.93684
c=0.68841

3.20

六方晶系
P63/m

1
a=0.9441
c=0.6880

2.9

六方晶系
P63/m

1
a=0.9421
c=0.6887

2.3

六方晶系
P63/m

1
a=0.941
c=0.689

2.0

図 2　真珠層の有機基質（和田浩爾著，科学する真珠養殖から）
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鉛）などと同じである．天然の鉱物結晶の外形
も六角柱状あるいは六角板状である．空間群は
原子の配列の対称性を表す．対称心があり，圧
電性などの性質は無いとされる．格子定数は単
位格子の原子網面間の距離である．

　　　 　HA の板状結晶の外形と 3 次元の原子配列を
示す結晶構造の模式図を図 3 に示した 9）．結晶
外形の図中の c は c 面で六方晶系のミラー指数
は（0001）である．x 面は（1011）と m 面は（1010）
を表す．

　　　 　HA は，通常鉛筆のような六角柱状の結晶外
形をもち，六角の面を c 面，その c 面に垂直な
軸は c 軸である，a 軸に垂直な面は a 面である．

　　　 　図中の青色が水酸基，四面体はリン酸基，赤
色は縦に（c 軸に）なる連なるカルシウム（カ
ラムカルシウム），茶色は水酸基の周囲を囲ん

でいるカルシウム（6 回らせんカルシウム）で
ある．HA の中に性質が異なる 2 種類のカルシ
ウムがあることになる．図 3 の上部は c 面から，
下部は a 面からみた原子の配列である．原子が
球ではなく楕円体となっている室温 20℃とい
うのは原子にとって高温度（絶対零度から見て）
なので熱振動をし，相互の引力で楕円体となっ
ている．

　　③ エナメル質の表層は溶けにくいが，内部は溶け
やすい．

　　　 　六角柱状の HA 結晶はすべて c 軸方向すなわ
ち c 面を上にしてエナメル質の表面に向かって
配列している．エナメル質の表面を原子レベル
で見ると，六角柱状の結晶が蜂の巣のように表
面にそろって配列しているはずである．なぜこ
のような規則性を持つのか？結論を言えば，c

図 3：HA の板状結晶外形（左）と HA の結晶構造模型（右）
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表 2：耳下腺唾液と反応させた HA の結晶子の変化

反応時間 被験者１ 被験者２ 被験者３
D100（nm） D002（nm） D100（nm） D002（nm） D100（nm） D200（nm）

0
1 時間
5 時間
10 時間

1 日
5 日
10 日
30 日

61
53
50
49
49
46
44
43

93
93
93
93
93
93
93
93

61
53
53
49
47
49
44
44

93
93
93
93
93
93
93
93

61
58
53
49
58
46
43
43

93
93
93
93
93
93
93
93

面は耐酸性に強いということである．カルシウ
ムとリンの比 Ca/P は c 面は 2.0 でカルシウム
が多い．a 面は 1.0 でリン酸が多い．同じ HA
結晶でも方向（結晶面）によって組成や性質が
異なるのである．これは結晶の定義でもある．
う蝕になり，歯が溶けて（c 面が溶けて）a 面
が露出するとエナメル質はたちまち脱灰され
る．う蝕治療はできるだけ早く治療しないと間
に合わない理由である．

　　　 　以下に，エナメル質（HA）の表面の c 面は
溶けにくいが，その垂直な a 面（c 軸）は溶け
やすいことを証明した実験を説明する 10）．

　　　 　3 人の成人の新鮮耳下腺唾液中に HA 結晶を
37℃，30 日間浸漬し，Ｘ線回折法により HA
結晶の a 軸方向と c 軸方向の結晶子の大きさの
変化を検討した．その結果を表 2 に示した．

　　　 　唾液浸漬 1 時間後から被験者すべての a 軸方
向の結晶子の大きさ（D100）が 61nm から 53
～ 58nm に急激に減少した．一方，c 軸方向の
結晶子の大きさには変化は見られなかった．結
晶子の大きさは結晶の大きさに相当する．した
がって a 軸方向の結晶子が小さくなっているこ
とは HA 結晶の a 面（a 軸に垂直な面が溶けて
小さくなっていることを意味する．全唾液との
反応性も実験したが同様の結果であった．

２）歯を守る HA 歯磨剤
　ブラッシングに歯磨き剤は必要ないといわれる．歯
磨き剤は水より安い医薬部外品である．薬事法上，薬
効がうたえない，どうでもいいものと位置付けられて
いる．多くの歯科医師も必要ないと言う．しかし，エ
ナメル質はほぼ HA で構成されており，その HA は

水に溶けるといわれたらどう答えるか．実際のエナメ
ル質は溶けにくい．その理由は，エナメル質の最表層
1㎛ほどは，化学的に安定なフッ素アパタイトとなっ
ていると考えられるからである．100％かというと疑
問であるが，唾液中のフッ素イオンや食べ物から , 特
に緑茶に多いと言われるフッ素イオンが HA を FA
へ置換する．しかし，前述したようにその厚みは極め
て薄い．フッ化ナトリウム（NaF）などによるフッ素
イオンの過剰塗付は，斑状歯（フッ化カルシウムが生
成する）を誘引する．また，化学的緩衝性（リン酸緩
衝液）が大きい唾液が歯を守っているから大丈夫と言
えるだろうか？なにより大切な歯を守るために，薬効
効果がうたえる歯磨き剤を開発することを考えるべき
ではないか？筆者らはこうして，エナメル質の表層で
再石灰化を促進する HA 入り歯磨き剤をメーカーの
協力で試作し，研磨性や石灰化などの基礎実験 x）を
経て，臨床家の協力で臨床試験を行った．

　（１）HA 歯磨剤の開発の経緯
　　 　エナメル質と同じ成分の HA を歯磨き剤に添

加することは誰でも気が付きそうであるが，当時
は世界中で誰も気が付かなかった．HA が手に入
らない，性質が分からない，歯磨き剤に入れると
どのような効果があるのか，どうして歯磨き剤を
つくるか，たかが歯磨き剤で研究する価値がな
い，歯を削るのではないか，などが原因であろう
か．実際，この研究テーマを最初に歯科医師に提
案したところ相手にされなかった．1978 年，HA
歯磨き剤の特許 3）（発明者：青木秀希）が，（株）
デンタル化学（社長：佐久間周治，現（株）サン
ギ社長）により出願された．1979 年にはさらに 2
件の特許が出願された．

バイオインテグレーション学会誌　第５巻 J Bio-Integ 5 : 189 - 198, 2015.



● 194

　（２）臨床試験
　 　東京医科歯科大学歯学部予防歯科助教授（当時）

の志村則夫らおよび朝日大学歯学部口腔衛生学教授
（当時）の可児瑞夫らの協力で臨床試験を実施する
ことになった．

　　①東京医科歯科大学・歯学部
　　　 　東京医科歯科大学で行った試験の概要を以

下に紹介する 11,12）．臨床研究の対象は，山形県
鶴岡市の某小学校の 510 名（4 年、5 年、6 年）
である．児童に対しては，心理・性格テストを
行い，心理面での健康度の調査も併せて行った．

　　　 　各学年をクラス単位で実験群と対照群に分け
た．実験群には表 3 に示した 5%HA 配合歯磨
き剤を，対照群には HA を含まない歯磨き剤
を配布した．

　　　 　歯磨きは毎日給食前に 1 回，夏休みと冬休み
には歯磨き剤を自宅に持ち帰り、朝，昼，夜の
3 回歯磨きするように指導した．歯科保健指導
やブラッシングの方法については，校医や歯科

医師が 3 か月に 1 度，年 4 回の指導を被験者児
童全員に行った．う蝕の検診は，JIS 規格メリ
ケン針 No.1 を交換して使用し，歯面別に検診
した．検診にあたる歯科医師は，事前に十分な
Calibration を行い検診に臨んだ．歯面の汚れ
は 1% 中性紅により歯垢を染出した後，OHI の
基準に基づいて診査し，1 歯平均の点数として
計算した．結果は，1 年間の臨床研究中に新た
に発生したう蝕歯面率（DMFS）は，表 4 の通
りである．

　　　 　4，5，6 年生について小窩裂溝部に新たに発
生したう蝕発生歯面率（DMFS）は，表 4 に示
す通りである．HA を含有する歯磨剤を使用し
た実験群は，すでに萌出していた歯および新た
に萌出した歯に発生するう蝕罹患率において，
いずれの学年においても対照群に比べて低下す
ることが分かった．小窩裂溝部でのう蝕抑制率

表４：小窩裂溝部におけるう蝕発生歯面率

学年 群 児童数 すでに萌出していた歯
erupted teeth

新たに萌出した歯
newly erupted teeth

4 年 実験群
対照群

83
86

61/1588=3.84%
73/1606=4.55%

9/360=2.50%
14/388=3.61%

5 年 実験群
対照群

86
85

36/2056=1.75%
71/2035=3.49%

21/358=5.86%
20/378=5.33%

6 年 実験群
対照群

85
85

86/2271=3.79%
123/2277=5.40%

49/339=14.45%
56/309=16.97%

合計 実験群
対照群

254
256

183/5913=3.09%
267/5918=4.51%

79/1057=7.47%
90/1072=8.40%

う蝕抑制率：erupted teeth 31.49% （χ2-test, P<0.01）
：newly erupted teeth 11.07％ （χ2-test, P<0.1）
：総計 26.42%（χ2-test, P<0.01）

図４：上顎中切歯左右歯面の明度および白色度の測定中

表 3：臨床研究に使用した歯磨剤の成分（重量 %）
成分 実験群 対照群

ハイドロキシアパタイト（HA）
リン酸水素カルシウム 2 水塩
グリセリンソルビット液
ラウリル硫酸ナトリウム
サッカリンナトリウム
カルボキシルメチルセルローズ Na
塩酸アルキルジアミノエチルグリシン液
精製水

5.00
27.50
25.00
1.80
0.08
6.60
0.10

To 100.00

0.00
41.50
25.00
1.80
0.08
6.60
0.10

To 100.00
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を算出すると，26.42% となり，1% 危険率で有
意な差異が得られた．

　　②朝日大学・歯学部
　　　 　朝日大学の可児瑞夫らが行った HA 含有歯

磨剤の臨床試験結果も東京医科歯科大学の結果
と同様なあるいはそれ以上のう蝕抑制効果を示
した． 

　　③歯面の明度および白色度の臨床試験 8）

　　　 　HA を含まない従来の歯磨剤，HA を 5% 含
む歯磨剤および HA を 15% 含む歯磨剤を作製
した．成人十数人の被験者は HA 配合歯磨剤
を使用していないものから選んだ．被験者に朝
晩 2 回歯を磨くように指導した．分光式色彩計
と光ファーバーを用いて，4 週間被験者の上顎
中切歯面の明度および白色度を測定した（図
4）．結果を図 5 に示した．

　　　 　図 5 に示すように，HA 配合歯磨剤を使い始
めることにより，歯の明度および白色度が急激
に増大することがわかった．HA の配合量が多
いほど効果があった．しかし，4 週間以降は増
大量は小さくなり，半年後には横ばいになり定
常状態となった．

　　　 　これらの結果から，明度や白色度の増大は光
の反射率が増大することにより起因する．歯面
の凹凸が小さくなり，平坦になったものと推定
された．エナメル質表層にある小さな孔に HA
微粒子が充填され，唾液との再石灰化反応によ
りエナメル質の表面が平坦になったものと考え

られた．可児らは，HA 歯磨き剤の人工う蝕に
及ぼす影響について調べた結果，エナメル質の
脱灰層が充填され，緻密になっていることを報
告している 13）．

　　　 　これらの結果から，HA 含有歯磨剤はう蝕抑
制率に対して有意に効果があることが実証され
た．今後は，歯周病の発生率に関する臨床研究
が期待される．

　（３）象牙質を守るために
　　 　生体親和性に優れた HA を歯科用セメントに

応用した 14）．唾液による溶解性（崩壊性）を防
ぐために水硬性とするために硬化剤としてポリア
クリル酸を選択し，機械的強度を高めるために共
重合体とした．

　　 　図 6 に示したように唾液による崩壊率はアパタ
イトセメント（HA セメント）が圧倒的に小さい．

　　 　また，第 2 象牙質の形成も早く，象牙質や歯髄
を守るセメントであることが証明された．HA は，
骨組織と同様に象牙質とも親和性が高く，二次カ
リエス発生などの防止にも優れる．商品名は生き
たセメント ,「バイオメント」と名付けて市販さ
れた．優れた歯科用セメントであったが保険の点
数が小さいことで市販されなくなった．

図６：各種セメントの唾液による崩壊率

図５：HA 歯磨剤の使用による上顎左右中切歯の明度および白
色度の変化

○は 15%HA 配合（左），△は 15%HA 配合：（右）
●は 3%HA 配合：（左），▲は 3％ HA 配合：（右）
→は 0%HA 配合：（左右）

　（４）歯髄を守るために
　　 　李団団らの研究成果を紹介する 15）．ラットの

第一臼歯を露髄させて HA の微結晶の懸濁液を
注入した（図 7）．1 週，2 週及び 4 週後に実験歯
を抜去した．固定後，エタノールで脱水し，エポ
キシ樹脂で包埋した．光学顕微鏡用には超ミクロ
トームで 4㎛の厚さの切片を作製し，ヘマトキシ
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リン・エオジン染色とトルイジンブルー染色した．
透過電子顕微鏡用には、超薄切片を作製し，酸性
フォスファターゼ酵素と乳酸脱水酵素で染色し
た．

　　 　光学顕微鏡観察では，1 週間後には露髄のとき
のドリリングにより炎症あるいは無定形の壊死塊
が見られたが実験群の歯髄表面には初期の石灰化
が観察された．2 週後には，炎症性は消失し，歯
髄表層の壊死層は幅が狭くなり，この部位の直下
では石灰化が認められた．象牙質壁の近辺の石灰
化層直下には、特に核が歯髄側に偏在した楕円形
の細胞の配列が見られた．4 週後には、象牙質橋

（デンティンブリッジ）が発達し，創面は完全に
閉鎖されていた．石灰化の程度は高く，象牙細管
も認められ，2 ～ 4 層の象牙芽細胞が新生された．

　　 　電子顕微鏡所見では，1 週後では，HA 微粒子
の周囲には空胞の形成や貪食したと思われる微結
晶を含む歯髄細胞が見られた．細胞間質中には，
直径 30 ～ 300nm の基質小胞体が認められた．こ
の基質小胞体を今日拡大すると HA を貪食した
基質小胞体が認められた．電顕酵素化学所見では、
歯髄細胞内でアルカリフォスファターゼや LDH
活性が認められた．こうして HA 微結晶は，歯
髄を守る画期的な材料であることが実証された．

３．守れなかった天然歯の代用としてのHAイン
　　プラント

１）インプラント治療の市場
　ブラッシングなどで守ってきた天然歯も，う蝕や歯
周病、あるいは突然の事故などで失うことになる．高
齢者においては，一人平均 10 本以上の歯が何らかの
理由ですでに抜去されている．65 歳以上の高齢者が
3000 万人いるとすると 3 億本も歯が無いのである．
これらの無歯部をどのように機能回復を図っているの
であろうか？インプラントの埋入本数は毎年たったの
60 万本である．残りは保険適用のブリッジや入れ歯
で治療しているか大半は放置している．インプラント
治療の素晴らしさは埋入された患者しかわからない．
　毎年抜去されるおよそ 1500 万本の永久歯の抜歯部
にインプラントを埋植すると仮定して、インプラント
体、上部構造、診断機器、手術機器、印象材など各種
歯科材料などに 30 万円かかると計算すると、市場規
模は 4 兆 5 千億円を超える．現在はその 100 分の 1 ほ
どの 300 億円ほどで停滞している．抜去される永久歯
の 100 本に 1 本の割合でインプラント治療がなされて
いることになる．残りの 99 本は入れ歯かあるいは放
置している．歯科インプラント医療に関して日本は世
界から大きく立ち遅れているのが現状である．

２）チタンインプラント体の問題点を HA で解決
　日本で歯科インプラントの臨床が始まったのは
1950 年代後半からである．1970 年代から本格化して
現在まで厚生労働省から承認を受けて市販されてきた
インプラントは，60 社以上、50 種類以上になる．イ
ンプラント体の材質は，軽くて（比重 4.5）丈夫な（引
張強度 500MPa）チタン金属が主流である．チタン金
属が，チタニア（酸化チタン）鉱物から酸素を除去し
て精製されたのは 1936 年アメリカにおいてである．
1940 年に Bothe らはチタン金属の骨親和性を報告し
ている．1951 年アメリカの Leventhal は 80 本のチタ
ンネジをウサギの大腿骨に埋植し，チタンの強い骨結
合力を見出し，オッセオインテグレーションを発見し
ている．1965 年 Braunemark は歯科インプラントへ
臨床応用した．以来，チタン金属（チタン合金も含め
て）は世界のインプラント体の中心的材料となってい

図７：歯髄腔への HA-sol 注入の模式図
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表５：HA インプラントの開発経緯

開発期間 HA インプラント HA の厚み 特徴と欠点

1971 ー 1983 セラミックによるインプラント インプラントの直径 1 回法，骨や歯肉との結合
機械的強度が小

1983 − 1993 プラズマ溶射 HA 35 μ m 1、2 回法，シンプル，高温度
HA コーティング層が多孔質

1988 − 2006 熱分解法 HA 3-5 μ m 1，2 回法，超薄膜，高温度
HA コーティング層が不均一

1995 − 2000 ディッピング法 HA 0.1 − 100 μ m 1，2 回法，室温下
チタンとの結合力が弱い

2000 − 2009 スパッタリング法 HA 1 − 2 μ m 1、2 回法，超薄膜，高温度
HA コーティング層の消失

　（７）治癒期間が長い．
　これらの問題点を解決するためにチタン表面に HA
をコーティングすればすべて解決される．日本にお
ける HA コーティングインプラントの市場は 40％ほ
どであるが，世界では数 % 以下である．その理由は，
HA コーティングは高い技術力を必要とする．チタン
メーカーは，設備投資に踏み切れない．チタンでまだ
困っていない．
 
３）HA インプラントの開発経緯
　表 5 に筆者らが開発してきた HA コーインプラン
ト体の開発期間，特徴と欠点をまとめた．

４．HAのそのほかの役割 8, 16）

　これまで HA を主体として筆者らにより研究開発
されてきた歯科および医科材料を表 6 と表 7 にまとめ
た．これらの説明は紙面の都合で省略する．

５．まとめ

　HA が歯科医療の発展に大きな役割を果たしてきた
こと，今後も果たすことについて概略述べた．しかし，
硬組織の HA に関しては，その組成、構造および性
質に関してまだ多くの課題が残されている．歯科には
サイエンスがないなどと言われないように，今後の研
究が待たれるところである．　 

表６：HA の歯科への応用
用途 形態

１．歯磨き剤
２．洗口液
３．セメント
４．根管充填剤
５．覆髄材
６．コンポジット
７．インプラント
８．骨補填材
９．キャスタブルセラミックス
10．その他

微粒子
超微粒子
焼成粉末
粉末
ゾル（懸濁液）
粉末，顆粒，多孔体
コーティング，緻密体
多孔体，緻密体
結晶化ガラス
粉末，多孔体，ブレンドなど

表７：HA の医科への応用
用途 形態

１．骨補填材
２．骨スペーサー
３．骨形成促進剤，癌抑制剤
４．中心静脈栄養装置
５．人工血管・気管
６．腹膜灌流透析装置
７．血圧，血糖値測定装置
８．生体電極
９．薬剤徐放剤（DDS）
10．その他

多孔体
多孔体
ゾル（懸濁液）
ボタン型緻密体
緻密体
ボタン型緻密体
ボタン型緻密体
緻密体
粉末
粉末，多孔体，ブレンドなど

る．しかし，チタンにも以下のような問題点がある．
　 （１）アメリカ癌学会では発がん性の疑いがある物

質とされている．
　（２）アレルギー源となる．
　（３）骨伝導能がない．
　（４）骨との結合力が弱い．
　（５）骨内における咬合力分散性が悪い．
　（６）上皮付着性がない．
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●海外レポート

The inside story of the dentistry in Mongolia

Morio Imai

　ぐみょう今井歯科医院
　Gumyo Imai Dental Clinic

I delivered a lecture at Mongolian National 
University of Medical Sciences (MNUMS) on the 
invitation of its honorary professor Nishino on the 
24th and 25th of June 2015. It was a 2-day course 
total of 10 hours held at the school of dentistry at 
MNUMS for residents of prosthodontics and other 
courses at the university and also for the dentists 
of the local dental association. 80% of the students 
in faculty of dentistry at universities are female in 
Mongolia, so most of my audiences were women.
    The title of my lecture was “Complete denture 
which enables biting a whole apple” and I lectured 
on the prosthetic treatments for missing teeth which 
could be the most important topic in a developing 
country. Mongolian land is 4 times larger than 
Japan, but its population is only 3 million. There 
are only about 1,000 dentists in the whole country. 
Most dental clinics are in Ulan Bator, the capital of 
Mongolia, and they are rare in country side. Because 
of the size of their land it takes days for patients 
to get to a dental clinic, and the dentists have to 
complete the treatment in one day to relieve their 
pain and the only option in most cases is teeth 
extraction. Therefore the number of edentulous 
patients over 30 is increasing in Mongolia these 
days. Dental hygiene and preventive care are also 
not widely known.
    The number of academics is scarce possibly due 
to their limited budget and there are only 4 courses 
in the university: orthodontics and prosthodontics, 

preventive pediatrics, preservative periodontics and 
oral surgery. Most of the academics are young, and 
the professors seem to be in their 40’s. Low cost 
treatment is the mainstay of prosthetic treatment 
because of the poor health insurance system and 
low national income. They did not have cast crown 
until few years ago and they are mainly using band 
crowns that have been used in Russia and metal 
bond porcelain crowns are not much used at all.
    Dental implants are limited to very few wealthy 
people and are not diffused at all. Problems with 
implant treatment by Foreign dentists are arising in 
this country.

School of Dentistry, Mongolian National University of Medical 
Sciences
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    Outside of lecture hours our favorite topic 
was also inexpensive and satisfactory prosthetic 
treatment after teeth extraction. Most edentulous 
patients in Mongolia are leaving their teeth defect 
as is or forcing themselves to use dentures that are 
hurting and unable to chew with. To my surprise 
they are “Outing dentures” for visiting someone 
and they take off the dentures at the table when 
they eat. I regret to find that most of my audiences 
did not know that mandible complete denture 
had suction. It seemed they didn’t understand the 
academic backgrounds or the theories in occlusion. I 
also talked a little about implant overdenture at the 
lecture but it is probably unreal in terms of its cost.

　2015 年 6 月 24 ～ 25 日、モンゴル国立医科大学
（MNUMS）名誉教授である西野先生の依頼により、
ウランバートルにある MNUMS 歯学部で大学補綴科
および各科レジデントの先生方と歯科医師会の先生方
を対象とした、2 日間にわたる計 10 時間の講演を行
いました。モンゴルでは、大学歯学部の学生の 8 割は
女性とのことで聴衆のほとんどは女性でした。
　今回「リンゴ丸かじりができる全部床義歯作製手
法」と題し、開発途上国で一番重要な話題であろう欠
損補綴について講演しました。この国は、面積は日本
の約 4 倍ながら人口はわずか 300 万人です。その中に
歯科医師はわずか 1000 人程しかいません。歯科診療
施設の多くは首都ウランバートルに偏在し、地方には
少ないとのことでした。広大な国土であるがゆえ、受
療には遠路を何日もかけて来院しなければならない患
者が多いとのことで、痛みを訴える患者の治療をその
日限りで行わなければならないと聞きました。結果と
して抜歯に至る症例が多く、そのため現代モンゴルで
は 30 歳代以上の無歯顎患者が増えているとのことで
した。衛生や予防といった概念もまだ浸透していない
印象を持ちました。

  講義風景

Landscape seen from Genghis Khan International Airport

    I was very impressed by the enthusiastic young 
dentists working very hard to take notes. This time 
was the lecture only but next summer we will do 
a hands-on learning and I am very much looking 
forward to seeing them all again.

モンゴル講演裏話（現代モンゴル歯科医療事情）

今井　守夫

　予算の関係か大学教員数も少なく、学科も矯正補綴
科、小児予防歯科、保存歯周病科、口腔外科の四つし
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　講演以外の時間でも話題の中心は、抜歯後の欠損補
綴を如何にして治すか、つまり安価で、かつ国民が満
足しうる治療＝義歯補綴についてでした。モンゴルの
無歯顎患者の多くは、欠損のままか、作っても痛く、
噛めない全部床義歯を無理やり使っている状況です。
つまり、人に会う時だけの“お出掛けデンチャー”で
あり、食事の時は外しているとのことで、驚きを隠せ
ませんでした。残念ながら聴衆の先生方の多くは下顎
全部床義歯が吸着することを知らないようでした。ま
た、その学術的な背景や咬合の理論もあまり理解して
ないようにも見えました。講演ではインプラントオー
バーデンチャーの話題も交えましたが、費用の点では
その実現は難しいのかもしれません。
　活気に満ちた若い先生方の熱い眼差しと必死にノー
トをとる姿が印象的でした。今回は講義が中心でした
が来夏はハンズオンを行うことになり、今から再会を
楽しみにしています。

  補綴科の先生方との懇親会

  ウランバートルでよく見られるラマ教寺院

かありません。先生方は総じて若く、教授と呼ばれる
方の年齢は 40 歳前後が多かったようです。補綴に関
して言えば、保険制度が不十分で国民所得が低いため
か少ない費用で治療できる処置が中心でした。数年前
までは鋳造冠がなく、ロシア式の叩き出しの縫製冠が
中心であったため、MB の流通は少ないと聞きました。
デンタルインプラントは富裕層のごく一部に限られ、
普及する以前の問題です。最近では外国人歯科医師ら
によるインプラント治療トラブルが多数発生し、この
国でも問題になっているようです。
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※ 本大会では、国内外の著名な先生方を招待しております。世界のトップにあり
ハイドロキシアパタイトの父と呼ばれている青木秀希教授の最新の研究成果を
講演していただきます。

※

青島大学
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●学会広報

バイオインテグレーション学会
第5回学術大会・総会

2015 年 3 月 29 日（日）国際医療福祉大学大学院　東京青山キャンパスに於いて行われた。
朝波惣一郎（国際医療福祉大学・客員教授）のもとで盛大に開催されました。
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）

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）

ポスターセッション
ランチョンセミナー

♦懇親会
　2015 年 3 月 28 日（土）キハチ青山本店（東京都港区北青山 2-1-19）
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バイオインテグレーション学会
第５回学術大会・総会

大会長挨拶 学術大会

シンポジウム ポスター発表

教育研修講演会 理事会

学術大会準備委員会

懇親会
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　東京に桜の便りが届いてから数日後、満開の桜の中
の本年 3 月 29 日、朝波惣一郎先生（国際医療福祉大
学・客員教授）を大会長に、東京・赤坂御用地間近の
国際医療福祉大学大学院東京青山キャンパスを会場と
して、第５回バイオインテグレーション学会学術大会

「新たなる骨再生を目指して」が開催されました。当
日のメイン会場は立ち見の聴講者も出るほどの盛況ぶ
りとなりました。大会中、ハイドロキシアパタイト（以
下、HA とします）やそれに類するバイオマテリアル
の基礎的事項からその臨床応用までにわたる極めて活
発な議論が交わされ、参加者の誰もがバイオマテリア
ルに纏わる時代の流れ、存在感増しつつある本学会、
そこに集まった会場内の興奮を感じた大会となりまし
た。
　今回大いなる盛り上がりを見せた本学会は、① HA
研究の世界第一人者である国際アパタイト研究所・青
木秀希先生を始めとする鉱物系科学者、②それを臨床
で活かすべく研究を続ける生物学系臨床医・東京医科
歯科大学大学院医歯学総合研究科インプラント口腔
再生医学分野教授・春日井昇平先生、③いわゆる HA
インプラントをいち早く臨床へ取り入れ輝かしい臨床
成績を積み上げ続ける東京大学口腔外科系臨床医・寳
田博先生らを始めとする多くの方々の長年の取り組み
が生み出した必然、と考えてもいいでしょう。このよ
うな先生方がバイオマテリアルをより医療に生かすこ
とを願い 2011 年 1 月 23 日に発足させたまだまだ新し
い学会が、このバイオインテグレーション学会です。
　現在、バイオマテリアルとしての HA に関する多
数の長期的に良好な臨床エビデンスが報告されつつあ
ることは、多くの方々に認めていただける時代となり
ました。我々歯科医療界においては、骨補填材とし
て HA の良さが再確認されつつあり、また最近では、
HA コーティングインプラントがチタンインプラント
を超える次世代型モデルとして再評価されてきており
ます。その骨結合様式を表すバイオインテグレーショ
ンは、チタンインプラントにおけるオッセオインテグ
レーションに対する用語として、近年、その認知度も
大幅に高まりつつあることが、本学会に対する関心の
高まりに繋がっているものと考えても良いのではない

でしょうか。
　このような流れの中、今大会は開催を迎えました。
まず、大会長講演として、朝波惣一郎先生より「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」
というテーマで講演がなされました。その中では、平
成 24 年の診療報酬改定で先進医療からインプラント
義歯（広範囲顎骨支持型装置埋入手術及び広範囲顎骨
支持型装置）が保険導入され、患者への福音となるこ
とが期待されたにもかかわらず、改定後は実施施設数
が減少していたという現象がなぜ起きたのか、患者を
置き去りにするような改定がなされた現状についての
分かりやすい解説がなされました。
　引き続き教育講演Ⅰとして、青木秀希先生より「顎
骨の中で HA の周囲には何が起こっているのか？」
というテーマで講演がなされました。水と電解質の反
応から始まり骨成熟とリモデリングに至る生体内での
一連の過程を、臨床医にも大変にわかりやすくお話を
頂きました。解説中、青木先生が 1970 年代頃より御
自身の実験結果から BMP 様のタンパクの存在に気づ
かれていたことをにおわすところでは、感動すら覚え
ました。
　特別講演は、東京歯科大学臨床検査病理学講座教授・
井上孝先生より、「骨再生のミクロコスモス」、ラン
チョンセミナーは、東京医科歯科大学大学院医歯学総
合研究科インプラント口腔再生医学分野准教授・塩田
真先生より「インプラント治療の原点に立ち返らせる
SLActive」、教育講演Ⅱは、慶應義塾大学医学部歯科
口腔外科学教室の森川暁先生より「幹細胞を用いた新
規口腔組織再生療法とは」、というそれぞれのテーマ
で最新の情報をいただくことができました。また、一
般会員からのポスターセッションは 29 題という多数、
かつ内容の充実した演題が集まり、どのセッションも
質疑応答の多さから座長が進行を急ぐという場面が多
く見られました。
　最後は今大会の最大の目玉ともいえるシンポジウム
です。インプラント治療をする先生方の間では常に上
がる話題の一つ、「上顎洞底粘膜挙上後、何を使いま
すか？」をテーマとし、それぞれの分野のエキスパー
トの先生方をお迎えし行われました。座長は、東京歯

第５回学術大会を終えて
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科大学水道橋病院口腔インプラント科客員教授の松浦
正朗先生、パネリストは、菅井敏郎先生、丸川恵理子
先生、河奈裕正先生、西條英人先生、金山建夫先生、
澤裕一郎先生という個性派ともいえる各先生方をお迎
えしました。各パネリストからはそれぞれが得意とす
る術式や材料に関する大変興味深いお話をしていただ
くことができ、それに導かれるように、ディスカッショ
ンでは、演者・聴講者がともに科学的興奮を共感する
ことができる素晴らしいものとなりました。
　また、今大会は多数の企業協賛があり、企業展示に
至っては会場の関係で出展のお断りまでしなければな
らなかったほどでありました。
　今大会では、バイオマテリアルにかかわる医療の安
全な発展をめざし、認定医制度を設立することも決定
されました。本学会が今後ますますの発展・充実して
いくことを確信させる大会でした。
　今大会準備委員長の矢郷香先生を始めとする明るく
前向きな準備委員に恵まれたことも大会が成功裏に閉
会を迎えられた一因でしょう。
　次回大会（平成 28 年 3 月 12，13 日、於大阪歯科大
学）が今から大変楽しみです。

準備委員・井川　淳一
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平成27年度�総会　議事録

開催日時：平成 27 年 3 月 29 日午前 11:40 ～ 11:58
場　　所：国際医療福祉大学 青山キャンパス 5 階
議　　長：朝波　惣一郎（大会長）
出 席 者：会員数　350 名
　　　　　出席者　240 名（うち委任状による出席者　89 名）
　　　　　欠席者　110 名
　　　　　総会の成立：合計 240 名が議決権を行使する状態にあり、総会は成立する。
執 行 部：会　　長　春日井　昇平
　　　　　理 事 長　青木　秀希
　　　　　専務理事　寳田　博

開会、挨拶、定足数確認、議事録署名人の選任
　 　開会に先立ち、事務局が配付資料の確認を行った。朝波大会長より開会の挨拶後、会則第 8 条の規定により、

朝波大会長が議長となり、開会を宣言した。
　 　続いて、出席者について事務局から報告し、会則第 8 条で定める定足数を満たしていることを確認し、本会

合が有効に成立している旨を告げた。
　 　次に、本会合の議事録署名人について、理事長指名により高橋雄三及び尾関和秀が当たることを確認し、議

事に入った。

報告事項
　報告第 1 号　平成 26 年度庶務概況の件
　　 　青木理事長より、会員数は増加傾向にある、500 人くらいのしっかりしたものに、賛助会員も 20 社くら

いに増やしていきたいとのお話があった。
　報告第 2 号　平成 26 年度事業報告及び収支決算 ( 損益ベース ) に関する件
　　 　前高戸大会長より第 4 回学術大会 ･ 総会についての報告、懸田理事より教育研修会報告があった。平成

26 年事業報告について、塩田理事より資料 2「平成 26 年度収支決算書」に基づき詳細な説明があり、続い
て榎本監事より、その内容が適正かつ正確であることの報告がなされた。

　報告第 3 号　平成 27 年度予算案に関する件
　　 　塩田理事より資料 3「平成 27 年度収支決算書」に基づき詳細な報告があった。
　報告第 4 号　平成 27 年度事業計画に関する件
　　 　青木理事長より、以下のとおり報告があった。
　　　〈学術大会の開催〉
　　　　　大会長：今井　弘一（大阪歯科大学歯科理工学講座　教授）
　　　　　日　時：平成 28 年 3 月 12 日（土）･13 日（日）
　　　　　会　場：大阪歯科大学 創立百周年記念館（大阪市中央区大手前一丁目 4-7）
　　　〈学会誌の発行〉
　　　　　第 5 巻第 1 号を 7 月に発行予定。
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　　　〈委員会の開催〉
　　　　（1）総　　　会　1 回 / 年を予定。（3 月）
　　　　（2）常任理事会　4 回 / 年を予定。（3 月、6 月、9 月、12 月）
　　　　（3）理　事　会　4 回 / 年を予定。（1 月、2 月、6 月、10 月）
　　　　（4）財務委員会　2 回 / 年を予定。（3 月、6 月）
　　　　（5）編集委員会　4 回 / 年を予定。（3 月、4 月、5 月、6 月）
　　　〈広報委員会の設置〉
　　　　広報委員会を設置する。委員選任は春日井会長一任とすることの説明があった。
　報告第 5 号　役員選任に関する件
　　 　本議案について、評議員会及び理事会において、新たに５名の者が新役員として承認されたことの報告が

あった。（新役員については資料 5 を参照のこと。）
　報告第 6 号　認定医制度に関する件
　　 　近藤理事より、資料に基づいてポイントを整理したものの報告があった。
　報告第 7 号　その他
　　 　朝波大会長より「カンボジアかけはしプロジェクト」活動を支援していくことについて報告があった。

閉会
　以上をもって全ての審議を終了したため、午前 11 時 58 分に議長は閉会を宣言した。

理事長：青木　秀希
速　記：小林　梨那

以上、この議事録が正確であることを証明するために、次のとおり署名する。

　平成 27 年 3 月 29 日

議　　　　長　朝波　惣一郎　㊞

議事録署名人　高橋　雄三　　㊞

議事録署名人　尾関　和秀　　㊞
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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

教育研修講座の実績を表にした。いずれも好評であった。

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？」

砂田正紀（日歯大）
菊池正紀（物質・材料機構） 2014.7.3

第 8 回「審美インプラントに於ける軟組織のマネージメント」 鈴木真名（東京 SJCD） 2014.9.18
第 9 回「口腔外科処置の基本とテッシュマネージメントの実習」 野間弘康（東京歯科大学） 2014.1.25

第 10 回「薬剤除法（DDS）を目的とした新しい骨セメント」
「骨補填材の特徴と症例ごとの使い分け」

大塚　誠（武蔵野大学）
春日井昇平（東京医科歯科大学）2015.2.22

第 11 回「インプラントのための臨床解剖学的知識」
「インプラント手術のためのトラブル防止法」

高橋常男（神奈川歯科大学）
河奈裕正（慶応大学病院） 2015.3.28

第 12 回「超親水性の表面処理」
「失敗しない！マイナーボーングラフトのセオリー」

矢嶋龍彦（埼玉工業大学）
堀内克啓（大阪大学） 2015.6.21

第 13 回「CT の読影、なぜシミュレーションによる診断なのか 」
「サージカルガイドは本当に必要か？ 今すべての疑問に答える！」

十河基文（大阪大学）
近藤尚知（岩手医科大学） 2015.7.26
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BIS認定インプラント専門医制度規程

2015 年 1 月 26 日制定
2015 年 6 月 15 日改訂

（目的）

第１条
本制度は、インプラント治療およびバイオマテリアルに関わる広い学識と高度な専門的技能を有する人材の養成
を図り、医療の発展ならびに国民のＱＯＬの改善に貢献することを目的とする。

（認定）

第２条
バイオインテグレーション学会（以下、「本会」という。）は、前条の目的を達成するため、
１．バイオインテグレーション学会認定インプラント専門医（以下、「BIS 認定インプラント専門医」という。
２．バイオインテグレーション学会認定インプラント研究者（以下、「BIS 認定インプラント研究者」という。
３．バイオインテグレーション学会認定インプラント衛生士（以下、「BIS 認定インプラント衛生士」という。
４．バイオインテグレーション学会認定インプラント技工士（以下、「BIS 認定インプラント技工士」という。
を認定し、認定証を交付する。

（インプラント専門医認定委員会）

第３条
本会定款施行細則第 22 条に基づき、認定医制度に必要な事項などを審議するために認定委員会（以下、「委員会」
という。）を置く。

第４条
１． 委員会は、理事長または会長が指名するインプラント専門医（以下、「委員」という）10 名程度を持って構

成する。
２．委員の任期は 2 年とし、再任を妨げない。
３．委員会委員長（以下「委員長」という）は、理事長が指名する。副委員長は委員会で決定する。

第５条
委員会は、下記の業務を行う。
１．BIS 認定インプラント専門医の資格審査及び更新資格審査
２．BIS 認定インプラント研究者の資格審査及び更新資格審査
３．BIS 認定インプラント衛生士の資格審査及び更新資格審査
４．BIS 認定インプラント技工士の資格審査及び更新資格審査
５．インプラント専門医教育講座の開催
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第６条
１．BIS 認定専門医の認定のため試験を実施する。
２．BIS 認定インプラント門医試験は認定委員会で行う。

（インプラント専門医の申請資格） 

第７条
１．BIS 認定インプラント専門医を申請する者は、申請時に下記の各号全てに該当していることを要する。
　１）歯科医師または、医師の免許を有していること。
　２）３年以上継続して正会員で会費を納入していること。
　　　必須項目のポイント（p）を獲得していること（各ポイントは別表に定める）。
　３）教育・研修講座を 5 回以上受講していること。特に口腔外科、補綴（咬合）及び歯周病の実習講座は必須。
　４）BIS 学術大会に 3 回以上参加していること。
　５）BIS 認定医委員 2 名の推薦が得られること。
　６） 資格試験に合格していること。資格試験；会長・理事長及び認定医による筆記と口頭試問で合格している

こと。（申請料と受講料合わせて 2 万円とする）
　　　資格試験は、認定医委員会が資格審査を行うものとする。
　　　書類審査、筆記、20 症例、小論文。
　７）１回以上本学会で発表をしていること。コオーサー（共同演者）としての発表でも可。
　８）下記⑴⑵のいずれかの要件を満たしていること。
　　（1） 20 症例以上のインプラント治療を行っていること。ただし、補綴装置装着後 3 年経過症例の資料（カ

ルテ要約・口腔内写真・エックス線写真など）の提出が必要。
　　（2） インプラント治療ある地はバイオマテリアルに関連する学会誌に受理あるいは掲載された論文や症例報

告が 3 編以上あること。（内 1 編はファーストオーサーであること。さらに 1 編は本学会誌にけいさい
されていること、連名でも可）

２．前項に関わらず、委員会が申請資格を有すると認めた者。

（BIS 認定インプラント研究者の申請資格）

第８条
１．BIS 認定インプラント研究者を申請する者は、本会の正会員で下記の各号いずれかに該当することを要する。
　１）口腔インプラントに関する基礎系研究分野の研修者で BIS 認定医資格を有さない者。
　２）３年以上継続して正会員で会費を納入していること。
　　　必須項目のポイント（p）を獲得していること（各ポイントは別表に定める）。
　３）教育・研修講座を 5 回以上受講していること。
　４）口腔外科、補綴（咬合）及び歯周病の実習講座 3 回以上受講すること（聴講のみでも可）
　　　上記以外の者で委員会が認定医制度運営に必要と認めた者。
２． 申請に際しては、BIS 認定委員会あるいは認定専門医 2 名の推薦を必要とし口腔インプラントに関する業績

（論文 3 編以上）を必要とする。
３．BIS 認定専門研究者は、認定医教育研修講座の講師になうことができる。
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（BIS 認定インプラント衛生士の申請資格）

第９条
１．BIS 認定インプラント衛生士を申請する者は、本会の正会員で下記の各号いずれかに該当することを要する。
　１）口腔インプラントに関する基礎系研究分野の研修者で BIS 認定医資格を有さない者。
　２）３年以上継続して正会員で会費を納入していること。
　　　必須項目のポイント（p）を獲得していること（各ポイントは別表に定める）。
　３）教育・研修講座を 5 回以上受講していること。
　４）口腔外科、補綴（咬合）及び歯周病の実習講座 3 回以上受講すること（聴講のみでも可）
　　　上記以外の者で委員会が認定医制度運営に必要と認めた者。
２． 申請に際しては、BIS 認定委員会あるいは認定専門医 2 名の推薦を必要とし口腔インプラントに関する業績

（論文 3 編以上）を必要とする。
３．BIS 認定インプラント衛生士は、認定医教育研修講座の講師になうことができる。

（BIS 認定インプラント技工士の申請資格）

第 10 条
１．BIS 認定インプラント技工士を申請する者は、本会の正会員で下記の各号いずれかに該当することを要する。
　１）口腔インプラントに関する基礎系研究分野の研修者で BIS 認定医資格を有さない者。
　２）３年以上継続して正会員で会費を納入していること。
　　　必須項目のポイント（p）を獲得していること（各ポイントは別表に定める）。
　３）教育・研修講座を 5 回以上受講していること。
　４）口腔外科、補綴（咬合）及び歯周病の実習講座 3 回以上受講すること（聴講のみでも可）
　　　上記以外の者で委員会が認定医制度運営に必要と認めた者。
２． 申請に際しては、BIS 認定委員会あるいは認定専門医 2 名の推薦を必要とし口腔インプラントに関する業績

（論文 3 編以上）を必要とする。
３．BIS 認定インプラント技工士は、認定医教育研修講座の講師になうことができる。

（BIS 認定インプラント専門医、研究者、衛生士および技工士の認定）

第 11 条
　　 BIS 認定インプラント専門医、研究者および技工士の認定は委員会において資格審査および認定試験結果を

もとに総合的に判定し、その報告をもとに理事会の議を経て認定する。
　　（BIS 認定インプラント専門医、研究者、衛生士および技工士の認定証交付並びに氏名等の公表）

第 12 条
１．認定証は、登録料を納入し、登録申請書を提出した後、理事長から交付される。
２．認定証を交付された者の氏名は、本会学会誌、及び学会ホームページに掲載する
３．  申請料と受験料は合わせて 2 万円とする。登録料は 3 万円（プレート代は実費負担）とする。更新料は 2 万

円とする。（有効期限：5 年）
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　（BIS 認定インプラント専門医、研究者、衛生士および技工士 BIS 認定の資格更新）

申請必須条件 10 項目と BIS 認定取得ポイント表

必須条件 ポイント（ｐ）
１． 5 年以上正会員であること。会費を納入していること。
　　暫定 3 年以上とする

1 年 20p（100p）
3 年 60p 以上

２．BIS 学術大会に 3 回以上参加していること 20p × 3 回以上
３．教育研修講座を 5 回以上受講していること
　　特に口腔外科，補綴（咬合），歯周病の実習講座は必須 10p × 5 回以上

４．本学会の学術大会に１回以上発表していること。共同演者でも構わない。 10p
５．（１）あるいは（２）の要件をみたしていること。
　　（１）インプラント専門医は 20 症例以上のインプラント治療を行っていること。
　　　　 ※補綴装置装着後 3 年経過症例
　　（２）インプラント治療あるいはバイオマテリアルに関連する学会誌に受理
　　　　 あるいは掲載された論文や症例報告が 3 編以上あること。
　　　　 ※うち１編はファーストオーサーあるいはセカンドオーサーであること。
　　　　 さらに 1 編は本学会誌に掲載されていること。ただし連名でも可。
　　　　 ※セカンドオーサーはファーストオーサーと同等と見なす

30p

６．ポイントに関わらず認定委員会が申請資格を有すると認めた者。 ―
７．総合ポイントは 200 ポイント以上獲得すること。 200p 以上
８．BIS 認定委員２名の推薦が得られていること。 ―
９．資格試験に合格していること。
　　資格試験は、会長・理事長及び指導医による
　　・書類審査、筆記、口頭試問、20 症例、小論文。

―

10．試験料 2 万円を支払っていること。 ―
11．費用（BIS 認定インプラント専門医）＊研究者・技工士・衛生士は検討中
　　ⅰ．試験料：￥20,000
　　ⅱ．更新料：￥20,000
　　ⅲ．登録料：￥30,000（プレート代は実費）

第 13 条
１．BIS 認定専門医、BIS 認定専門研究者は、5 年毎に資格の更新をしなければならない。
　　BIS 認定専門医を申請する者は下記に該当することを要する。
　　１）BIS 学術大会に有効期限 5 年間の間に 2 回以上参加していること
　　２）教育・研修講座を 5 回以上受講していること。
２．更新の可否は、更新申請書をもとに委員会において審議し、理事会の議を経て決定する。
　　（BIS 認定インプラント専門医、研究者、衛生士および技工士の資格喪失） 

第 14 条
BIS 認定インプラント専門医、研究者、衛生士および技工士は、下記の各号のいずれかに該当する場合には委員
会、理事会の議を経てその資格を失う。
１．資格の辞退届を理事長宛に届け出たとき。
２．本会の会員の身分を失ったとき。
３．BIS 認定専門医、BIS 認定専門研究者の資格の更新を怠ったとき。
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（補則）

第 15 条
１．この規定を改正する場合には、委員会の議を経て理事会の承認を得なければならない。
２．この規定に定めるもののほか、認定医制度規定の実施に関し必要な事項は、施行細則に定める。

（附則） 

１．この規程は、バイオインテグレーション学会としての登記の日から施行する。
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バイオインテグレーション学会
認定再生医療等委員会規程

（設置） 

第１条
バイオインテグレーション学会（以下「本会」という。）に、再生医療等の安全性の確保等に関する法律（平成
25 年法律第 85 号。以下「法」という。）に定める第三種再生医療等提供計画のみに係る審査等業務を行う委員
会として、認定再生医療等委員会を置く。
 

（定義） 

第２条
この規程における用語の意義は、法、再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令（平成 26 年政令第 278 号）
及び再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則（平成 26 年厚生労働省令第 110 号）の定めるところに
よる。
 

（審査等業務） 

第３条
認定再生医療等委員会は、次の各号に掲げる業務を行う。 
　（１）  法第４条第２項（法第５条第２項において準用する場合を含む。）の規定により再生医療等を提供しよう

とする病院若しくは診療所又は再生医療等提供機関の管理者から再生医療等提供計画について意見を求
められた場合において、当該再生医療等提供計画について再生医療等提供基準に照らして審査を行い、
当該管理者に対し、再生医療等の提供の適否及び提供に当たって留意すべき事項について意見を述べる
こと。 

　（２）  法第 17 条第１項の規定により再生医療等提供機関の管理者から再生医療等の提供に起因するものと疑わ
れる疾病、障害若しくは死亡又は感染症の発生に関する事項について報告を受けた場合において、必要
があると認めるときは、当該管理者に対し、その原因の究明及び講ずべき措置について意見を述べること。 

　（３）  法第 20 条第１項の規定により再生医療等提供機関の管理者から再生医療等の提供の状況について報告を
受けた場合において、必要があると認めるときは、当該管理者に対し、その再生医療等の提供に当たっ
て留意すべき事項若しくは改善すべき事項について意見を述べ、又はその再生医療等の提供を中止すべ
き旨の意見を述べること。 

　（４）  前３号に掲げる場合のほか、再生医療等技術の安全性の確保等その他再生医療等の適正な提供のため必
要があると認めるときは、当該再生医療等委員会の名称が記載された再生医療等提供計画に係る再生医
療等提供機関の管理者に対し、当該再生医療等提供計画に記載された事項に関し意見を述べること。 
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（委員の構成） 

第４条
１．   認定再生医療等委員会は、次の各号に掲げる者で構成する。ただし、各号に掲げる者は当該号以外に掲げる

者を兼ねることができない。
　（１）  再生医療等について十分な科学的知見及び医療上の識見を有する者を含む２名以上の医学又は医療の専

門家（ただし、所属機関が同一でない者が含まれ、かつ、少なくとも１名は医師又は歯科医師であること。） 
　（２）  法律に関する専門家又は生命倫理に関する識見を有する者その他の人文・社会科学の有識者 
　（３）前２号に掲げる者以外の一般の立場の者 
２．認定再生医療等委員会の構成は、次の各号に掲げる基準を満たすものとする。 
　（１）委員が５名以上であること。 
　（２）男性及び女性がそれぞれ１名以上含まれていること。 
　（３）本会と利害関係を有しない者が含まれていること。 
３．委員は設置者（以下理事長という。）が委嘱する。 
４．  委員の任期は、２年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。
５．委員は、再任を妨げない。 

（委員長及び副委員長） 

第５条
１．認定再生医療等委員会に委員長を置き、委員のうちから互選する。 
２．委員長は、認定再生医療等委員会を招集し、その議長となる。 
３．認定再生医療等委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。 
４．  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理し、委員長が欠員のときはその職

務を行う。 

（成立要件） 

第６条
認定再生医療等委員会が審査等業務を行う際には、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。 
　（１）過半数の委員が出席していること。 
　（２）５名以上の委員が出席していること。 
　（３）男性及び女性の委員がそれぞれ１名以上出席していること。 
　（４）  次に掲げる者がそれぞれ１名以上出席していること。ただし、アに掲げる者が医師又は歯科医師である

場合にあっては、イを兼ねることができる。 
　　ア　 第４条第１項第１号に掲げる者のうち再生医療等について十分な科学的知見及び医療上の識見を有する

者 
　　イ　第４条第１項第１号に掲げる者のうち医師又は歯科医師 
　　ウ　第４条第１項第２号に掲げる者 
　　エ　第４条第１項第３号に掲げる者 
　（５）  出席した委員の中に、審査等業務の対象となる再生医療等提供計画を提出した医療機関（当該医療機関
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と密接な関係を有するものを含む。）と利害関係を有しない委員が２名以上含まれていること。 
　（６）本会と利害関係を有しない委員が含まれていること。 
 

（迅速審査）

第７条
委員会は、提供計画の変更に係る審査であって、次に掲げる要件を満たすものを行う場合には、委員会を開催す
ることなく、委員長及び委員長が指名する２名の委員による確認により、迅速審査を行うことができる。
　（１）当該提供計画の変更が、委員会の審査を経て指示を受けたものである場合
　（２）当該提供計画の変更が、施行規則第 29 条に該当するものである場合

（判断及び意見） 

第８条
１．  審査等業務の対象となる再生医療等提供計画を提出した提供機関管理者、当該再生医療等提供計画に記載さ

れた再生医療等を行う医師又は歯科医師及び実施責任者（実施責任者を置いている場合に限る。）並びに認
定再生医療等委員会の運営に関する事務に携わる者は、当該認定再生医療等委員会の審査等業務に参加して
はならない。ただし、認定再生医療等委員会の求めに応じて、当該認定再生医療等委員会において説明する
ことを妨げない。 

２．  認定再生医療等委員会における審査等業務に係る結論を得るに当たっては、原則として、出席委員の全員一
致をもって行うよう努めなければならない。ただし、認定再生医療等委員会において議論を尽くしても、出
席委員全員の意見が一致しないときは、出席委員の４分の３以上の同意を得た意見を当該認定再生医療等委
員会の結論とすることができる。 

（報告） 

第９条
１．委員長は、認定再生医療等委員会における審査の結論を文書により理事長に報告しなければならない。 
２．  理事長は、認定再生医療等委員会が再生医療等提供計画に記載された再生医療等の提供を継続することが適

当でない旨の意見を述べたときは、遅滞なく、厚生労働大臣にその旨を報告する。 

（審査料） 

第 10 条
１．  認定再生医療等委員会は、再生医療提供計画に係る審査を申請する者から以下に定める審査に要する費用（以

下「審査料」という。）を徴収する。
　新規審査料　　　10 万円
　変更審査料　　　 5 万円
　定期報告料　　　 5 万円
　疾病報告料　　　 5 万円
　迅速審査料　　　 5 万円　
２．審査料は、その全額を当該審査開始日の前日までに前納するものとする。 
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３．既納の審査料は、返還しない。 

（帳簿の備付け等） 

第 11 条
理事長は、第３条各号に掲げる業務に関する事項を記録するための帳簿を備え、当該帳簿を、その最終の記載の
日から 10 年間、保存する。 

（審査等業務の記録等）

第 12 条
１．  理事長は、認定再生医療等委員会における審査等業務の過程に関する記録を作成し、個人情報、研究の独創

性及び知的財産権の保護に支障を生じるおそれのある事項を除き、これを公表する。 
２．  理事長は、審査等業務に係る再生医療等提供計画及び前項の記録を、当該計画に係る再生医療等の提供が終

了した日から 10 年間、保存する。 

（秘密保持義務） 

第 13 条
認定再生医療等委員会の委員若しくは認定再生医療等委員会の審査等業務に従事する者又はこれらの者であった
者は、正当な理由がなく、当該審査等業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（活動の自由及び独立の保障） 

第 14 条
理事長は、認定再生医療等委員会の審査が適正かつ公正に行えるよう、認定再生医療等委員会の活動の自由及び
独立を保障する。 

（教育研修） 

第 15 条
理事長は、委員の教育又は研修の機会を確保する。 

（小委員会） 

第 16 条
１．認定再生医療等委員会に、必要に応じて小委員会を置くことができる。 
２．小委員会に関し必要な事項は、認定再生医療等委員会が別に定める。 

（権限の委任） 

第 17 条
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１．理事長は、この規程による権限を本会会長に委任する。 
２．  前項の規定にかかわらず、認定再生医療等委員会の設置若しくは廃止の届出又はこの規程の改廃については、

理事長が行う。 

（事務） 

第 18 条
理事長は、委員会の事務を行う者を、本会の職員のうちから選任する。 

（雑則） 

第 19 条
この規程に定めるもののほか、認定再生医療等委員会の運営に関し必要な事項は、認定再生医療等委員会が別に
定める。

（提供中の計画に対する業務の継続）

第 20 条
理事長は、提供中の計画に関わる変更・中止・定期・疾病報告について継続して業務を行う体制を整備する。

（認定再生医療等委員会の廃止）

第 21 条
理事長が認定再生医療等委員会の廃止の届出を行おうとするときは、あらかじめ、当該認定再生医療等委員会及
び再生医療等提供計画を提出していた再生医療等提供機関に、その旨を通知する。

（認定再生医療等委員会の廃止後の手続）

第 22 条
理事長は、その設置する認定再生医療等委員会を廃止したときは、速やかに、その旨を当該認定再生医療等委員
会及び再生医療等提供計画を提出していた再生医療等提供機関に通知する。
理事長は、当該認定再生医療等委員会及び再生医療等提供計画を提出していた再生医療等医療機関に対し、当該
再生医療等提供機関における再生医療等の提供の継続に影響を及ぼさないよう、他の認定再生医療等委員会を紹
介するなお、その他適切な措置を講じる。

（規定、委員名簿の公表）

第 23 条
本規定内容並びに委員名簿はバイオインテグレーション学会ホームページ上に公表する。

附 則 
この規程は、平成 27 年９月１日から施行する。
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バイオインテグレーション学会
第６回学術大会・総会のお知らせ

第 6 回学術大会・総会
会期：2016 年３月 12 日（土）、13 日（日）
会場：大阪歯科大学 創立百周年記念館
　　　（〒 540-0008 大阪市中央区大手前 1-5-17　TEL 06-6910-1009）
　　　京阪電車天満橋駅，地下鉄谷町線天満橋駅，徒歩 5 分
懇親会（12 日（土））：大阪歯科大学天満橋病院プラザ 14

大会長：今井 弘一（大阪歯科大学歯科理工学講座 教授）
メインテーマ：「骨再生を科学する」

〓学術大会内容〓
　・大会長講演　　今井 弘 先生　大阪歯科大学歯科理工学部講座 教授
　・特別講演　　　西村 剛 先生　京都大学霊長類研究所 進化系統研究部門 系統発生分野 准教授
　・シンポジウム
　・教育講演　　　関西の日本口腔インプラント学会指定研修施設（臨床系）の４施設
　　　　　　　　　（大阪口腔インプラント研究会、京都インプラント研究所、臨床器材研究所、ジャシド）

　・ランチョンセミナー
　・ポスターセッション

ポスター演題・参加申し込みは、大会ホームページで受け付けます．

＜お問い合わせ先＞大会事務局
　実行委員長：馬場俊輔（大阪歯科大学口腔インプラント学講座教授）
　準備委員長：橋本典也（大阪歯科大学歯科理工学講座講師）
　〒 573-1121　大阪府枚方市楠葉花園町８−１　大阪歯科大学歯科理工学講座
　Tel：072-864-3056　　Fax：072-864-3156
　E-mail：yoshiya@cc.osaka-dent.ac.jp
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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
2015 年 7 月 15 日改定

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）委員会を設置する。
　　　① 編集委員会
　　　② 財務委員会
　　　③ 広報委員会
　　　④ 認定委員会
　　　⑤ 教育研修委員会
　　　⑥ 再生医療審査委員会（第三種）
　　５）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。
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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。

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・常務理事：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）
　会長及び理事長は会員の中から選出し、総会において承認を得るものとする。
　他の役員については、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。
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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

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 201
　　　　　㈱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 6-36-2

エンパワーヘルスケア株式会社 東京都港区芝公園 2-4-1　芝パークビル A 館 1F

オステムジャパン株式会社 東京都大田区西蒲田 5-27-14　日研アラインビル 4F

㈱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丁目 34-14　

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 大阪府大阪市淀川区宮原 3 丁目 3-31　上村ニッセイビル 9F

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 

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　大信ビル 201

株式会社サンプラザ 東京都千代田区神田小川町 3-14　

株式会社ジーシー 東京都板橋区蓮沼 76-1

ストローマンジャパン株式会社 東京都港区芝 5 丁目 36 番 7 号　三田ベルジュビル 6F

大信貿易株式会社 東京都千代田区西神田 1-3-14　D ＆ I ビル５F

株式会社ハーモニック 大阪市淀川区東三国 1-12-15　辻本ビル 7 階

プラトンジャパン株式会社 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 27F

山八歯材工業株式会社 東京都千代田区神田小川町 3-20　増淵ビル 2F

株式会社レオールツーリスト 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．
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
　　 　原稿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

どの修正をも求めることもあり，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，A4 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，結論の内容を簡略に明確に記載する．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）Keywords は 3 ～ 5words の和文および英文とする．
　　　４）緒言
　　　５）材料と方法（症例）
　　　　　（1）見出し記号は，１，１），（1），①の順とする．（注．参照）
　　　　　（2）和文では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．
　　　　　　　（解像度は印刷されるサイズ（原寸で）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．（注．参照）
　　　　　注：括弧に関しては，以下の通り全角と半角を使い分ける．（数字は全て半角）
　　　　　　　・和文中で使用する場合：全角括弧．
　　　　　　　・英文中で使用する場合：半角括弧．
　　　６）結果
　　　７）考察
　　　８）結論
　　　９）文献
　　　　　参考文献記載例
　　　　　　（1）和文誌例
　　　　　　　　 田中誠，田中収，舞田健夫：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
　　　　　　　　 Palma VC, Magro-Filho O, de Oliveria JA, Lundgren S, Salata LA, Sennerby L： Bone 

reformation and implant integration following maxillary sinus membrane elevation: an 
experimental study in primates, Clin Impl Dent Relat Res 8: 11-24,2006.

　　　　　　（3）和文単行本例
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　　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．

　　　　　　　　青木秀希：驚異の生体物質 アパタイト，医歯薬出版，東京，1999，87-122．
　　　　　　（4）英文単行本例
　　　　　　　　 Aoki H：Medical applications of hydroxyapatite, Ishiyaku Euroamerica Inc, St. Louis, 1994, 

166-173.
　　　　　　（5）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．
　　　　　　（6）共著者は全員記載する．
　　　　　　（7）タイトル記載例
　　　　　　　　歯科インプラントにおける有限要素解析法の応用について
　　　　　　　　　　　　　尾関　和秀 1）、青木　秀希 2）

　　　　　　　　Application of finite element method for dental implants
　　　　　　　　　　　　　Kazuhide Ozeki1), Hideki Aoki2)

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。
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編　集　後　記

　早いもので、本学会誌も今回で第 5 巻となります。内容も年々充実しています。今年は頁数も大幅に増えました。各
編集委員の先生は今後もより良い学会誌となることを目指し、奮闘しています。さらに素晴らしい雑誌になるようたく
さんの投稿を会員の皆様にお願いいたします。
　さて、本年３月国際医療大学で開催された第５回学術大会では、PRP や PRF、あるいは CGF に関する報告が３題あ
りました。現在のインプラント治療において、PRP などを臨床に用いられている歯科医師はかなりいらっしゃるのでは
ないでしょうか。しかし、すでにご承知の先生方も多いかと思いますが、再生医療等安全性確保法が昨年 11 月 25 日か
ら施行されました。インプラント治療の中でこの法律の対象となるのが、第３種再生医療としての特定細胞加工物、す
なわち、自己血小板に由来する PRP などです。したがって、今後、PRP などを臨床に用いる場合には、特定細胞加工物
製造届書および再生医療等提供計画を必要添付書類とともに各地方厚生局長宛に届け出なくてはなりません。  つまり、
これまでのように PRP を自由に臨床に用いることができなくなったわけです。一見、この法律は再生医療の発展を遅ら
せるかのようにも思われます。しかし、この法律は国民に iPS をはじめとする再生医療を安全かつ迅速に提供するため
には必要なのだと思います。
　そこで、本学会では第 3 種再生医療等提供計画書の審査業務を行う再生医療等審査委員会の設置を厚労省に申請し、
このたびそれが承認されました。これは学会レベルでは初めての承認です。これは、これまで PRP を使用されていた本
学会員にとっては非常に朗報ですし、これにより本学会員のさらなる増加も期待できます。なお、各種申請にあたって
は厚生労働省の各種申請書作成支援サイト (http://saiseiiryo.mhlw.go.jp/) から作成することができます。

編集委員　松野　智宣
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�Editorial�Postscript�

   This journal becomes Vol. 5. The content has been enhaced. The numbers of pages was also increased significautly 
this year. Each editing committee members working well this time to become a good scientific journal. We welcome you 
to submit the articles to become a more excellent journal from now on.  
By the way, there were three reports about PRP, PRF and CGF in the 5th BIO-Integration Society congress. I think 
many dentists are using PRP in current clinical implant treatments. However, a lot of doctors who already understand 
that the act on safety of regenerative medicine was carried out from November 25, 2014. 
In the implant treatment, the target of this law is specific cell products as third-class regenerative medicine such as PRP 
from autologous platelet. 
   Therefore, when you want to use PRP in clinical treatment from now, you must notify the applications relating to the 
production of specific cell products, the offering plan of regenerative medicine, and the necessary attachment documents 
to chief of district public welfare. In brief, we can’t use PRP for patients without the notifications.
Seemingly, it seems that this law delays the development of the regenerative medicine.
However, this law might be necessary in order to provide the regenerative medicine, including iPS to the public safely 
and quickly.
   Therefore, our society applied to Ministry of Health, Labour and Welfare to set up the Class Ⅲregenerative medicine 
certified committee and was approved on September 1, 2015.  This is the first approval from the medical society. This 
is very good news for a member of this society using PRP until now. Furthermore, this approval can increase in the 
members of this society. In addition, please go to home page of Ministry of Health, Labour and Welfare (http://saiseiiryo.
mhlw.go.jp/) to make various applications about this law.

Regards
Tomonori　MATSUNO
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