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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 28 年 11 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

大阪歯科大学歯科理工学講座教授
今井　弘一

　歯科医学の分野は他の医学領域とは比較できないほど生体材料が発展して臨床

応用され、補綴材料としての機能が発揮され患者の QOL 向上に寄与してきました。

人工材料を使って患者のからだの機能を補う技術は、広い医学分野の中でも歯科

医学が飛び抜けて進歩しています。欠損補綴の中でも口腔インプラントが革新的

な技術として社会的にも認知されてきています。現在のチタン製インプラントは

オッセオインテグレーションをベースとして，20 世紀後半から飛躍的な普及と発

展を遂げてきました。一方，バイオインテグレーションをベースとした HA コー

ティングのチタン製インプラントは，良好な長期症例も数多く報告されておりま

すが、臨床の場で選択する歯科医師はまだ少ないのが現実です。

　生体材料の表面状態と組織再生の関係も解明されはじめました。私はバイオマテリアルの研究者でありますが、

生体材料がヒトの組織にどのような影響を及ぼすかという基本的なポイントはまだ十分に解明されてはいませ

ん。口腔インプラントは硬組織の骨と歯肉などの軟組織との関係は長期的にも臨床的に十分成功しています。し

かし、今まで難しかった症例の患者にも口腔インプラントによる患者の QOL 向上が実現できれば素晴らしいも

のとなります。我々には、さらにハイレベルな材料開発が求められています。そのために生体材料と組織との関

係は学術的に十分な解明がなされなければなりません。すなわち、口腔インプラントのように歯科医療に大きく

食い込んでいる技術は、一歩も二歩も研究が先駆けとなっている必要性があります。残念なことに、今だ臨床成

果の後から研究が追いかけている現実があります。十分な研究成果に基づいて、歯科医師が納得してHAコーティ

ングインプラントを臨床の現場で選択する時代は必ず来ると考えます。そのため、最も生体組織との関係がフレ

ンドリーな材料の開発について、フルスピードで研究が前進できるように、臨床成果に研究が早く追いつけるよ

うにさらなる研究活動が望まれます。



Preface

Professor of Biomaterials, Osaka Dental University
Koichi Imai

The development of biocompatible materials in dental medicine has been incomparably more marked than in 

other medical fields. These materials have been clinically applied and functioned as prosthetic materials, con-

tributing to improvement in the patients’ QOL. Techniques to supplement the function of the patients’ body 

using artificial materials are markedly advanced in dental medicine in a broad range of medical fields. In pros-

thetics for defects, oral implant surgery is socially recognized as an innovative procedure. Titanium implants 

based on osseointegration have been widely used and markedly developed from the latter half of the 20th 

century. However, HA-coated titanium implants based on biointegration are still infrequently used by dentists 

in the clinical setting, although favorable long-term results have been reported in many patients.

    The association between the surface condition of biological materials and tissue regeneration also began to be 

clarified. I am a researcher of biomaterials, but the basic points such as the influences of biomaterials on tissue 

have not been adequately clarified. Oral implants have achieved adequate long-term clinical success in terms of 

their relationship with bone as hard tissue and gingiva as soft tissue. However, if the QOL of patients who were 

previously difficult to treat is also improved using oral implants, it will be a large step forward. We are expected 

to develop even higher-level materials. For this, the relationship between biomaterials and tissue should be 

adequately elucidated. Therefore, concerning techniques such as oral implant treatment widely used in dental 

medicine, research should be one or two steps ahead. Unfortunately, research is lagging behind clinical results 

at present. The day will surely come when dentists select HA-coated implants with confidence in the clinical 

setting based on adequate research results. Thus, further research activities are necessary so that research on 

the development of the most biocompatible materials can be advanced at full speed and overtake clinical results.
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バイオマテリアル技術からみた再生医療の最前線

田畑　泰彦

Frontier of Regenerative Medicine in Terms of Biomaterials Technology

Yasuhiko Tabata

　京都大学再生医科学研究所　生体材料学分野
　Department of Biomaterials, Institute for Frontier Medical Sciences, Kyoto University

Abstract

Regenerative medicine is defined as a new therapeutic trial based on the natural self-healing potential of body 
itself. The natural-healing potential is based on the cell ability for proliferation and differentiation. Regenerative 
medicine is composed of regenerative therapy and research which scientifically supports the therapy of next 
generation. For both the fields, it is practically indispensable to develop biomaterial technology which enables 
cell to enhance their ability for tissue regeneration. There are two practical approaches of cell therapy and tissue 
engineering. The idea of tissue engineering is to artificially create a local environment which enables cells to 
enhance their proliferation and differentiation, resulting in cell-induced tissue regeneration. For this purpose, 
biomaterials are being used as the cell scaffold and delivery carrier of growth factors. If a key growth factor is 
supplied by making use of drug delivery system (DDS) technology, the body system will physiologically function 
to naturally induce cell-based tissue regeneration. Biodegradable hydrogels have been explored for the controlled 
release of growth factors to experimentally or clinically succeed in the growth factor-induced regeneration and 
repairing of various tissues. The release system can be combined with cells or/and the cell scaffold to promote 
the therapeutic efficacy of tissue regeneration. Combination with the biomaterials technology also enhances the 
therapeutic efficacy of cell transplantation. Dual release of growth factor and cytokine can achieve the in vivo 
recruitment of cells and the recruited cells-induced tissue regeneration. In addition, the biomaterial technology 
is applicable to regenerative researches of basic cell research and drug discovery. This paper introduces several 
examples of regenerative medicine with the cell scaffold and DDS-based regeneration to discuss about scientific 
and clinical significance of biomaterials technology in regeneration therapy and regeneration research.

Keywords
再生医療，バイオマテリアル，足場，ドラッグデリバリーシステム
Regenerative medicine, Biomaterials, Scaffold, Drug delivery system
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１．再生医療におけるバイオマテリアル技術の
重要性

　イモリのしっぽが再生する現象をヒトで誘導し，治
療に役立てようとする試みが，再生医療である．その
基本アイデアは，細胞の増殖，分化能力（細胞力）を
高め（細胞を元気にし），自然治癒力を介して，生体
組織を再生修復させることである．再生医療には，患
者を治す再生治療と次世代の治療を科学的に支える再
生研究がある．
　再生医療が現実味を帯びてきた背景に，2 つの研究
分野の進歩がある．1 つ目の研究分野は，再生現象に
関わる細胞の基礎生物医学研究である．現在，増殖と
分化能力の高い元気な細胞の利用が可能となってきて
いる．しかしながら，その元気度は常に体外で調べら
れており，体内ではどうなのかは不明な点も多い．そ
のため，細胞をただ単に細胞を体内に注入するだけで
は，体内で細胞はうまく働かず，生体組織の再生修復
が期待できない場合も多い．また，現在の細胞研究は
ポリスチレンシャーレと培養液を用いて進められてい
る．これらは細胞の体内環境と大きな違いがあるため，
細胞の機能を最大限に発揮させたり，その働きを調べ
ることにはおのずから限界がある．2 つ目の研究分野
は組織工学と呼ばれている．組織工学では，バイオマ
テリアルを活用することによって，細胞の増殖と分化
を促すための細胞の局所環境を作り与える．より体内
に近い環境を創り，体外で細胞を元気にできれば，細
胞研究はさらに進む．また，細胞を元気にする物質で
ある薬の研究開発（創薬研究）には元気な細胞が必要
である．一方，体内細胞を元気にできれば，生体のも
つ自然治癒力が高まり，再生治療が可能となる 1-8）．
　人工臓器およびドラッグデリバリーシステム

（DDS）がバイオマテリアルのイメージである．バイ
オマテリアル（生体材料）とは，体内で用いる，ある
いは細胞，タンパク質，核酸，細菌などの生物成分と
触れて用いるマテリアルであり，この定義からすれ
ば，もっと広い領域に展開できるポテンシャルをもっ
ている．その代表例の 1 つが，バイオマテリアルの再
生医療への応用である．これまでのような生体側から
認識されず，排除されないような生体になじみ，融和
する性質を求めるのではなく，逆に，生体に積極的に

働きかける性質をもつバイオマテリアルの研究開発が
始まっている．例えば，細胞増殖，分化を促すための
細胞足場，細胞の増殖，分化作用をもつタンパク質，
遺伝子などの生物活性を高める DDS，細胞内への物
質を導入することによる細胞の生物機能の増強，改変
などのバイオマテリアル技術を活用して，細胞のもつ
生体組織の再生誘導力を高める 4, 6-11）．再生治療には，
移植細胞と体内に存在している細胞を活用する 2 つの
方法がある．このいずれの方法に対しても，細胞の調
製，細胞の増殖，分化の制御，移植細胞の生存と機能
発現の改善，および体内細胞の活用のためにバイオマ
テリアル技術が必要不可欠となっている．
　再生治療に加えて，再生研究にも細胞と触れて用い
るマテリアルが必要となる．細胞培養の基材や細胞研
究のための試薬もバイオマテリアルである．体内の細
胞環境に近い性質をもつバイオマテリアル基材や細胞
障害性の低い試薬の研究開発が，今後の再生研究のさ
らなる発展には不可欠となる．得られた細胞研究の成
果は，ES 細胞や iPS 細胞から分化誘導された成熟機
能細胞を用いた創薬研究，加えて，次世代の再生治療
の進歩につながることはいうまでもない．

２．バイオマテリアル技術を活用した
再生医療アプローチ

　基本的に，体は細胞とその局所周辺環境の 2 つのも
のからなっている．いかに丈夫なヒトでも，家や食べ
物がなければ弱ってしまう．これは細胞においても同
様である．いかに能力のある元気な細胞でも，家や食
べ物が不足すれば，本来の能力を発揮することはきわ
めて難しい．細胞の家にあたるものは，細胞の周辺を
埋めている細胞外マトリックス（タンパク質や多糖が
その主成分）である．食べ物にあたるものが細胞増殖
因子に代表されるタンパク質である．細胞が元気な場
合には，細胞は細胞外マトリックスも細胞増殖因子も
自分で作り，細胞自身は元気になっていく．しかしな
がら，病気や生体組織に損傷がある場合には，細胞は
弱っていて，それらの成分を作る能力が低下している．
そこで，いかに元気な細胞を体外で準備しても，何の
工夫もなく，単に細胞のみを体内に移植するだけで
は，病気の体では細胞周辺環境が整っておらず，細胞
能力による再生治療効果は必ずしも期待できない．そ
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こで，この周辺環境である細胞の家と食べ物を人工的
に作り，弱っている細胞にそれらをよいタイミングで
与え，細胞能力を高める．これにより，弱っている細
胞が元気になり，自然治癒力によって病気が治ってい
く．
　細胞を体内で元気にすれば再生治療が実現できる．
その方法には 2 つのアプローチがある．1 つ目は，体
内に存在する細胞を元気づける方法である．家や食べ
物を与え，体内細胞を必要部位によび込み，元気づけ
て病気を治す．2 つ目は，家や食べ物とともに外から
体内へ移植することで細胞の生存率を高め，体内での
能力を維持し，病気を治すアプローチである．

３．DDS 技術を活用した再生治療の具体例

　欠損部位周辺組織に存在する細胞の再生能力が高い
場合には，欠損部へ細胞の家にあたる 3 次元の生体吸
収性のスポンジを与えるだけで，欠損組織の再生治療
は可能となる 1, 3, 4, 6）．しかしながら，周辺組織の細胞
力が低いあるいは望めない場合には，スポンジのみで
は，生体組織の再生修復は期待できない．そこで，細
胞や細胞増殖因子の利用が必要となる 4, 6, 7, 10, 11）．現在，
バイオリアクターなどの利用により，培養条件が改善
されつつあり，十分な数の質のよい細胞を調製できる
ようになってきている．
　体内で細胞増殖因子をうまく細胞に働かせるために
は DDS 技術が必要不可欠となる．これまでの発展の
経緯から，ドラッグ＝治療薬＝薬治療という固定概念
にとらわれ，DDS は薬治療のための技術であると考
えられていることが多い．しかしながら，DDS とは，
体外，体内に関係なく，不安定かつ作用部位の特異性
もないドラッグ（ある作用をもつ物質）の動きをバイ
オマテリアルと組み合わせてコントロールし，最大の
生物効果を得るための自然科学分野における普遍性の
高い技術・方法論である．対象とするドラッグは，治
療薬以外に，診断薬，予防薬，化粧品，塗料などの
物質が含まれ，DDS 技術によって診断，予防，化粧，
塗装などの効果が高まる．再生治療と再生研究のため
のドラッグは，細胞の増殖分化を促すタンパク質であ
り，それを細胞に届ける技術，方法論はまさに DDS
である．
　本稿では，DDS 技術の中で最も進んでいる徐放に

ついて述べる．われわれは，生物活性をもつ細胞増殖
因子タンパク質および遺伝子などの徐放化を可能とす
る生体吸収性のゼラチンハイドロゲルを開発，これら
のドラッグを細胞に効率よく働かせ，その能力を高め
ることを実現してきた．すでに，このハイドロゲル
技術によって生物活性をもつ細胞増殖因子の徐放化
が可能となり，様々な生体組織の再生誘導が実現さ
れている 1-3, 6, 10, 11）．例えば，塩基性線維芽細胞増殖因
子（bFGF）の徐放化技術は，虚血性疾患に対する血
管誘導治療，骨，軟骨，脂肪，皮膚真皮，および胸骨
と胸骨周辺軟組織の再生治癒促進治療を可能としてき
た．すでに，血管誘導治療のヒト臨床試験が始まり，
よい成績が得られている 12）．bFGF 徐放化による糖尿
病性皮膚潰瘍，軟骨，および歯周組織などの再生誘導
治療の臨床試験もよい治療効果が認められている 3, 6）．
インシュリン様増殖因子（IGF）-1 の徐放化による難
聴治療の臨床試験においても，よい治療効果が得られ
ている 13）．いかに優れた能力をもつ細胞でも，栄養
および酸素の供給がなければ，体内ではその生存も機
能発現も期待できない．徐放化 bFGF による血管誘
導技術は，移植細胞の体内での機能維持ならびに治療
効果を有意に増強させた 3, 4, 6, 14, 15）．また，細胞培養で
調製した表皮－真皮 2 層皮膚様組織も，bFGF 徐放シ
ステムとともに移植することで，その生着率と治療効
率の向上が認められた 3, 4）．

４．再生治療と再生研究に対する DDS 技術の
新しい展開

　前述のように，再生修復を期待する部位周辺に細胞
が存在する場合には，足場あるいは徐放化細胞増殖因
子を与えることで細胞能力を介した組織の再生修復は
可能となる．しかしながら，細胞が存在しない時に
は，その必要部位に細胞を呼び寄せることが不可欠と
なる．近年，癌組織にリンパ球が集まるためのケモカ
インなどの液性因子の研究が進み，それらの因子が幹
細胞を体内で呼び寄せる（動員させる）作用をもつこ
とがわかってきた．そこで，この因子を用いれば幹細
胞の動因を高め，生体組織の再生修復を促進できると
考えられる．例えば，代表的な因子としてストローマ
由来因子（SDF）-1 をゼラチンハイドロゲルから徐放
させることで，徐放局所に幹細胞が動員され，動員
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細胞による血管新生が誘導されることがわかった 16）．
加えて，骨形成因子（BMP）-2 や顆粒球コロニー刺激
因子（GCSF）も徐放化により，体内幹細胞の動員を
促し，骨再生が誘導されることが報告されている．次
に，SDF-1 で細胞を動員した後，その細胞に細胞増殖
因子を与え，細胞力を高めるという方法論も考案され
ている．ハイドロゲルを用いて SDF-1 と BMP-2 を徐
放することによって，BMP-2 の単独徐放に比較して，
有意に高い骨再生修復が認められた 17）．このように，
徐放化技術をうまく利用することによって，体内での
細胞の動きと元気度を制御することが可能となり，体
内細胞を活用した再生治療が実現している．
　足場技術と DDS 技術の組み合わせも報告されてい
る．骨形成因子（BMP）-2 を徐放化できるゼラチンス
ポンジが作られている．足場としての十分な力学特性
をもつように，セラミクス粒子を組み込んだ力学補強
ゼラチンスポンジに BMP-2 を浸み込ませた後，体内
に埋入したところ，スポンジ内で細胞が増殖，分化し，
スポンジ内部に骨形成が認められた 18）．この技術は，
ゼラチンの種類を変えることで，bFGF あるいは多血
小板血漿（platelet rich plasma, PRP）を徐放できる
スポンジ細胞足場の調製に応用が可能であり，様々な
生体組織の再生修復に対するその有効性が確かめられ
ている 19）．

５．バイオマテリアル技術を活用した再生治療と
再生研究の未来に向けて

　一般のイメージは，再生医療＝細胞移植である．こ
れが間違っているとは言っているわけではない．細胞
に加えて，細胞を元気にするための細胞の局所周辺環
境を作り与えるバイオマテリアル研究領域も発展して
きている．細胞の家と食べ物を活用することで，様々
な生体組織の再生治療の可能性が確かめられ，すでに，
その一部は患者まで届いている．再生医療には，再生
治療と再生研究（細胞研究と創薬研究）がある．再生
医療の具現化には，この 2 つの学術分野のさらなる発
展が不可欠であることを忘れないで欲しい．このよう
な現状をしっかりと見きわめて，再生医療の早期実現
を望むならば，細胞とバイオマテリアルの 2 つの分野
が車の両輪のように発展していくことが大切である．
また，その研究成果を世の中に還元するためには企業

とともに事業化することが key となる．現在，細胞
を創る企業は存在しない．これに対して，細胞の食べ
物であるタンパク質や細胞の家であるスポンジなどは
人工的に生産が可能である．かつ，食べ物を細胞に届
ける DDS 技術も事業化可能である．企業化できると
いうことは，アカデミアで得られた研究成果を世の中
に還元する上で，きわめて大切なポイントとなる．バ
イオマテリアル技術の再生治療への大きな貢献を今一
度，認識していただきたい．患者は新しい治療を待っ
ている．
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Regenerative medicine aiming to forever the development of implant technique
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Abstract

  The field of regenerative medicine has recently made marked advances in stem cell research. Adult stem cells, 
called somatic or tissue stem cells that can only be differentiated into limited cell types, have been generally 
used for regenerative medicine. However, with the development of iPS cells, tissues and cells of interest will be 
artificially generated and implanted into patients to repair sites of damage. 
   In the present study, technical objectives for this purpose are summarized. Human iPS cells are being 
investigated competitively by many research institutions for the basic technical development of regenerative 
medicine. In the latest regenerative medicine, cells are collected from a patient's skin and mucous membrane 
to generate iPS cells. Subsequently, the iPS cells repeat proliferation and differentiation, forming a higher-order 
structure, to replace damaged tissues and organs. For this purpose, relevant techniques should overcome the 
following difficulties: 1) appropriate proliferation and differentiation of dedifferentiated cells into tissues and 
organs of interest; 2) accelerated cell proliferation and differentiation to prevent the deaths of patients who 
receive transplantation; 3) appropriate differentiation of cells into higher-order structures, such as tissues and 
organs of interest; 4) preparation of a patient's serum or chemical synthesis of serum alternatives, including 
serum-free media, to prevent the potential risks (e.g., BSE and viruses) of sera derived from animal species other 
than humans; and 5) development of culture scaffolds that do not denature even during long-term culture (e.g., 
onemonth culture is required for mouse bone preparation).

Keywords: ES cells, iPS cells, regenerative medicine, cell differentiation
(J Bio-Integ 6 : 9 - 16, 2016.)
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１．緒　言

　1981 年にケンブリッジ大学とカリフォルニア大学
でマウス由来の ES 細胞が初めて開発され，当時社会
的に大変評判になりました 1）．発生の初期段階である
胚盤胞期の内部細胞塊より作られる胚性幹細胞（ES 細
胞）を活用した再生医療の研究が始まりました．その
後，マウスからヒトに応用するため，マウス以外の各
種の動物由来の細胞でも樹立が試みられました．1998
年にはヒト由来の ES 細胞も樹立されました 2）．しか
し，ヒト由来の ES 細胞の使用には倫理的な問題があ
り，その後の発展性は少なくなりました．しかし，ES
細胞の基本的な培養方法は，京都大学再生医科学研究
所の山中伸弥教授ら3）によって樹立された人工多能性
幹細胞（iPS 細胞）培養に応用されています．現在，iPS
細胞は ES 細胞培養で長年培われてきた培養経験や技
術が使用可能であるため発展性が期待されています．
　ヒト由来の iPS 細胞は，最新の再生医療の基本的な
技術開発の主役として現在数多くの研究機関で研究さ
れています．最新の再生医療は患者の皮膚や粘膜から
細胞を採取し，患者由来の iPS 細胞を作成した後，損
傷を受けた組織や臓器を，iPS 細胞から細胞増殖と細
胞分化を繰り返し，目的の組織や臓器の細胞に成熟し
た多量の細胞を高次構築して，最終的に患者の損傷し
た組織や臓器と交換することを目的としています．こ
の場合，対象となる技術は，１）iPS 細胞作製技術に
よって細胞分化する初期段階に戻した細胞を，正確に
目的の組織や臓器の細胞パーツとして増殖・分化させ
る技術，２）移植する患者の細胞と同じ速度でしか細
胞増殖しないと移植時までに患者が死亡する可能性も
あるため，特急速度で細胞増殖と細胞分化をさせる技
術，３）適切に目的の臓器や組織の細胞へ分化した細
胞パーツを組織や臓器に高次構築させる技術，４）安
全性の点で，BSE やウイルスの危険性のあるウシな
どのヒト以外の動物の血清でなく，患者自身の血清あ
るいは無血清を含めた血清代用物を化学合成する技
術，５）現在，マウスでも骨を作るまでに１ヶ月間
にわたって培養を継続する必要があります（図１）．
そのため，長期培養環境でも変性しない培養スキャ
フォードの開発．など克服しなければならない可能性
が大きいと考えます．

　
２．新しい再生医療の研究ターゲット

１）iPS 細胞分化の方向性の制御
　ES 細胞（図 2）は発生初期段階の細胞であるため，
理論上すべての組織に分化するという分化多能性があ
ることが知られています．ES 細胞を分化させると，
いわゆるテラトーマ（図 3）と称される体を構成して
いるすべての細胞が混在した細胞集団が得られます．
この中には特定の組織や臓器ももちろん混在していま
すが，その大きさや構成は非常にバリエーションに富
み，その中で作られた滅茶苦茶な細胞の塊を医療とし
て患者に移植して機能させることは極めて困難であり
ます．筆者が 2000 年に行った実験で，ES 細胞を高い
細胞濃度で免疫不全マウスの皮下に注射すると，徐々
にマウス皮下が膨らみはじめ，3 週間程度で小豆大の
腫瘤が形成されます（図 4）．マウスの腹腔内に入れ
ても腫瘤が形成されますが 1 ヶ月以上放置するとマウ
スは死に至ります．しかし，3 週間以内で腫瘤を取り
出した場合にはマウスは 2 年以上も生存し天寿を全う
します．同じように癌細胞をマウスに移植した場合で
は，腫瘤の取り出しに成功してもマウスは死にますが，
ES 細胞の場合には手術で腫瘤を取り出した後のマウ
スの寿命に何ら問題は生じません．また，iPS 細胞で
も基本的に ES 細胞と同様に細胞分化してテラトーマ
を作ります．
　問題は細胞分化の方向性がコントロールできなけれ

図１　 マウス由来 ES 細胞の各組織・臓器へのin vitro での必
要な細胞分化時間
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ば特定の組織や臓器を形成する細胞が効率的に得られ
ないことです．テラトーマには，脳や心筋，腱，肝臓，
神経，赤血球など多様な細胞が散見できますが，偶然
が支配しているような状況で，すべて均等な割合で見
られません．しかし，iPS 細胞を特定の細胞に絞って
分化させる技術は急速に進んでいます．複数の遺伝子
を導入したり化学物質を入れたりする研究や，凍結な
どによって障害を受けた組織や臓器に接触させて細胞
分化の方向性をコントロールする方法など，数多くの
アイデアが試されています．いずれにせよ試行錯誤の
連続で膨大な数の研究が競合して実施されている最中
です．

２）細胞増殖や細胞分化の加速技術
　特定の組織や臓器を作るためには細胞分化と同時に
細胞増殖も必要となります．一般的に細胞の増殖は
細胞が有糸分裂する M 期の他に間期があり，これは
DNA 合成を準備する G1 期，DNA を複製する S 期や
G2 期に分けられます．以前から細胞培養実験などに
多用されてきた株細胞は，通常の細胞培養を継続する
過程で染色体に異常を生じさせた細胞で，染色体の構
成が正常の場合と異なって半永久的に分裂を繰り返す
いわゆる不死化細胞となります．この細胞は増殖速度
も速く，安定している細胞ですが，染色体が元の細胞
の染色体が変化している部分によっては細胞本来の性
質も大幅に変わり，元の動物体内に入れると非常に危
険な細胞です．染色体に変化が及ばない細胞増殖の加
速技術は未知の領域です．細胞培養温度などの培養環
境の改良の他に，細胞別になりますが細胞増殖を促進
する各種の化学物質も見つかっています．しかし，細
胞増殖と細胞分化は基本的に相反することが多く，両
者を両立させて加速する技術は基本的に老化や若返り
の研究にもつながりますが，１）項より研究の進展が
遅れています．

３）組織や臓器を高次構築する技術
　組織や臓器を iPS 細胞から作る場合に最も難関とさ
れる技術です．iPS 細胞で細胞分化の出発点に戻して
バラバラにしたものを，再度，組み立てできなければ
折角の iPS 技術も無意味になります．
　複雑な組織や臓器を作る場合，ガスや栄養などの運
搬のこともあり血液やリンパ液などの流れを考慮しな

図２　マウス由来の ES 細胞である ES-D3 細胞

図３　マウス由来の ES 細胞が細胞分化したテラトーマ

図４　 マウスの皮下に ES 細胞を播種して３週間程度での小豆
大の腫瘤
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ければなりません．そのため血管内皮細胞などを使っ
て複雑な血管網などを構築する必要があります．さら
に臓器によっては細胞に極性が存在するものも多数あ
ります．例えば肝臓や腎臓では細胞の極性（方向性）
を逆に取り付けると正常な機能が発揮できないことが
判明しています．さらに，臓器として機能を発揮させ
る細胞のみならず，その他大勢組のいわゆるバック
ヤードの細胞も十分配慮し構築する必要性があると考
えられます．臓器の形をしたスキャフォードや培養方
法の研究も数多くされていますが，複雑すぎて人工的
な高次構築は当面無理と考える場合もあります．
　しかし，朗報もあります．ある程度大ざっぱな組織
構造を体内に入れると，生体内の細胞間コミュニケー
ションの機能などによって細かい場所は自動的に作ら
れると考える楽観論もあります．細胞を団子状にして
臓器もどきを作っている先進の研究もあります 4）．し
かし，どのくらい大ざっぱなもので良いかという基本
的な移植の生体寛容度の研究はまだ何もされていませ
ん．

４）ヒト血清または血清代用物質の開発
　現在ほとんどの細胞培養ではウシやウマなど動物由
来の血清を培養液に混入して使用しています．従来の
細胞培養技術では血清を用いない場合は細胞の接着や
増殖が不可能とされてきました．一部には無血清培養
可能なように無血清環境に駲化させた特殊な細胞種も
存在しましたが，一般的な細胞培養には 5％や 10％の
血清添加は不可欠でした．ヒトの体内では血管周囲な
どを除いて，細胞培養で使用されているほど血清濃度
が高くないことが知られています．また，高い血清濃
度においては細胞増殖速度は向上しますが，成体幹細
胞の場合には逆に細胞分化に大きな障害となることも
判明しています．しかし，ES 細胞や iPS 細胞の場合
には，細胞分化に高濃度の血清添加が必要となります．
ヒトの再生医療で使用される細胞の場合には BSE や
ウイルス等の問題があるためウシなどヒト以外の動物
の血清を使用しない方向で研究が進んでいます．患者
の血液を使用するのが最も近道ですが，患者個人の細
胞を使用するとは限らない場合もあることから，現在
では iPS 細胞の無 feeder 培養と長期継代培養が可能
な無血清培養液も販売されています．無血清培養液の
中には血清成分を含む場合もあることや，純粋な無血

清培養では細胞培養がやや難しいなど，いくつかの課
題がありますが１－５）項目の中で最も研究開発が進
んでいる分野と考えられます．

５）長期培養で変性しない培養スキャフォードの開発
　従来の２次元培養ではなく，現在では細胞間コミュ
ニケーションが生体内環境に近い形で得られる３次元
培養が一般的になっています．さらに，発展して長期
間の時間軸を入れた４次元培養も可能となってきまし
た．従来はブタ由来のコラーゲンゲルが多く用いられ
てきましたが，細胞を再生医療器具としてヒトに応用
する場合にはウイルスの問題から，魚由来のいわゆる
マリンコラーゲンや合成コラーゲンなどが開発されて
います．これらはすでに化粧品などの成分として一般
的に市販されています．この中で人工的に合成された
コラーゲンでは，自然のコラーゲンのような３重らせ
ん構造に合成することは非常に難しいとされていま
す．したがって，ヒトからかけ離れた生物界の位置に
あります魚由来のコラーゲンが着目されています．し
かし，低温の海に生息する魚由来のコラーゲンを使用
した場合，哺乳類由来のものとは異なり 37℃の環境
下で容易に変性するため長期培養が難しい点が挙げら
れています 5）．培養液は交換可能ですが，細胞を含む
スキャフォードは培養途中で交換するのは難しいから
です．現在，テラピアなどの熱帯魚由来のコラーゲン
を使用することを試みて長期培養にも成功していま
す 6, 7）．コラーゲンゲルのみならず乾燥したスポンジ
状のコラーゲンは繊維の配向等も自由に制御できる
ため人工臓器の製造には最も適していると考えられ
ます．また，培養器については従来の炭酸ガスイン
キュベーターではなく，生体の血液循環ようにスキャ
フォード内に培養液を人工的に拍動還流させる方式も
検討しています．

３．再生歯科医療の特殊性
　
　歯科領域では補綴材料による修復によって歯や口腔
の諸機能が代替されています．この技術は非常に古く
からあり社会的にも根付いています．このため、歯科
では人工材料が独自に発展し，薬剤が主役である一般
医科領域と比べて人工材料の存在意義が非常に大きい
ことが挙げられます．歯科における再生医療は，前段
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で述べました iPS 細胞や ES 細胞を使って組織や臓器
を作り移植する医療の必要性も否定できません．しか
し，これらの難しい技術を駆使しなくとも人工材料で
機能修復が有る程度可能であるため，特定の複数種の
細胞にしか分化できない成体幹細胞を使用する再生医
療技術が，歯科においては、なかなか普及していかな
い原因であると考えられます．さらに，歯科分野の研
究開発では工学部出身者が多く，彼らは各種の人工材
料すなわちバイオマテリアル開発の経験が豊富で再生
歯科領域へ応用が可能な提案が多いことが再生歯科分
野の研究者への良い刺激となっています．また，細胞
接着研究の成果から材料表面の形態が細胞分化あるい
は細胞増殖にも影響することが判明していますので，
それを利用して目的の細胞機能を発揮させるために表
面構造をインテリジェントにコントロールすることが
可能となってきました 8）．さらに表面構造のみならず，
細胞増殖や細胞分化をターゲットとしたナノあるいは
サブミクロン単位の大きさのインテリジェントな材料
の開発も可能となってきました．このように再生歯科
医療分野では人工材料開発と再生は二人三脚で研究さ
れています．
　歯科における再生医療の対象は硬組織だけではな
く，歯周組織や舌，あるいは唾液までも再生の対象に
なります．機能的には味覚や他の口腔に備わっている
諸感覚も再生対象になります．しかし，歯科における
再生医療の多くは，一般医科の場合のようにほぼ健康
な状態から組織再生させるのではなく，すでに病原菌
に冒された病的な状態からの組織再生が多くなりま
す．また，人工材料を併用しなければならないような
現実的に難しい場合が多いのも事実です．さらに口腔
内環境は細菌の存在や pH 変動，あるいは咬合力の問
題など極めて劣悪な環境と戦わねばなりません．この
ように再生歯科医療では一般再生医療と異なる特殊性
があります．したがって一般医科領域と歯科における
の再生医療の発展の方向性は，患者の QOL を目指す
ことは同じですが，手段がやや解離し異なってくると
考えます．

４．ES 細胞を使用した歯科材料の生物学的評価

　再生歯科医療で iPS 細胞は ES 細胞と同様な培養法
で細胞分化が評価できる可能性があります．しかし，

iPS 細胞は ES 細胞とは異なり細胞分化の時間的なタ
イミングにバラツキが発生する場合が多いことが経験
されます．生体材料の安全性評価に使用する場合には，
培養法の歴史が浅く，安定的な細胞分化や細胞増殖方
法が十分に確立されていないヒト由来の細胞を使用す
るメリットは必ずしも大きくありません．マウス由
来の ES 細胞は，ヒト由来のものと異なり，一定量の
LIF（白血病細胞増殖阻害因子：Leukemia Inhibitory 
Factor の略）を培地に加えることで細胞分化するこ
となく細胞増殖を無限に続けられます．なお LIF を
除去した培地と交換することで，ES 細胞の細胞分化
が直ちに開始されます．しかも細胞分化時間のバラツ
キも少ないため，扱いやすく倫理的にも問題が少ない
マウス由来の ES 細胞は生物学的評価に使用しやすい
のが事実です．
　さらに，ES 細胞では成体幹細胞と異なり，あらゆ
る組織や臓器に分化することができるため，化学物質
などによる細胞分化の方向性も検討できる可能性があ
ります．逆に細胞分化の障害する場合には発生毒性な
どの特殊毒性を評価することもできます（図５）．
　歯科で使用される生体材料や薬剤の成分およびその
代謝産物は各臓器のみならずヒト胎児へ移行して，ヒ
ト胎児や新生児に比較的長期にわたってさまざまな影
響及ぼす可能性があります．
　ヒトの生殖・発生に対する毒性，すなわちヒト胎児

図５　ES 細胞は分化の方向性の研究ができる．ちょうど車の
ハンドルのように細胞分化の方向性を制御でき，さらに逆に細
胞分化抑制の研究も可能
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への催奇形性の誘発が未だ十分に確認されていない化
学物質も隠れて多数存在する可能性も必ずしも否定で
きません．しかし，一般的な細胞毒性とは異なりデー
タは非常に乏しく，現段階では必ずしも系統的な解明
がなされいるとはいえないのが事実です．
　ドイツ連邦の Spielmann らによって開発されたin 
vitro 発生毒性試験法である Embryonic Stem Cell 
Test （以下，EST 法）9）．は，マウス由来の ES 細胞
である ES-D3 細胞などの細胞分化障害と細胞毒性レ
ベルを指標とした新しい試験法で，従来の動物実験と
比較して短時間で原因物質の特定やその解析が容易で
あることから，欧米各国の研究機関で互いに評価デー
タを比較して評価法の正確性を実証するいわゆるバリ
デーションテストが終了し，ヒトの催奇形性データと
の高い関性や再現性についても国際的に認められてい
ます 10-12）．
　筆者らはこの方法を用いて各種の歯科用モノマー
および歯科用合金組成などが発生毒性に及ぼす影響
を EST 法で調べました．EST 法の prediction model 
Ⅰ，ⅡおよびⅢ式に，EST 法の基本プロトコルに
基づき，ES-D3 細胞の ID50 と IC50，および 3T3 細
胞の IC50 の３つのパラメータを代入し３段階発生
毒性レベルに分類しました．ほとんどのモノマーで
は Class 1， すなわち，"non embryotoxic" であるこ
とが判明しました．しかし、一部のモノマー，例え
ば Bis-GMA，UDMA，Bis-MPEPP，TEDMA，Bis-
GMA(6F)，6-HHMA，MTYA では Class 2，すなわち，
"weak embryotoxic" でした 13）．
  さらに，歯科用合金組成金属では，Ag, Co, Cr, Cu, 
Hg, In, Ni, Pd, Sb，Sn, V および Zn の 12 種について
原子吸光測定用標準試薬を用いて EST 法で発生毒性
試験した結果，六価の Cr イオンと Hg イオンが class 
3，すなわち "strong embryotoxicity" でありました．
さらに，In, Sn, Sb, V はいずれも "weak embryotoxic"
でしたが，他の金属イオンでは "non embryotoxic" で
ありました．さらに，Ag, Co, Cr，Ni および Pd につ
いては，各金属粉末を培地で直接に抽出した試験液で
行ったところ，Ag のみ "weak embryotoxic" と判断
し，やや発生毒性の存在が認められたが，他の金属イ
オンでは "non embryotoxic" であった 14）．したがって，
イオンの抽出条件によってやや発生毒性レベルに差が
認めらる結果でありました．また，Hg イオンは強い

発生毒性の存在が示されたが，現在，歯科でアマルガ
ムは使用されないため歯科医師や患者が Hg に暴露さ
れる機会は少ないと考えます．また，六価の Cr でも
強い発生毒性が認められたが，同じ Cr でも三価では
Cu と同程度の "non embryotoxic" であります．歯科
用コバルトクロム合金や歯科用銀合金では合金表面に
強固な不動態膜ができるため，合金組成イオンの口腔
内溶出は極めて微量で，これらの歯科用合金から溶出
する金属イオンが発生毒性に及ぼす影響はほとんど無
視できるものと考えます．

５．EST 法の改良

　生体材料や医薬品などの生体安全性試験の中で正常
なヒト胎児の発生に影響を及ぼす生殖・発生毒性試験
法の開発は重要であります．新規の化学物質による
ヒトの発生への影響をin vitro でスクリーニングでき
る EST 法は，未知の化学物質についても催奇形性が
予知できる可能性が示唆されています．しかし，マウ
ス由来の細胞である ES 細胞と幹細胞でない 3T3 細
胞を使用することから，ヒトの代謝の影響が結果に反
映されないことが最大の欠点とされています．そこ
で，サリドマイドならびに歯科用金属組成元素の Ag, 
Cu, Pd, Zn の発生毒性への影響を検討しました．ヒト
の肝機能を維持しながら長期間培養ができる市販の
TEST LIVERTM（TOYOBO）で培養した培養液とマウ
ス ES-D3 細胞培養液を混合し，ES-D3 細胞を懸滴培
養して得られる Embryoid Bodies（以下，EBs）から
分化した心筋の鼓動率をしらべました．
　試料無添加群の心筋鼓動率はともに 66.7％でありま
した．Ag ならびにサリドマイドで EBs の分化率が有
意に低下した，しかし Cu ならびに Zn では EBs の分
化率はやや高くなった．また Pd では有意差が認めら
れなかったことが判明しました．サリドマイドは臨床
的に強い発生毒性が指摘されており，代謝活性化し
なかった場合と比べて EBs の分化率が低下したこと
は，代謝活性によってなお一層ヒトの臨床データに近
づいたものと考えられます．一方，金属イオンが細胞
分化に与える影響については比較できるヒトの発生毒
性の臨床データがほとんど見あたらないことがわかっ
ております．今回のすべての金属元素はすでに歯科用
合金組成元素として数多く用いられているため，さら
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に多くの発生毒性データ収集による慎重な検討が必要
であると考えられる．細胞毒性については，ラット
の TEST LIVERTM を用いて代謝活性化した場合の細
胞生存率データが代謝活性化しなかった場合よりも動
物実験データとの相関性が高かったことを指摘してき
た．しかし，代謝活性を導入する培養時間や実験方法
自体に改良を加えることによって，より正確なデータ
が得られる余地は大きいと考えられる 15, 16）．
　また，代謝活性については様々な肝由来細胞を用
いた研究も実施してきました．さらに，ES 細胞の元
の inner cell mass は体内で卵管あるいは子宮の細胞
と関わり合うことから，これらの細胞と ES 細胞との
間で細胞間コミュニケーションが確立される可能性が
大きいため，生殖器由来のマウス子宮ならびに卵管由
来の初代細胞を feeder layer と用いて検討しました．
その結果，３種類の子宮由来と卵管由来の初代細胞を
feeder 細胞に使用した場合，細胞分化の方向性につい
て，心筋へ分化させる場合には feeder 細胞の種類に
よって異なる結果が得られましたが，異形性を示す細
胞が混在した feeder layer では ES 細胞の細胞分化が
悪いことが判明しました 17）．このように様々な改良法
を考案して各種のナノやサブミクロンの材料 18-21）や水
銀蒸気 22）についても発生毒性を検討してきました．
　発生毒性試験には従来から動物実験が採用されてき
たが，動物の種差によるバラツキもあるため，ヒトの
代謝活性因子を導入した本試験法は，スクリーニング
試験として今後の発生毒性の存在を従来法と比べて，
ヒトへの予知性がさらに高められる可能性が大きいも
のと期待できます．

６．動物実験代替法による生物学的評価の世界情勢

　細胞を用いた生物学的評価法は，動物実験の場合と
比べて，時間的，経済的，統計的に有利であるとされ
ています．また，ヒトと他の動物では異なることが多
いのも事実です．もちろん細胞を使った実験には限界
もありますが，動物の種差や種固有の寿命によるデー
タの変動も無視できません．さらに，新規合成される
天文学的な数の化学物質を調べることや，様々な動
物実験の限界 23）もあることから，細胞を使用したin 
vitro スクリーニング試験法が社会的に求められてい
ます．さらに，動物愛護の立場からも実動物数の削減

などにも有効であると考えられています．そのため動
物実験代替法は先進国を中心にさかんに研究されてい
ます．
　動物実験代替法は当初化粧品業界を中心に注目さ
れていましたが，医薬品，医療機器（機器だけでは
なく歯科材料も含みます），一般化学物質等の安全性
評価のためにその開発が必要であるとされておりま
す．そのため，OECD（経済協力開発機構），ISO（国
際標準化機構），ICH（日米 EU 医薬品規制調和国際
会議）などの国際機関でも多くの動物実験を代替す
る各種試験法が新たに提案されています．これらの
代替法の開発やバリデーションを促進するため，欧
州では ECVAM（欧州代替法評価センター）が設立
され，すでに化粧品については一部の実験を除いて動
物実験は全面的に禁止されています．また，米国で
も ICCVAM（動物実験代替法に関する評価を行う複
数省庁の合同委員会）が設立され，また具体的な動物
実験代替法を評価する NICEATM（代替法評価に関
する毒性学プログラム省庁間センター）によってより
活発化されてきました．本邦でも厚生労働省の傘下に
JaCVAM（日本動物実験代替法評価センター）が設
立されています．国際的な動物実験代替法の技術革新
の流れは大きく，化学物質の安全性再評価と動物実験
代替法の技術革新を求めた欧州の REACH（化学物質
の登録，評価，認可および制限）規制は，欧州で販売
されている化学物質で，新規に合成された化学物質や
天然の化学物質を含めて，すでに市販されているすべ
ての化学物質に動物実験代替法で生物学的安全性評価
を行うことが定められています．日本国内の輸出産業
に大きな波紋が及んでいます．先進国では安全性情報
のない化学物質，一般の工業製品，医薬品，医療機器
は製造・輸入・使用が出来なくなり，「安全性なくし
て市場なし」という段階にまで来ています．これらの
動物実験代替法の国際的な流れは，国際標準や国際指
針にも採用されています 3Rs（実験動物の苦痛軽減：
Refinement，使用量の削減：Reduction，動物実験代
替法の使用：Replacement）の促進で，これらは現実
的に動物実験の遂行を根本としています．そのため，
動物実験自体を認めない動物愛護団体の主張とは根本
的に異なります．
　このように，細胞を使用した生物学的評価は動物実
験代替法として近年世界的にも着目されています．新
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規開発とヒトに対する安全性評価の両面で ES 細胞や
iPS 細胞の研究応用が可能です．将来の研究目標とし
てこれらには大きな研究の発展性が望めます．

7．結　論

　インプラントは再生医学と密接に関連しています．
骨再生も再生医学の重要な柱の１つです．今回，「骨
再生を科学する」と題したテーマでインプラントと骨
との関係をより理解して頂ければ幸いです．
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Abstract

Titanium surfaces facilitate osseointegration of dental implants. We evaluated the effect of modified titanium 
nanosheet surfaces (TNS) on osteogenic differentiation of rat bone marrow mesenchymal stem cells (BMMSCs). 
Sodium hydroxide (NaOH) solutions of various concentrations (2.5, 5, 7.5, 10 and 12.5 M) were used to each na-
noscale network structures of varying topographies on the surfaces of titanium disks. Alkali treatment of tita-
nium surfaces significantly enhanced BMMSC differentiation and osteogenesis, with the most significant effect 
at 10 M NaOH. These results indicate that nanoscale structures of TNS improve BMMSC differentiation into 
osteocyte cell lineages, and suggest ways to improve the clinical performance of dental implants.

Keywords: nano structure, titanium, implant
(J Bio-Integ 6 : 17 - 26, 2016.)

1. Introduction

Considerable research has been devoted to improv-
ing the performance of dental implants with the aim 
of accelerating and maintaining their integration into 
hard and soft tissues and/or extending their range of 
application. Surface characteristics of the implant ma-
terial affect the rate and extent of osseointegration.1) 
Vandrovcova et al.2) have recently reviewed the posi-
tive effects of surface-modified materials on the adhe-
sion, growth, and osteogenic differentiation of cells, 

and thus the in vivo integration of implants into bone 
tissue and maintenance of their secondary stability.
    The survival of osteogenic cells is anchorage-depen-
dent; therefore, it is desirable to enhance early bone 
differentiation of mesenchymal cells and improve os-
seointegration of the titanium implant.3-8) Nanostruc-
tural modifications of implant surfaces can accelerate 
hard-tissue engineering through improved initial cell 
surface attachment and osseointegration.9-11) In gen-
eral, surface modifications may decrease the period 
required for osseointegration of any implant material.
    Surface modifications that increase surface area 

　Accepted for publication 17 June 2016
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and create a finer surface roughness can facilitate 
improved tissue-titanium mechanical interlocking.12) 
Nanoscale surface features may also directly affect 
osteogenesis through biomimicry; modified alloplastic 
surfaces better replicate the natural cellular environ-
ment at the nanometer level.10,11,13)

    We recently reported that treatment of titanium 
surfaces with 10 M aqueous NaOH solution yielded 
titanium nanosheet structures (TNS).15) The duration 
and temperature of treatment and the alkali concen-
tration used affected the topography of TNS.16-19) The 
objectives of the present study are to investigate 
changes in the roughness and surface features of tita-
nium nanosheets induced by various alkali concentra-
tions over time, and the influence of these features 
on the osteogenic differentiation of rat bone marrow 
mesenchymal stem cells (BMMSCs). To the best of 
our knowledge, this is the first study to evaluate the 
effects of titanium surfaces with nanoscale network 
structures induced by various alkali concentrations 
on osteogenic differentiation.

2. Materials and Methods

1) Titanium sample preparation
Titanium disks (15 mm in diameter and 1 mm thick) 
of commercially pure grade 2 titanium were pre-
pared by machining (Daido Steel, Osaka, Japan). After 
ultrasonic cleaning, disks were immersed in aqueous 
NaOH solutions of various concentrations (2.5, 5, 7.5, 
10 and 12.5 M) and placed in an oil bath maintained at 
30°C for 24 h. Untreated titanium disks were used as 
controls. The solution in each flask was replaced with 
ion exchange water (200 mL), repeatedly until the so-
lution reached a conductivity of 5 µS/cm. Samples 
were then dried at room temperature. Samples in this 
study are referred to as control, 2.5 M, 5 M, 7.5 M, 10 
M, and 12.5 M.

2)  Characterization of titanium surface fea-
tures

The surface of the samples was examined by scan-

ning electron microscopy (SEM; S-4800; Hitachi, To-
kyo, Japan) at a 3kV accelerating voltage covered 
with carbon and atomic force microscopy (AFM; 
SPM-9600; Shimadzu Tokyo, Japan) over 10 × 10 µm 
and 500 nm × 500 nm area.

3) Cell culture
Rat bone marrow (RBM) cells were isolated from 
the femurs of 8-week -old Sprague-Dawley rats. This 
study was performed in accordance with the Guide-
lines for Animal Experimentation at Osaka Dental 
University (Approval No. 13-02039). Briefly, rats were 
euthanized using 4% isoflurane, and the bones from 
the hind limbs were aseptically excised. The proxi-
mal end of the femur and distal end of the tibia were 
clipped. A 21-gauge needle (Terumo, Tokyo, Japan) 
was inserted into the resulting hole at the knee joint 
of each bone, and the marrow was flushed from the 
shaft with culture medium, comprising Eagle’s mini-
mal essential medium (EMEM; Wako Pure Chemical 
Industries, Osaka, Japan) supplemented with 10% fe-
tal bovine serum (FBS; Invitrogen, Life Technologies, 
Carlsbad, CA, USA), 500 U/mL penicillin (Cambrex 
Bio Science Walkersville, Walkersville, MD, USA), 500 
µg/mL streptomycin (Cambrex Bio Science Walkers-
ville), and 1.25 µ  µg/mL fungizone (Cambrex Bio 
Science Walkersville). Bone marrow pellets were dis-
persed by trituration, and the cell suspensions from 
all bones were combined in a centrifuge tube. Rat 
bone marrow cells were cultured in 75-cm2 culture 
flasks (Falcon, Becton Dickinson Labware, Franklin 
Lakes, NJ, USA) in culture medium.
    After reaching confluence, cells were dissociat-
ed from flasks by trypsinization, washed twice with 
phosphate buffered saline, resuspended in culture 
medium, and seeded at a cell density of 4×104 cells/
cm2 into 24-well tissue culture plates (Falcon) contain-
ing alkali-treated or control titanium disks. Cells were 
cultured at 37°C in a humidified atmosphere of 5% 
CO2/95% air.
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4) Cell differentiation
Cells on test and control titanium disks were cul-
tured until they reached confluence. , after which 
the extant medium was replaced with differentiation 
medium containing 10% FBS and osteogenic supple-
ments of 10 mM β-glycerophosphate (Wako), 80 mg/
mL ascorbic acid (Nacalai Tesque, Kyoto, Japan), and 
10 nM dexamethasone (Nacalai Tesque). Differentia-
tion medium was replaced every second day.

5) Real-time PCR analysis of gene expression
The expression of osteogenesis-related genes was 
evaluated using a real-time TaqMan RT-PCR as-
say (Life Technologies). RBM cells were seeded at 
4×104 cells/cm2 and cultured for 3 and 7 days on 
alkali-treated or control titanium disks. Total RNA 
was isolated using RNeasy Mini Kit (Qiagen, Valencia, 
CA, USA). Aliquots (10 µL) of RNA from each sam-
ple were reversed--transcribed into cDNA using the 
PrimeScript RT Reagent Kit (TaKaRa, Tokyo, Japan). 
The expression levels of osteogenesis-related genes, 
including alkaline phosphatase (ALP), osterix (OSX), 
bone morphogenetic protein (BMP), and osteopontin 
(OPN), were quantified using a StepOne Plus Real-
Time PCR System (Applied Biosystems, Foster City, 
CA, USA). Briefly, 5 µL of TaqMan Fast Universal 
PCR Master Mix, 1 µL of the primer probe set, 1 
µL of sample cDNA, and 3 µL of DEPC water (Nip-
pon Gene, Tokyo, Japan) were added to each well of 
a Fast 96-well Reaction Plate (0.1 mL well volume; 
Applied Biosystems)., PCR reaction conditions were 
40 reaction cycles of [95°C for 1 s and 60°C for 20 
s]. Gene expression levels were quantified using the 
ΔΔCt method20), and the gene expression level of each 
test case was expressed relative to the corresponding 
gene expression level of the negative control case.

6) Statistical Analysis
The evaluation was triplicated. The significance 
of differences among groups was evaluated using 
one-way analysis of variance, followed by post-hoc 
Tukey’s test. Results are shown as mean ± standard 

deviation, calculated from the quantification of five 
randomly selected regions of each sample. Differenc-
es were considered to be statistically significant at 
P<0.05.

3. Results

1)  Surface properties of alkali-treated titani-
um disks

Fig. 1 shows surface views of control and alkali-treat-
ed titanium disks (2.5, 5, 7.5, 10 and 12.5 M NaOH) 
imaged by scanning electron microscopy (SEM) and 
atomic force microscopy (AFM). High- magnification 
SEM imaging revealed details of the self-organization 
of TNS into porous network structures induced by 
alkali treatment. The sizes of pores of TNS structures 
decreased with increasing NaOH concentration, from 
2.5 to 10 M NaOH, but increased at 12.5 M. The poros-
ity of TNS structures was also more inhomogeneous 
with 12.5 M NaOH treatment. Decreasing porosity 
of TNS structures with increasing NaOH concentra-
tion (from 2.5 to 10 M; 2.5-a, 5-b, 7.5-c, 10-d and 12.5 M 
NaOH-e) was also observed by AFM analysis (Figure 
1). The average roughness (Ra) of TNS structures de-
creased from 2.5 to 10 M NaOH, but increased again 
with 12.5 M NaOH (Table 1).

2)  Effect of titanium surface topography on 
osteoinduction

The expression levels of four osteogenesis-related 
genes, ALP, OSX, BMP, and OPN, were assessed by 
quantitative reverse transcription polymerase chain 
reaction (RT-PCR) (Figs. 2–5). In general, alkali treat-
ment of titanium disks with different NaOH concen-
trations, which induced different surface topographies, 
influenced the differentiation of rBMMSCs. ALP and 
OSX mRNA levels in BMMSCs at day 3 post-differen-
tiation inversely correlated with the average rough-
ness of TNS structures (Figs. 2, 3). Expression levels 
of these genes increased from 2.5 to 10 M NaOH and 
decreased at 12.5 M. BMP and OPN mRNA levels in 
BMMSCs at day 7 post-differentiation also inversely 
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correlated with the average roughness of TNS struc-
tures (Figs. 4, 5). BMMSC differentiation was highest 
on titanium disks treated with 10 M NaOH.
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4. Discussion

Osseointegration depends on the surface character-
istics of titanium dental implants, such as their mor-
phology and chemical composition.21,22) Modification of 
implant surfacess can enhance integration with the 
surrounding hard tissue. Therefore, understanding 
the effects of nanoscale topographies on the early and 
late differentiation of bone precursor cells can help 

to reveal the basic principles of osteoinduction and 
improve osseointegration.
    In the present study, titanium disks were treated 
with various concentrations of NaOH induce differ-
ent TNS surface features (i.e., surface roughness and 
porosity of network) and analyzed by SEM and AFM. 
In general, BMMSC differentiation was shown to be 
sensitive to surface features. Expression levels of rat 
bone marrow cell differentiation markers, ALP, OSX, 
BMP and OPN, increased in cells cultured on tita-
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cal topographies of bone tissues were produced by 
etching followed by anodization. Hierarchical artificial 
structures that mimic the nanoscale architecture of 
natural tissues may provide a more suitable surface 
topography for RBM cell adhesion, proliferation, and 
differentiation than non-hierarchical structures.
    We also investigated the effect of titanium sur-
face topography on osteogenic induction in vitro. 
ALP expression is an early marker of osteoblastic 
differentiation,31) and ALP activity is elevated in cells 
cultured on NaOH-treated titanium surfaces.32,33) OSX 
and Runx2 are key transcription factors in osteoblast 
differentiation, and the upregulation of Runx2 mRNA 
expression is required for rat bone marrow cell dif-
ferentiation into osteoblasts on modified titanium sur-
faces.18)

    OSX is also upregulated by material surface-
modifications. BMP, a member of the transforming 
growth TGF-β superfamily, was found to be a po-
tent osteoinductive growth factor in studies that 
used similar surface modification methods as the 
present study.33-36) BMP expression is also upregulat-
ed on modified surfaces with nanoscale features37,38) 
which was confirmed in the present study. OPN is 
an acidic member of the small integrin-binding li-
gand N-linked glycoprotein (SIBLING) family of ex-
tracellular matrix proteins/cytokines that undergoes 
extensive posttranslational modifications, including 
phosphorylation, glycosylation, and cleavage, which 
yield  variants ranging in molecular mass from 25 to 
75 kDa. Although OPN profoundly impacts the uter-
ine-placental microenvironment and pregnancy, the 
mechanistic functions of this multifaceted and impor-
tant protein have not been well characterized OPN 
expression were in agreement with previous studies. 
A few studies have also shown that nanostructured 
surfaces enhance OPN expression is also upregulated 
by nanoscale surface features39) which was also con-
firmed in this study.
    Our results indicate that nanoscale surface fea-
tures of titanium, alloy materials influence RBM cell 
differentiation into osteoblasts and suggest the impor-

nium disks treated with increasing concentrations of 
NaOH, and were inversely correlated with the aver-
age roughness of TNS structures. Osteoinduction was 
highest for cells grown on titanium surfaces treated 
with 10 M NaOH. Our results indicate that the differ-
entiation of BMMSCs into osteoblasts is influenced by 
the surface features of the implant material.
    In general, a better understanding of the surface 
roughness and topography of modified titanium sur-
faces is required to discuss wettability.23) Ra is widely 
used to describe the roughness of implant surface.24) 
The Ra of titanium disk surfaces decreased from 
2.5 to 10 M NaOH but increased with 12.5 M NaOH. 
High-magnification SEM imaging also revealed that 
similar homogeneous porous network structures 
were formed by alkali treatment, but the size of pores 
decreased with increasing alkali concentration. How-
ever, porous network structures were less homoge-
neous in titanium disks treated with 12.5 M NaOH. 
This is consistent with previous studies that showed 
decreased contact angle of liquids on porous TiO2 
matrices, indicating increased adsorption.25,26) Param-
eters describing spatial surface variation are also re-
quired to characterize material surfaces. Pattanayak 
et al. demonstrated that even surfaces that appear 
smooth at the micrometer scale could have consider-
able roughness at the nanometer scale.27) Recent re-
search showed that treatment of titanium with aque-
ous NaOH solutions induces rough nanoscale surface 
features,12,28) which was confirmed in this study. SEM 
imaging of titanium disks in the present study also 
revealed the absence of cracks.26)

    Fujino et al.29) demonstrated that compared to un-
treated titanium disks, alkali-modified titanium alloy 
disks were more hydrophilic and exhibited markedly 
improved wettability. In addition, Xing et al.30) and 
Fujino et al.29) reported that surface features between 
13 nm and 16 nm were optimal for rat bone mar-
row cell. Nanostructures formed on titanium disks 
in the present study are similar to those reported 
by Lingzhou et al.1 Hierarchical titanium surface to-
pographies that mimic the self-organized hierarchi-
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tance of surface topography to the osseointegration of 
dental implants.

5. Conclusion

Using titanium surfaces with nanoscale topographies 
that mimic biomineralized matrices, we examined the 
effects of surface topography on the differentiation of 
rat BMMSCs into osteoblasts. Increasing concentra-
tions of aqueous NaOH solutions induced nanostruc-
tures of decreasing porosity with the exception of 
12.5 M NaOH, and in general, TNS nanostructures 
induced by alkali treatments enhanced osteoinduc-
tion. The differentiation of BMMSCs was inversely 
related to the average roughness of titanium sur-
faces, and highest on titanium surfaces treated with 
10 M NaOH. These results suggest the importance 
of surface topography to the clinical performance of 
dental and other bone implants.
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抄　録

　本研究では純チタン金属への浸漬アルカリ濃度の変化がラッ
ト骨髄細胞の遺伝子発現に与える影響について比較，検討を
行った．
　対照群として＃2000 まで研磨した JIS 規格 2 級の純チタン
金属を使用した．実験群としては室温で 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5 M
の水酸化ナトリウム水溶液に同チタンを 24 時間浸漬し，イオ
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ン交換水にて導電率が 5 µS/cm 以下になるまで洗浄を行った
後，自然乾燥にてチタン金属表面に TNS を析出させたものを
用いた．各群の純チタン金属表面はSEM，AFMにて観察を行っ
た．次に，実験動物として生後 8 週齢の SD 系雄性ラットの両
側大腿骨から骨髄間葉細胞を採取後，初代培養を確立しその 3
代目を実験に供した . すなわち，細胞を両群に 1 穴あたり 4 ×
104 個ずつ各試料上に播種した．また，各種プレートを骨分化
誘導培地に置換し，培養開始 3，7 日後の ALP mRNA, OSX 
mRNA, BMP mRNA および OPN mRNA の発現をリアルタ
イム PCR 法にて分析した . 統計学的解析には，各測定値に一
元配置分散分析を行った後，有意差を認めた場合 Student–
Newman–Keuls 法を用いて検定を行った．有意水準は 5% と
した．
　SEM の所見では，浸漬濃度の上昇とともにネットワーク構
造が形成され，10 M で構造が均一化し，12.5 M への浸漬では
不均一な構造となった．SPM の所見では，ノジュールのスケー
ルが濃度の上昇とともに小さくなり，10 M では Ra が 13 nm
を示し，12.5 Mでは16 nmと高い値を示した．全ての遺伝子マー
カーは全計測時間において実験群で対照群より有意に高い値を
示し，10 M の浸漬で最も高い値を示した．
　以上の結果より，純チタン金属を 10 M 水酸化ナトリウム水
溶液へ浸漬することによってラット骨髄細胞の遺伝子発現の向
上が大いにはかられることが明らかとなった．
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嚥下と話しことばの進化

西村　剛

The evolution of swallowing and speech faculties

Takeshi Nishimura

Abstract

Human speech depends on an ability of rapid and flexible modifications of the supralaryngeal vocal tract (SVT) in 
volume and shape, through voluntary regulation of the vocal apparatuses. The two-tube system of the SVT is one 
of the physical contributions to such sophisticated movements, while this anatomy potentially increases a risk 
of aspiration and required evolutionary modifications in swallowing physiology: human epiglottis bends to cover 
the inlet of the laryngeal cavity during the food bolus pass through the pharynx to esophagus. The evolutionary 
modifications in anatomy and physiology are believed to have simultaneously occurred in human lineages, as an 
adaptation to speech evolution. Recent advances in empirical studies on the development of the SVT anatomy 
in nonhuman primates, including chimpanzees and macaques, suggest that human-type of swallowing is shared 
by apes including chimpanzees, and endorse the idea that many of the separate biological foundations of speech 
had evolved independently before the origin of human beings, under different selection pressures unrelated 
to speech. Such efforts in comparative anatomy and physiology are expected for our better understanding on 
the mosaic processes of the speech evolution, and could contribute greatly to exploring the long “evolutionary 
history” of speech and language.

(J Bio-Integ 6 : 27 - 30, 2016.)

　京都大学霊長類研究所
　Primate Research Institute, Kyoto University

１．霊長類のなかのヒト

　ヒトは、現在約 350 種いる霊長類の一種である。霊
長類は、6500 万年前頃に、樹上で暮らす哺乳類のグ
ループ（目）として繁栄の第一歩を踏み出した。恐竜
の時代といわれる中生代が終わり、哺乳類の時代であ
る新生代が始まったばかりの頃である。
　現生の霊長類は、曲鼻猿類と直鼻猿類の２つのグ

ループに大別される（図 1）1）。曲鼻猿類は、キツネ
ザル類やロリス類といった、原始的な特徴を多く保持
しながら進化してきた、あまり猿らしくないグループ
である。もう一方の直鼻猿類は、東南アジアに生息す
る夜行性のメガネザル類と、昼行性になった真猿類が
含まれる。真猿類は、中南米に生息する新世界ザル（広
鼻猿）、ニホンザルやサバンナモンキーなどアフリカ
とユーラシアに生息する旧世界ザル、ヒトやチンパン
ジー、テナガザルなどのホミノイドを含む。

　Accepted for publication 10 June 2016
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　人類は、約 700 万年前にアフリカでヒトとチンパン
ジーの共通祖先から分かれて、かかとを地につけて二
本足で歩くことを常態とするようになった霊長類であ
る 2）。アウストラロピテクス類などを含む鮮新世の人
類は、アフリカ大陸にのみに生息する“ふつう”の霊
長類だった。更新世になると、Homo 属（いわゆる原人）
が現れ、石器や火を使い、アフリカを出て広くユーラ
シアに生息域を拡大した。約 50 万年前にネアンデル
タール人が現れ、そして、約 25 万年前にアフリカで
われわれヒトHomo sapiens の祖先が現れて、再びア
フリカを出て、他の人類にとって代わって、汎地球的
に生息する特異な霊長類となった。

ションの一つの型にすぎない。その特異的な点は、１
息のような短い間ですら、多くの異なる音をすばやく
連続的に発することである。言語の発達には、親など
周囲の大人からの言語による大量の働きかけとそれに
対する反応－コミュニケーション－が不可欠である。
現生のヒトのいかなる集団でも話しことばがあるとこ
ろを鑑みると、言語進化には、その優れた媒体として
の話しことばの進化が欠かせなかったのだろう。
　話しことばとサル類の音声は、ともに、肺や喉頭、舌、
下顎、唇などからなる音声器官と総称される一連の器
官の協働によって作り出されており、その解剖学的構
成と音声生理メカニズムは共通する（図 2）3-4）。音源
は、呼気流により声門にある声帯が振動して作られる

（図 2）。この音源は、最も低い基本周波数のパワーを
最大とし、その倍音成分のパワーは周波数が高くなる
につれて単調に小さくなる単純な空気の擾乱である。
その音は携帯電話のバイブレーションのようなもので
ある。その音源により、声門から唇にいたる声道空間
を満たす空気が、その容積や形状によって決まる共鳴
特性に応じた周波数で共振（共鳴）することによって、
我々が耳にする音声が作られる（図 2）。共鳴により
音源にある特定の周波数成分が強調される一方、その
他の周波数成分が減衰される。その強調された周波数
成分をフォルマントといい、その分布パターンにより
母音の種類が決まる（図 3）。話しことばの特異性は、
舌や下顎などを動かして、声道形状をすばやく連続的
に変えられることによっているといえる。

図１：霊長類の分類と系統進化

図２：音声生成のメカニズム
２．話しことばとサル類の音声

　ヒトのおしゃべりを、話しことば（speech）とい
う 3-4）。話しことばは言語コミュニケーションの媒体
の一つであり、サル類にみられる音声コミュニケー
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３．話しことばと声道の二共鳴管構造

　ヒトの声道は、その形状をすばやく変えるのに適し
た「二共鳴管構造」になっている 3-4）。声道は、口峡
を境に、それより奥の咽頭腔（図 3、薄灰色の部分）
と唇よりの口腔（図 3、濃灰色の部分）に分けられる。
ヒトの声道は、同じくらいの長さと容積をもつ口腔と
咽頭腔が直角に配置されている（図 3）。とくに、咽
頭が長く、喉頭から伸びる喉頭蓋と軟口蓋が離れてい
る点が特徴的である。さらに、舌が丸く、その中にあ
る各筋の走行が直交するので、舌の形状の可変性が高
い。これらの特徴により、舌を少し変形させるだけで、
口腔と咽頭腔という２つの共鳴管の形状を、それぞれ
独立的にすばやく変形させやすい。
　サル類の声道は、ヒトのものとは大きく異なって
いる（図 3）。咽頭腔が口腔に対してひじょうに短く、
喉頭蓋が軟口蓋と接するほど近い。その声道形状にあ
わせて、舌が前後方向に長細い形状を呈していおり、
舌の形状が主として前後方向にしか変化しない構造で
ある。サル類の声道は、「一共鳴管構造」といっても
よいだろう。そのような解剖学的制限より、サル類は、
ヒトに比べて母音型音声を作りだし、操作する能力が
かなり劣る 3-4）。
ヒトの赤ん坊の声道は、サル類のものとよく似ている

（図 3）。乳幼児期に、舌骨をともなって喉頭が首に沿っ
て下がるので、咽頭が長くなり、喉頭蓋が軟口蓋から
離れる。そうして、９歳頃までにはオトナ並みの声道
が完成する。この喉頭下降と同調して話しことばの音
響学的特徴が発達する。

４．ヒト型嚥下メカニズムの進化

　話しことばに適した形態へと進化してきた音声器官

は、音声生成だけを担っているのではない。むしろ、
音声器官は、より生命維持に関わる重要な呼吸や咀
嚼、嚥下などの生理学的機能を担っている。咽喉頭は、
そもそも嚥下と呼吸の調整を担う器官として進化した
5-6）。そのもっとも重要、かつ原初的な機能は、嚥下物
が誤って気管に入らないように防ぐことである。喉頭・
喉頭蓋の下降と長い咽頭は、サル類にはない新たな誤
嚥防止メカニズムを必要とする。
　咽頭は、背側の鼻腔から腹側の気管へ空気が入って
くる呼吸道と、腹側の口腔から背側の食道へ食べ物や
飲み物が入ってくる嚥下道が交差する空間である。多
くのサル類や草食性動物では、口腔から入ってきた嚥
下物は、口蓋垂のあたりで、喉頭蓋にあたる。その喉
頭蓋が船の舳先のようにはたらいて、嚥下物は、そこ
で分かれて、喉頭の両側にある梨状窩とよばれる溝へ
と流れて、食道へと進む。一方、吸気は、内鼻孔から
そのまま喉頭、気管へと流れる。つまり、嚥下道と呼
吸道が喉頭で立体交差しており、嚥下中でも呼吸を止
めずに入られる 6）。ところが、ヒトでは、呼吸道と嚥
下道がともに長い咽頭を経由するので、そこで、二つ
の通り道が平面交差している。そのために、喉頭蓋が
舳先のようなはたらきをすることができず、サル型の
嚥下システムのままでは、誤嚥のリスクが大きくなっ
てしまう。そこで、ヒトでは、喉頭前庭の閉鎖、声門
の閉鎖、そして、嚥咳反射に加えて、嚥下時に、喉頭
を上げて、喉頭蓋で気管の入口（喉頭）にふたをし
て、物理的に誤嚥を防止するメカニズムが備わってい
る 6-7）。
　このヒト型嚥下メカニズムは、人類系統において、
二共鳴管構造の進化とともに１つのパッケージとして
現れ、成立したと考えられてきた 4）。ところが、MRI
を用いた研究から、チンパンジーでも、喉頭蓋が軟口
蓋と離れ、ほどほどに長い咽頭が形成されることがわ
かった 8）。類人猿も、その長い咽頭で安全に嚥下をす
るためには、ヒト型の嚥下メカニズムを必要とすると
考えられる 8-9）。一方、ニホンザルでも同様の研究が
進んだが、ニホンザルではそのような形態変化はない
ようである 10）。類人猿は、他のサル類に比して、果
実食への依存が高いので、流動性が高い食べ物を飲み
込む際に誤嚥を確実に防ぐ仕組みは、進化的に有利
だったのかもしれない。
　ヒト以外の霊長類、特に類人猿の嚥下システム自体

図３：サル類とヒトの声道形状
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は、技術的な困難さがあり、実証的な研究はなく、今
後の研究が期待される。しかし、話しことばの生物学
的基盤は、人類系統以前の話しことばとは関係のない
適応を経て進化してきたものと、人類系統での形態進
化が、モザイク的に積み重なって完成したとする進化
プロセスを強く支持する。

５．おわりに

　生物における器官形態とその機能の進化は、祖先型
にある手近なものを流用して変化を重ねてきた結果で
ある。ゆえに、そこには、祖先型の形態とそれが担っ
てきた機能の残滓が色濃く残っている。それは、言語
や話しことばも例外ではない。その進化史を完成させ
るには、話しことばの霊長類的または哺乳類的基盤を
一つ一つ整理し、その基盤の適応的意義を明らかにし、
それらを系統進化の樹に積み上げていく必要がある。
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抄　録

　ヒトの話しことばは、声道形状のすばやい連続的な変化に
よっている。そのようなヒト特異的な操作は、声道の二共鳴管
構造によって支えられているが、その形態進化は誤嚥リスクを
増す可能性があるので、嚥下システムの進化的変化を要する。
つまり、ヒトでは、嚥下時に喉頭蓋を倒して、喉頭口を覆い、
嚥下物はその上を通過する。この声道の形態進化と嚥下の機能
進化は、人類系統で話しことばの適応的進化として一つのパッ
ケージとして考えられてきた。しかし、我々のサル類における
声道の形態発達に関する研究により、類人猿でもヒトと同様の
形態発達がみられ、嚥下システムの発達変化があると示唆され
た。この発見は、話しことばの進化を支える生物学的基盤に関
しては、人類系統以前の霊長類の進化過程において、話しこと
ばとは関係のない個々の適応的進化によって現れた可能性を強
く示唆する。それらの別の進化の産物が、人類系統でモザイク
的に組み合わさって話しことばが進化したのだろう。今後、サ
ル類における比較形態学的、比較生理学的アプローチが、話し
ことばの進化プロセスを明らかにしていくと期待される。



31 ●

●研修講座

インプラントをして良かったと思ってもらえる
インプラントオーバーデンチャー

前田　芳信

Implant overdentures which will provide patient 
satisfaction for having implants

Yoshinobu Maeda

　大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座
　有床義歯補綴学・高齢者歯科学分野

１．なぜ欠損補綴は必要か

　欠損を補うことでどのような効果が期待できるの
か．単に失った歯や顎骨を人工物で補うことが欠損補
綴の目的ではなく，咀嚼機能を回復しつつ残存組織を
保全することが大切な目的となる．では機能を回復す
ることにはどんな意味があるのだろうか．咀嚼機能の
回復を通して，QOL の維持，向上が図れるだけでな
く全身の運動機能（特に下肢の機能）の維持が図れる．
これは運動のためには筋力の維持が大切であり，その
筋組織を維持するためにもタンパク質を中心とした栄
養の摂取が不可欠だからである．こうすることで 80
代になり通常は衰えるとされる筋力を維持することが
でき，その際にインプラントが大きな役割を果たす可
能性がある（図 1）．
　Inomata ら 1）の報告においては，大臼歯部での限
られた欠損を有した場合でも，義歯を装着している人
の方が，ビタミン類，線維性食品など抗腫瘍食品と
される食品の摂取量が有意に多いことも報告されて
いる．また Müller ら 2）の報告によれば，平均年齢 85
歳の無歯顎グループに対して通常のコンプリートデン
チャーとインプラントオーバーデンチャーを提供した

結果では，やはりインプラントオーバーデンチャーに
おいて QOL の向上が認められただけではなく，咀嚼
筋の断面積が増加したとされている．

図１： 各ライフステージにおける歯科の役割．縦軸は全身の筋
力で，20-25 歳でピークを迎えるが，咀嚼を介して適切
な栄養摂取を行えば筋力を保った状態で高齢期を迎える
ことが可能となる．

(J Bio-Integ 6 : 31 - 34, 2016.)

　Accepted for publication 20 June 2016
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２．インプラントをしていて良かったと思っても
らうためには

　インプラント治療を希望する人は以下のような点を
期待している．
それらは
　・ 人から人工の歯や義歯であることが分からないよ

うにしたい
　・ 気持ちよく食事ができ，かつ口のなかを簡単に清

掃したい
　・ 時間と費用をかけるのだからできるだけ長期に利

用したい
などである．言い換えれば，インプラントが常に役立っ
ていると実感を持ちたいということになる．
　しかし長期的には，全身的な変化も生じ，他の部位
の残存歯を始めとした口腔内の環境も変化すると考え
るべきである．インプラント補綴の部位においても，
一部のインプラントに問題が生じる可能性もある．こ
のような場合，たとえインプラントの数が減っても有
効に利用できる方法を考えておくことが大切になる．
後述するインプラントオーバーデンチャーの立場から
すれば，たとえ１本のインプラントでも大きな意味が
あり，利用効果があるからである．

３．長期なインプラント症例では何が起こると考
えるべきか

　インプラント補綴や残存歯に何事も生じずに経過す
ることが理想ではあるが，現実には長期に経過を追え
ば次のような問題事象が生じる．早期に対応できるよ
うに準備しておく必要がある．それらは
　①アバットメントスクリューの緩み
　②咬合面材料，前装部のチッピング，破折
　③インプラント周囲粘膜炎，インプラント周囲炎
　④残存歯の移動，挺出
　⑤残存歯の喪失
　などが，主なものとして挙げられる．
　①②に関してはインプラントとアバットメントがス
クリューで固定されている場合が多いので，経過観察
の場合に締めなおす，あるいは必要があれば上部構造
をはずして修理する必要がある．その際に早期接触や

咬合干渉などの原因の除去も必要になる．③に関して
は，様々な原因が論じられているが，基本的に毎日の
清掃ならびに定期的な PMTC が重要になる．④には
上部造構造をスクリュー固定にすることで対応でき
る．
　問題は⑤であり，この場合追加でインプラントを埋
入することができない場合がほとんどある．固定性イ
ンプラント上部構造で生涯を全うできるのが理想だ
が，次のような状況を想定する必要がある．
　・固定性上部構造を利用して残存歯の欠損を補綴する
　・固定性上部構造を可撤性上部構造に改変する

　その意味から固定性インプラント上部構造を支台と
したパーシャルデンチャー，あるいはインプラント
を固定性から可徹性の上部構造であるオーバーデン
チャーに改変移行することも考えておくべきである．

４．なぜインプラントオーバーデンチャーなのか

　IOD とすることでインプラントを利用することに
おいては，比較的外科的な侵襲を少なくし，かつ初期
費用も低減しつつ次のような利点が得られる．
　① 義歯の動きを小さくでき，義歯の支持，把持，維

持を向上できる．
　　 義歯床が粘膜面上に存在するために生じる沈下，

回転，側方移動などの動きは，インプラントが存
在することで抑制でき，さらにアタッチメントを
介して維持も増強できる（図 2）．

図２： インプラントオーバーデンチャーでは義歯の回転，沈下，
側方移動を抑制できる．
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　② 顎骨を保存できる（生物学的コスト３を低減させ
る）．

　　 顎堤の吸収は義歯により機能を果たすことの代償
（生物学的なコスト）と考えた場合，インプラン
トを埋入することで周囲の骨の維持が期待でき，
顎堤の吸収も抑制できる．

　③清掃性を向上させる．
　　 可撤性上部構造であり，清掃が容易である．しか

し適切に清掃ができているかを確認し，指導する
必要がある．

　④改変が容易にできる．
　　 顎堤の吸収や，咬合面の変化が生じた場合，ある

いは一部インプラントを喪失した場合でも即時に
対応ができる．

５．インプラントオーバーデンチャーが成立する
ための条件

　インプラントオーバーデンチャーは単にインプラ
ントを義歯で被覆するというものではなく，まず上
部構造となる義歯が「適合，外形，咬合，剛性」の
点で適切であることが前提となる．くしくも Naert
らのグループが論文のタイトルに「Planned implant 
overdenture」3）と記載しているように，まずオーバー
デンチャーとしてしっかりと考えた設計と製作をしな
ければならない．
　下顎の場合インプラントは 2 本で両側の犬歯と側切
歯間に埋入して単独で利用することが効果的である

が，可能であればさらに両側臼歯に 1 本を埋入し全体
で 4 本による多角形を構成すると安定した咬合支持の
獲得が期待出来る．
　この場合吸収の進んだ下顎骨では筋力が作用する
と，単独の骨なのでねじれを伴う変形を生じる可能性
があり固定性よりも可撤性の上部構造が適している．
上顎の場合，複数の骨から構成されているため，より
多くのインプラントが必要になり，両側の犬歯部，小
臼歯部に合計 4 本，さらに大臼歯部に埋入して合計 6
本のインプラントを用い，かつそれらを連結すること
が推奨される（図 3）．

　インプラントオーバーデンチャーの製作に関しては
以下の点を考慮して進める．
　（1）合理的な製作手順で製作する
　　　 　少なくともワックスデンチャーまで製作し，

これをもとにガイド製作し埋入するインプラン
トの数，位置，深さ，方向を考える．

　（2） インプラント数，位置，将来の改変に応じたア
タッチメントを選択し，必要な床のリリーフを
設定する

　　　 　インプラントに接する床は沈下せず，粘膜支
持部が沈下するのでインプラントの数と位置に
よって義歯床の動きは異なる．これに合わせた
アタッチメントを選択し，その動きを許容する
ための必要なリリーフを床に行う．

　（3） 義歯の動きを最小限にする人工歯の排列，咬合
の調整をする．

図３： 上顎は 4 本インプラントのインプラントを連結して使用
する．下顎では犬歯と側切歯間に 2 本のインプラントを
埋入してオーバーデンチャーの支台とすることが推奨さ
れている 4）．

図 4-a
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　　　 　人工歯の排列はコンプリートデンチャーと同
様に行い，インプラントの配置によってさらに
支点間線を考慮して動きを小さくするための咬
合調整をする．

　（4）効果的な補強構造を組み込む
　　　 　インプラント付近に加わる機能力が増す傾向

があり，同部位での破折が多発する．これを防
ぐととともに，義歯床全体の剛性を確保して機
能力を全体に分散させるためにもインプラント
上部を含め歯槽頂部を走行する立体的な補強構
造を設定する．

　これらことを理解しておれば，たとえインプラント
が段階的に減ったとしてもオーバーデンチャーの考
え方で常にインプラントを最大限に利用できる 5）（図
4-a,b）．

６．インプラントオーバーデンチャーでの問題事
象と解決法

　Goodacre ら 6）はインプラント上部構造の問題事象
のなかにインプラントオーバーデンチャーに関連する
事項を多く取り上げている（表 1）．これらの問題は
前述した順序で注意深く製作すること，ならびに次の
述べる定期的なメンテナンスを行うことでその発生頻
度を低下させることができる．

７．どんな状態，補綴でもメンテナンスは必要

　インプラントオーバーデンチャーを含めたインプラ
ントの補綴では，天然歯列以上に補綴装置を有した口
腔内のメンテナンスが必要になる．しかし多くの場合，
患者自身，あるいは家族や介護者は口腔内がどのよう
になっているかを理解していない．まずはどの部位に，
どの方向にインプラントが存在するかを理解してもら
い，通院が可能な間に繰り返して清掃方法を指導する
必要がある．
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健康長寿社会へ向けた歯周病と関連する感染症治療の現状と課題
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Abstract

This report is described that the oral management could prevent periodontitis in the elderly.  Aspiration 
pneumonia is reduced by their management based on the medical care and nursing care, and so, the extension of 
healthy life of the elderly are expectancy. In addition, drug therapy in the elderly is based on the EBM (evidence-
based medicine) and an overview of the guidelines are reported. Recently, the relationship between periodontal 
disease and systemic disease is established, and the outline of “periodontal medicine” as a new academic field 
is introduced. In dental health field, the proper use of anti-infective therapeutics, and the standard precaution 
of guidelines for infection control are reported. It is necessary for us to treat periodontal disease to prevent the 
aspiration pneumonia, the progress of the diabetes complications and the suppression of the kidney dialysis 
population. And also, the medical treatment and the oral care for the elderly people will bring the extension 
of healthy life, and the pharmaco-economic benefit (diabetic complication). Therefore, it is suggested that the 
collaboration with the medical doctor, the dentist, and the pharmacist are very important for total medical care. 
The professional skills for their cooperation are educated in Medical School, Dentistry School and Pharmacy 
School and the Postgraduate Education, so the medical economics are improved by the effect. Everyone wants 
the death (peace death including the end of life care) without long time bedridden and pain, after spending a 
gentle healthy longevity. In order to accept gentle birth, aging, disease and death for the most peoples, various 
supports from the medical, welfare and scientific professionals are required.
Keywords: 歯周病，誤嚥性肺炎，歯周医学，糖尿病，歯科院内感染
                  periodontal disease    aspiration pneumonitis    Peridontal medicine
                  diabetes mellitus       infection control in dental setting
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図１：WHO 健康の定義（文献 2 より引用）

緒　言

　わが国は戦後の教育・保健衛生・栄養・国民皆保険
制度により，世界最長寿国となった．しかし，本来の
国民の願いは，寝たきりにならず介護を要しない健康
寿命（サクセスフルエイジング）の延伸であると思わ
れる．また，医療用麻薬の適正使用による緩和医療の
重要性および延命治療に対する様々な意見も聞かれる
ようになった．
　現在の急速な少子高齢，人口減少社会において，21
世紀における国民の健康づくり運動である健康日本
21（第 2 次）では，健康寿命社会へ向けて，生活習慣
病予防策として，具体的な数値目標が掲げられている．
一方，少子化に対してはすべての子供が健やかに育つ
社会に向け，“健やか親子 21（第二次）においては妊
産婦，乳幼児，学童期，思春期の子供に対する保健支
援に対して数値目標を上げている．これらの中には歯
科領域を含む支援策が含まれている．歯の喪失歯数に
対する啓発の 8020 運動は国民にしっかりと浸透して
きたと思われる．
　今回，特に高齢者における医療と介護の視点から口
腔疾患の感染症である歯周病と誤嚥性肺炎の防止なら
びに糖尿病の進展防止に関する現状と課題に関して報
告する．また，高齢者における薬物療法の基本であ
る EBM（根拠に基づく医療）とガイドラインの概要，
歯周疾患と全身疾患との関係を体系化した新しい学問
領域の“歯周医学”の概略について紹介する．また，
抗感染症治療薬の適正使用と歯科領域における院内感
染防止対策に関しても報告する．

１．長寿社会の健康

　WHO では Health：健康を図１のように身体的・精
神的・社会的側面から定義している 1,2）．また，高齢
者問題はわが国ばかりでなく多くの国でも同様の問題
があるため，2013 年の World Mental Health day の
テーマは“Mental health and order Adults”であり，
高齢者における精神保健として老年期うつと認知症お
よびその介護者ケアに対する提言がなされている 3,4）．

　わが国において，平成 26 年の男性の平均寿命は
80.50 才（世界 5 位）女性は 86.83 才で 25 年連続世
界１位の長寿であり 5），少子超高齢社会で 2020 年，
2030 年問題に直面している．医療費においては，厚
生労働省の平成 25 年国民医療費概要によると年齢階
級別国民医療費では，75 才以上が 35.2％を占め，一
人当たりの医療費は 65 才未満が 17.77 万円，65 才以
上は 72.45 万円と高齢者に大きく偏っている．しかし，
昨今，医療費の増加を高齢化に起因することばかりに
注目してきたが，近年，高齢化よりも医療の高度化に
よる影響が大きくなっていることにも注視しなけらな
い．これは，がん等の薬剤有効率が低いにも関わらず
治療が進められていることに起因する．従って，臨床
効果とともに医療経済学的視点からも医薬品の費用対
効果を考慮し，患者への適切な個別化医療を行い，医
薬品を精査していく必要があると報告されている（図
２）6）．
　医療の中心は患者である．EBM（evidence-based 
medicine：根拠に基づく医療）は，薬物療法の有効
性と安全性を検証する上で生物統計学（biostatistics）
的手法を用いて , 高いエビデンスにより各学会等から
ガイドラインが作成され，更新され診断，薬物療法等
において重要である．しかし，研究デザインや統計学
的な限界があり，その限界を補完するために，患者の
語りを聞くことによる評価 NBM（Narrative Based 
Medicine）の概念も合わせ考慮する必要があること
を医療関係者は知る必要がある．これは米国等で行わ
れている医療の多面的な評価であるECHO（Economic, 
Clinical,and Humanistic outocomes）model をわが国
でも積極的に行う必要があることを示唆している 7）．
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２．高齢者の感染症

　高齢者で特に問題となる感染症に肺炎と結核があ
る．結核は結核菌Mycobacterium tuberculosis グラ
ム陽性抗酸菌による空気感染であり，AIDS（Aquired 
Immuno-defficiency Syndrome：エイズ），マラリア
と並ぶ世界 3 大感染症のひとつである．感染治療は感
染経路の遮断，病原微生物の駆除，宿主の免疫能増強
が重要である．わが国では第 2 種感染症であり（感染
法）8），平成 11 年には結核緊急事態宣言 9）も出され，
薬剤耐性結核菌の発現と老人ホーム等での集団感染が
問題となる．
　また，感染症は国内問題に留まらず，グローバリゼー
ションの中，急激に変化している．そのため「伝染病
予防法」は「感染症法：感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律」となり，また，結核予
防法も統合された．「結核医療の基準」の見直しも行
われ 10），感染症予防のための施策と患者人権を配慮
した感染症対策が行われている．（コラム１参照）
感染症に関する最新の情報の入手方法として以下の
Web サイトがある．

　＊厚生労働省のホームページ
　　http://www.mhlw.go.jp/
　＊国立感染症研究所
　　http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html
　＊WHO（国際保健機関）
　　 http://www.who.int/csr/bioriskreduction/

infection_control/publications/en/
　＊CDC（米国疾病管理予防センター）
　　http://www.cdc.gov/zika/index.html（図３）

１）誤嚥性肺炎と歯周病
　現在，日本人の死因第 3 位は肺炎であり 11），そ
の約 95% が 65 歳以上である（図４）．日常的に生
じ る 肺 炎 の 1/4 ～ 1/3 は 肺 炎 球 菌 Streptococcus 
pneumoniae が原因であり，予防として 65 才以上
にはワクチ接種が推奨されている 12）．また，医療・
介 護 関 連 肺 炎（Nursing and Healtncare-associated 
pneumonia:NHCAP）も問題となっている．
　嚥下障害は患者の栄養管理面ばかりでなく，誤嚥
性肺炎のハイリスクとなる．高齢者が発症する肺炎
は夜間の不顕性誤嚥による誤嚥性肺炎も多く，重篤
化しやすく致死的である．誤嚥性肺炎は歯周病原菌

図２：医薬品開発の現状と課題―高齢化社会へ向けてー
　　　江崎禎英，第 53 回薬剤学懇談会研究討論会資料（文献 6 より引用）
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であるグラム陰性嫌気性菌Porphyromonas gingivalis
を含む口腔内常在菌等が起炎菌となるため，その予
防には歯周病の治療と正しいブラッシングによるセ
ルフケアと専門家による定期的な口腔ケア（POHC：
Professional Oral Health Care：プロフェッショナル
オーラルケア）が重要である 13-15）．また，起炎菌とし
て腸内細菌もあるため胃食道の逆流予防には食事や服
薬時は頭部挙上で行い，食後 1 ～ 2 時間は座位を保持
するなど生活上の工夫も必要である 16）．
　高齢者の生理機能は個人差も大きいが，加齢による
好中球，マクロファージ，T 細胞等の免疫担当細胞の
活性低下は生体防御機能の低下であり，易感染症のハ
イリスクとなる．基礎疾患として脳血管障害，パーキ
ンソン病，認知機能障害，意識障害，胃食道逆流，義
歯不適合，ドライマウスがある 17-19）．また，薬剤性ド
ライマウスを発症する薬物には抗コリン薬，抗ヒスタ
ミン薬，Ca 拮抗薬，睡眠薬等がある 20,21）．

２）誤嚥性肺炎の予防と介護保険下の口腔ケア
　歯周病患者では，直接，ポケット内で増殖した歯周
病関連菌が肺へ到達すると誤嚥性肺炎を惹起する．要
介護者においては，誤嚥性肺炎防止に対して医療保険
と介護保険下での嚥下リハビリと器質的・機能的口腔
ケアによる歯科領域の積極的な参画が望まれる．
　誤嚥性肺炎防止のために嚥下反射と咳反射を促す口
腔体操（舌運動），言葉体操，早口言葉，歌唱などの

図３： 最新の感染症情報
　　　CDC（Centers for Disease Control and Prevention）
　　　米国疾病管理予防センターのホームページ　（2016.7.3）

図４：主な死因別にみた死亡率の年次推移
　　　 厚生労働省　平成 26 年 人口動態統計月報年計（概数）

の概況人口動態統計（文献 11 より引用）

悪性新生物

心疾患

肺炎

肺炎
脳血管疾患

脳血管疾患

音楽療法を積極的にレクリエーションの一環として取
り入れている老人ホームもある．

３）介護保険下での口腔ケア
　高齢者の自立支援に向けて 2000 年から介護保険が
始まったが，2005 年においては介護予防の理念が入
り，「口腔機能」が含まれるようになった．介護保険
施設や居宅において，摂食・嚥下問題の解決のため歯
科衛生士による居宅療養管理指導（口腔衛生管理・口
腔機能向上）を歯科医院が介護保険により請求できる．
また，食べる楽しみの支援に向けて平成 27 年度の介
護報酬改定では，「地域包括ケアシステム」の構築へ
向けて，咀嚼能力，摂食・嚥下機能を踏まえた経口維
持支援等を行うことができるようになった．口腔ケア
を介護保険下で行うことは，医療経済学的にも費用削
減に通じると考える．

４）高齢者における薬物療法
　 高 齢 者 で は 加 齢 に よ る 薬 物 動 態 学 的 な 変 化

（Pharmacokinetics: 薬の吸収・分布・代謝・排泄能の
低下）と組織レベルでの反応性（pharmacodynamics：
薬力学）の低下（β受容体数の減少，腎血流量の減少
など）と反対にベンゾジアゼピン系などの向精神薬で
は感受性の亢進の 2 つがある．また，高血圧や糖尿病
をはじめとする複数の疾患に罹患し，長期にわたる多
剤併用（polypharmacy：ポリファーマシー）があり，
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薬物相互作用や認知・視力・聴力等の低下による飲み
忘れ，誤服用等によるアドヒアランス（adhearance:
服薬率）の低下等により薬物有害事象が起こりやす
く，ADL（activities of daily living：日常生活動作）
の低下と重症に至る場合が多い．また，いわゆる虚弱
者（高齢者が筋力や活動が低下している状態を現在は
フレイルと言う）も多い 22）．日本老年医学会では「高
齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015」23）において，
薬物療法における有効性（ベネフィット）と安全性（リ
スク）のバランスを考慮し，薬物有害事象の回避のた
めの方策と疾患の領域別指針を示し，エビデンスの質
と推奨度も記載している．特に薬物有害事象の転倒や
認知機能の低下等の危険から中止を考慮すべき薬物と
して，認知症患者への抗精神病薬，三環系抗うつ薬，
ベンゾジアゼピン系睡眠薬や抗不安薬，制吐薬などが
ある．また，今回の改定では，薬剤師による薬学的管
理よる積極的な処方支援も含まれている．

５）高齢者の誤嚥性肺炎防止における薬物療法
　― 高血圧治療のおける ACE（アンギオテンシン変

換酵素）阻害薬の位置づけと誤嚥性肺炎防止―
　高齢者は高血圧症で通院している患者が最も多

い（表１－１，１－２）24）．治療薬には Ca 拮抗薬，
ARB，ACE 阻害薬，利尿薬，β遮断薬などがある．
高血圧治療ガイドライン 2014（JSH2014）25）におけ
る高齢者の降圧目標は，65 ～ 74 歳では 140/90mmHg
未満，75 歳以上では 150/90mmHg 未満（忍容性があ
れば積極的に 140/90mmHg 未満）とされ，予後改善
のために積極的な降圧が重要とされている．糖尿病合
併高血圧の降圧目標は 130/80mmHg 未満とされ，血
糖管理とともに血圧の厳格な管理が重要であることが
強調されている．生理機能の個人差が大きいなど高齢
者の背景にも留意しながら，個々の状態や合併症に最
も適した降圧治療を行う必要がある．
　誤嚥は致死的な肺炎などを引き起こすため，予
防 お よ び 適 切 な 治 療 薬 の 選 択 が 重 要 で あ る．
ガイドライン 25）では心不全や誤嚥性肺炎肺炎ハイリ
スクである高血圧（脳血管障害と肺炎の既往を有する
高血圧）には ACE 阻害薬がエビデンスレベルが高く，
強く推奨されている．誤嚥性肺炎患者の喀痰中には，
サブスタンス P の含量が少ない．誤嚥では，サブス
タンス P の低下による嚥下反射と咳反射の低下があ
る．また，サブスタンス P はパーキンソン病や大脳
基底核付近で発症する脳血管障害でも低下する．アン

表１－１：平成 26 年国民生活基礎調査　性・年齢階級別にみた傷病別通院患者率（男性）
性・年齢階級別にみた疾病別通院患者率（人口千対）の順位

（文献 24 より引用）
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ジオテンシン変換酵素はキニナーゼⅡとも呼ばれてお
り，ブラジキニンやサブスタンス P を分解する働き
を持つ．ACE 阻害薬はサブスタンス P の分解酵素で
あるキニナーゼⅡを阻害することにより，サブスタン
ス P を増加させる 26）．
　また，漢方薬では，半夏厚朴湯が脳卒中患者におい
ての嚥下反射，咳反射やパーキンソン病患者の嚥下反
射を改善し，高齢認知症患者の誤嚥性肺炎予防効果が
あるためエビデンスレベルが高く推奨度が高い．
　また，呼吸器系感染予防には，インフルエンザワク
チンと肺炎球菌ワクチンの併用は呼吸器・循環器系に
基礎疾患を持つ高齢者に奨めている．

　患者教育の重要性
　薬剤師は現在，降圧薬をきちんと飲み続けること
は，治療目標である脳梗塞にならず介護を要しない自
立した生活を送るために重要であることを患者教育と
服薬支援を行っている．さらに，脳卒中の予防は誤嚥
性肺炎の予防となりうるため，降圧薬をきちんと飲み
続けることがすべての基本であることを追加説明する
必要がある．医師・歯科医師・薬剤師の協働により患
者 QOL は向上する．フローチャートを図５に示す．

３．Periodontal Medicine  歯周医学

　歯周医学は，歯周病と全身疾患の関連性・相互関係
を解明する新しい学問領域で 1996 年に Offenbacher
により提唱された（Peridntal medicine: the emergence 
of new branch of periodontology）27,28）．

１）歯周病と全身疾患
　 歯 周 病 は，Aggregatibacter actinomycetemcom
itans,Porphyromonas ginmediagivalis, Prevotella 
intermedia, Eikenella corrodens， Porphyromonas 
gingivalis, Tannerella forsythia,,Treponema denticola

図５：誤嚥性肺炎防止のためのフローチャート

表１－２：平成 26 年国民生活基礎調査　性・年齢階級別にみた傷病別通院患者率（女性）
性・年齢階級別にみた疾病別通院患者率（人口千対）の順位

（文献 24 より引用）
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などの歯周病原細菌による慢性炎症性疾患でバイオ
フィルム感染症のひとつである 29,30）．病態が進むと歯
周組織が破壊され，歯槽骨の吸収により歯を喪失する
原因のひとつとなる．また，歯周ポケット内面から
Porphyromonas ginmediagivalis などの歯周病原細菌
や炎症メディーエーターが全身へ循環し，免疫応答や
糖尿病，心筋梗塞，脳梗塞，骨粗鬆，誤嚥性肺炎，低
体重児出産などに関与することが疫学的に報告され，
口腔環境の改善が心筋梗塞，糖尿病等の生活習慣病の
悪化防止につながることも証明されてきている 31-33）．
　また，マウス歯周病モデル実験において腸管に達し
た歯周病原細菌は腸内細菌叢を変化させ，代謝性菌血
症と類似した状況となり，全身的に軽微な炎症を起こ
し糖尿病等の疾患リスクを高めている可能性を示す報
告もある 34）．この実験動物の結果をヒトへ外挿する
検証も必要である．このように従来，歯周病は口腔内
の局所における感染症と捉えられてきたが，全身疾患
と関連することが分かってきた．歯周病治療には主に
原因療法が行われるが，その予防・制御は局所の対策
だけではなく，生活習慣病対策としての視点が重要で
ある．
　歯周病では喫煙，糖尿病がハイリスク要因であるこ
とは明確である 35）．また，喫煙は歯周病および歯科
インプラントの危険因子である 36）．

２）歯周病と糖尿病
　糖尿病は持続的な高血糖，免疫機能の低下等により
感染症も起こしやすく，糖尿病性腎症，網膜症，神経
障害等の種々の合併症を起こす．また，糖尿病性腎
症は透析導入の原疾患として首位を占め，患者自身
の QOL と ADL 低下のみならず，医療経済学的にも
透析患者の増加は保険診療を圧迫し問題となってい
る．また，透析導入年齢も高齢化とともに上がってき
ており，2003 年と 2014 年を比較すると男性は 54.55
才から 68.1 才へ，女性は 66.72 才から 70.9 才である

（図６）37,38）．他方，糖尿病性網膜症は中途失明の主な
原因になっており，また，透析患者の大腿骨近位部骨
折発症率は一般住民より 5 倍以上に高く，ともに高齢
者では要介護度を上げている．また，糖尿病と歯周病
は互いに負のフィードバックを与える 39-43）．糖尿病患
者は健常者と比較し歯周病の有病率が高く，特に血糖
コントロールの不良な患者ほど歯周病の重症度が高
く，進行度も早く，歯周病は第 6 の合併症と認識され
るようになった．しかし，その周知はまだ，十分とは
言えない．また，歯周病有病者は非歯周病者と比べ糖
尿病の有病率や発症リスクが高い．糖尿病合併症に関
しては，日本糖尿病合併症学会のホームページより閲
覧することができる 44）．科学的根拠に基づく糖尿病

図 6：透析導入患者の年齢と性別　日本透析医学会，統計調査委員会（文献 38 より引用）

導入患者：36364 人（男性 24551 人　　女性 11813 人）
導入時年齢平均　　　男性 68.1 才　　女性 70.9 才
65 才以降の導入→　介護の必要性の高い

透析年齢者の増加　

透析導入患者の年齢と性別（2014 年）
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　このため内科医には歯科医への定期的受診を促し，
歯科医では，問診時に糖尿病の血糖コントロール状態
を確認する必要がある．また，薬剤師は，薬学的管理
のもとに背景の異なる糖尿病治療薬を服用している患
者ごとに明確な合併症防止等のための治療の目標と血
糖コントロールの重要性，低血糖時の対応，血圧管理
等に関する継続的な患者教育とアドヒアランスの確認
とともに，糖尿病と歯周病の負の関連性を説明し，評
価し服薬支援を行うことが重要である．また，歯科医
への受診を促す必要がある．
　日本糖尿病協会が発行する“糖尿病連携手帳”には
糖尿病合併症として歯周病の明確な記載があり，また，
血糖正常化を目指す際の目標として HbA1C は 6.0%
未満，合併症予防のための目標として HbA1C は 7.0%
未満が表記されている．それぞれの地域三師会におい
て，“糖尿病連携手帳”と“お薬手帳”を介した密接
な協働関係の構築が望まれる．

３）健康日本 21 と歯・口腔の健康
　健康日本 21（第二次）においては，健康寿命の（健
康上の問題で日常生活が制限されることなく生活でき
る期間）の延伸と健康格差の縮小が目標に掲げられた．
歯科・口腔領域は 6 番目にあり，「歯・口腔の健康歯・
口腔の健康は摂食と構音を良好に保つために重要であ
り，生活の質の向上にも大きく寄与する．目標には，

診療ガイドライン 2013 45）や糖尿病患者に対する歯周
治療ガイドライン改定第 2 版 2014（特定非営利活動
法人　日本歯周病学会編）も作成されている 46）．こ
こでは 2 型糖尿病患者において血糖コントロールの改
善は歯肉の炎症を改善するとある．
　糖尿病患者では，口渇，多飲，多尿がある．易感染
症の背景として，高血糖による口渇は，唾液の持つ潤
滑作用，保護作用，口腔内の自浄作用，分泌型 IgA
やリゾチームによる殺菌作用および組織修復作用の低
下に伴い，歯周病原細菌に対する殺菌作用は低下し，
口腔内の防御機能が低下する．また , 好中球は細菌や
炎症性サイトカインに対する遊走能，接着能および貪
食作用により，殺菌・分解を行う生体防御機能を担っ
ている．好中球の活性化にはインスリンの作用による
解糖系からエネルギーを得ているが，高血糖状態で
は，インスリン抵抗性がある為，好中球の活性化が減
弱する．また，慢性炎症と関連する TNF α（Tuomor 
necrosis factor: 腫瘍壊死因子）はマクロファージから
産生され，インスリン抵抗性が惹起され，歯槽骨が吸
収される 47）．マクロファージはアディポカインと関
係し，アディポカインの産生亢進もインスリン抵抗性
を高める．糖尿病患者の歯周病感染はインスリン抵抗
性を亢進する．歯周病を有する 2 型糖尿病館に歯周病
治療を行うと HbA1C が改善する可能性が示されてい
る．

表２：健康日本 21（第二次）（6）歯・口腔の健康

（文献 48 より引用）
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健全な口腔機能を生涯にわたり維持することができる
よう，疾病予防の観点から，歯周病予防，う蝕予防及
び歯の喪失防止に加え，口腔機能の維持及び向上等に
ついて設定している．当該目標の達成に向けて，国は，
歯科口腔保健に関する知識等の普及啓発や「8020 運
動」の更なる推進等に取り組む」とされている（表２）
48）．また，米国で行っているような小児期からのセル
フケアによるプラークコントロールも幼稚園・学校で
の健康教育の一環として取り入れていくべきだと考え
る．

４．薬剤耐性菌

　抗菌薬の適正使用に関してはいくつかのガイドラ
インがある 17,49）．しかし，感染症治療を困難にして
いるものに抗菌薬の乱用があり，薬剤耐性菌にはメ
チシリン耐性黄色ブドウ球菌（Methicillin-resistance 
Staphylococcus aureus: MRSA）， バ ン コ マ イ シ ン
耐 性 腸 球 菌（Vancomycin-resistant Enterococci：
VRE）， 多 剤 耐 性 緑 膿 菌（multiple-drug-resistnt 
Pseudomonas aeruginosa：MDRP）， ペ ニ シ リ ン
耐 性 肺 炎 球 菌（Penicillin-resistant Streptococcus 
pneumoniae：PRSP），バンコマイシン耐性黄色ブ
ド ウ 球 菌（Vancomycin-resistant Staphylococcus 
aureus:VRSA），多剤耐性アシネトバタ属（multiple-drug-
resistant Acinetobacter：MDRA），カルバペネム耐性腸内
細菌科細（Carbapenem-resistant enterobacteriaceae:CRE）
などがあり，大きな問題となっている．

１）国際的な対策指針
　 薬 剤 耐 性 菌 問 題（Antimicrobial Resistance, 
AMR）はグローバルな問題として，WHO は 2011
年の世界保健デーのテーマとして取り上げている．
2014 年の Antimicrobial Resistance Global Report on 
Surveillance では，肺炎桿菌のカルバペネム耐性率が
50％を超える地域があることを報告している 50）．

２）わが国での対策
　抗生物質の適切な使用がないため多くの耐性菌が出
現した．厚労省医政局地域医療計画課より平成 27 年
4 月 1 日に「薬剤耐性菌対策に関する提言」が院内感

染対策中央会議より，抗菌薬の適正使用，感染制御の
強化，サーベイランスの強化に対して提言がまとめて
いる 51）．

５．院内感染対策
hospital-acquired infection

　入院患者の多くは，免疫機能が低下した易感染性宿
主であり，種々の日和見感染を起こしやすい．院内感
染とは医療機関において患者が原疾患とは別に新たに
罹患した感染症と医療従事者が針刺し事故など医療機
関内において感染した感染症である．人から人へ直接，
又は医療機器，環境等を媒介して発生する．起因菌と
し て の MRSA，MDRP，VRE，VRSA，MDRA， イ
ンフルエンザウイルス，マイコプラズマ，結核菌等に
よる院内感染防止へ向け，すべての患者を対象とした
予防策にスタンダードプリコーション（標準予防策）
がある．感染源の排除とともに特定の病原微生物によ
る感染経路を遮断する感染経路別予防策も重要である
52）．
　また，院内感染症対策のために病院内にはチーム医
療のひとつとして，ICT（感染対策チーム：Infection 
Control Team）がある．医師，看護師，薬剤師，臨
床検査技師などで組織され，患者とその家族・介護者，
職員の安心と安全を守り，医療の質の向上のための活
動を行っている．定期的な病棟回診や ICT 会議では，
院内感染のサーベイランス作成や感染対策活動に関す
る報告や協議を行っている．感染制御専門薬剤師は抗
菌薬選択の具体的な術後感染予防や抗菌薬投与の指
針，使用実態調査，消毒薬の選択，薬効評価など感染
症治療に関わる医薬品の適正使用へ向けた責務を担っ
ている．

６．歯科医療機関における院内感染対策

　感染症治療においては“Prevention is better than 
treatment.”予防は治療に勝ると言う概念が特に重要
である．歯科領域における院内感染対策も同様である．
歯科医療では，血液・唾液・粘膜に接する機会が多く，
また，器具等の滅菌・消毒等の衛生管理にも細心の注
意が必要である．問題となるのは，HIV，B 型肝炎，
C 型肝炎患者治療である．日本歯科医学会より「一般
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あるため医・歯・薬の学部教育，生涯教育ならびに地
域における協働が緊要であると考える．

歯科診療時の院内感染対策に関わる指針」が公表され，
医療機器の洗浄，消毒，滅菌，抜歯時の感染予防ポイ
ント，飛散防止策，感染性廃棄物処理，医療従事者の
マスク，ゴーグル，フェイスシールドの使用など標準
予防策が具体的に推奨されている．また，新聞報道も
あり（図７）53），歯科医療機関における院内感染対策
について，安心・ 安全な歯科医療の推進のために一
般歯科診療時の院内感染に関する標準的な予防策の指
針等が発表され，日本歯科医学会からガイドラインも
公表されている．54-56）．歯科医師および衛生士への感
染防止に関する生涯教育が重要となる 57）．
　また，米国 CDC では歯科医療現場における感染制
御のため，医療現場における手指衛生のための CDC
ガイドライン，MRSA と VRE の院内伝播防止のため
の SHEA ガイドライン，歯科医療現場における感染
制御のための CDC ガイドライン（図８）58），う蝕予
防のためのフッ化物の利用における CDC ガイドライ
ン等いくつかのガイドラインを公表し，その内容はい
つでも誰でも閲覧できる．

図７：歯科院内感染に対する新聞記事
　　　（文献 53 より引用）

図８： CDC（米国疾病管理予防センター）デンタル院内感染
症対策ガイドライン（文献 58 より引用）

極楽寺　ハンセン病患者に対する宗教の果たした医療・福祉へ
の貢献

鎌倉：極楽寺 境内には
らい（ハンセン病）患者のため
・施薬院　
・療病院　
・薬湯療

があり、医療・福祉施設として
の役割を果たした

・ライ菌：感染力は非常に弱く
薬物療法で治癒する

・外見の変形から偏見・差別・断種
強制隔離政策（昭和 6 年）がとら
れた

・らい予防法の廃止（平成 8 年）

製剤学的な歴史
製薬鉢
石鉢と石臼

結　語

　誰もが寝たきりにならず，痛みの中で苦しまず，健
康長寿を過ごして穏やかな死（平穏死）を迎えたいと
思っており，生・老・病・死を受け入れるためには，
医療・福祉および科学領域等からの様々な支援が求め
られている．歯周病治療は誤嚥性肺炎の予防や糖尿病
からの合併症予防，透析人口増加抑制など広く予後を
改善し，健康寿命を延伸し，医療経済学的にも重要で

コラム
＊１　 ハンセン病患者に対する極楽寺の果たした医

療・福祉への貢献

　ハンセン病は外見の変容からいろいろな負の歴史が
あり，1931 年に制定されたらい予防法は 1996 年に廃
止された．極楽寺においてはその救済活動があった．

＊２　 歯科医師国家試験問題（歯周病と喫煙に関する
英語問題）
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歯科医師国家試験第 106 回 A 問 6 59）

   6   Recent studies have shown that (    ) may be 
one of the most significant risk factors in the 
development and progression of periodontal 
disease.

      (    ) に入るのはどれか．1 つ選べ．
         a  smoking
         b  hypertension
         c  sugar intake
         d  heart disease
         e  lack of exercise
　解答：a
　解説： 歯周医学における歯周病と喫煙の関係を問う

基本的な問題である．歯科医師による患者教
育にも応用される．
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抄　録

　この報告は医療と看護の視点から，健康長寿社会へ向けて，
高齢者において歯周病に対する口腔ケア（オーラルケア）は誤
嚥性肺炎を防止できることを述べる．また，高齢者における薬
物療法の基本である EBM（根拠に基づく医療）とガイドライ
ンの概要，歯周疾患と全身疾患との関係を体系化した新しい学
問領域の“歯周医学”の概略について紹介する．また，抗感染
症治療薬の適正使用と歯科領域における院内感染防止対策に関
しても報告する．
　歯周病治療は誤嚥性肺炎の予防や糖尿病からの合併症予防，
透析人口増加抑制など広く予後を改善し，健康寿命を延伸し，
医療経済学的利益に通じる．このため，医・歯・薬の学部教育，
生涯教育ならびに協働が緊要であると考える．誰もが寝たきり
にならず，痛みの中で苦しまず，健康長寿を過ごして穏やかな
死（平穏死）を迎えたいと思っており，生・老・病・死を受け
入れるためには，医療・福祉および科学領域等からの様々な支
援が求められている．
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●シンポジウム

画像診断によるオッセオインテグレーションの評価

木村　正，岸本　博人，小室　暁，奥田　謙一，久保　茂正，阪本　貴司

Evaluation of the osseointegration using X-ray imaging diagnosis

Masashi Kimura, Hiroto Kishimoto, Akira Komuro , Kenichi Okuda ,

Shigemasa Kubo, Takashi Sakamoto

　大阪口腔インプラント研究会
　Osaka Academy of Oral Implantology

Abstract

Digital dental imaging often has pseudo bone defection around implant body. Shrinkage of implant body size 
in CBCT imaging is found, so there are some doubtful points in accuracy and repeatability. It is necessary for 
implant diagnosis not only digital imaging but also some of clinical examinations, such as pocket depth, bone 
sounding and etc.

Keywords: 骨吸収様像，CBCT，インプラント体の寸法収縮，オッセオインテグレーション
　　　　　  pseudo-bone defection, CBCT, shrinkage of implant body size, osseointegration

(J Bio-Integ 6 : 47 - 49, 2016.)

１．緒　言

　学術的にインテグレーションの評価は , 病理組織学
的な見地から考察されることが多い．しかし，臨床の
現場では，病理組織学的な検査や評価は難しい．その
ため，インプラント埋入後からメンテナンスの評価は，
専らレントゲン的な画像診断によって行われている．
具体的には，デンタル，パノラマや CT 撮影で得られ
たインプラントと骨の界面の画像から，骨レベルやイ
ンプラント周囲骨の評価は行われているのが現状であ
る．

２．概　要

　近年，多くの歯科医院でデジタル化が進み，アナロ
グ画像では認められないデジタル画像特有の現象に遭
遇することがある．それは，アナログフィルムでは生
じることのないデジタル特有に出現するアーチファク
トである．実際は，インプラント周囲に骨が存在する
にもかかわらず，あたかも骨吸収があるかの画像を呈
する“骨吸収様像”である（図 1）．特に近接するイ
ンプラント間でしばしば認められる画像で，インプ
ラント間隙距離が 1mm 以上離れた場合は，骨吸収様
像が見られないが，0.8mm 以下ではすべてに認めら
れた．つまり，照射線量に関係なく 0.8mm 以上 1mm

　Accepted for publication 4 April 2016
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未満の領域に骨吸収様像が出現するか否かの“しきい
値”が存在すると考えられる．原因は，インプラント
が 0.8mm 以下に近接すると，デジタルエックス線画
像処理のエッジ強調効果でインプラント間の骨の黒化
度が強調され，結果的に骨が吸収した様な画像が生み
出されると推察される．これらのエッジ強調効果によ
る骨吸収様像は，インプラント間が十分な距離を持っ
て埋入されていても，偏心投影によってインプラント
同士が近接して撮影された場合，または傾斜埋入によ
りインプラントの根尖部が近接する場合など，条件が
整えばインプラント周囲のいたるところで骨吸収様像
が出現する可能性がある．また，骨吸収様像の出現に
照射線量の直接的な関係はなかったが，画質の劣化に
加えて，より強い骨吸収様像を呈す可能性がある（図
2）．被曝線量低減の観点からも線量の適正化は重要で
ある．デジタルデンタル画像は，自動出力された画像
ですら，raw data の画像ではなく，すでに画像処理
が施された画像と認識し，読影する必要がある（図 3）．
デジタルデンタル撮影でインプラント周囲骨の適切な
評価を行うためには，正法線撮影によってインプラン
ト同士の近接撮影を避け，プロービングなど他の検査
法も併用し，実際の周囲骨の状態を見極める必要があ
る．

　一方，今日 CBCT がパノラマ撮影装置と一体化し
た複合機として普及してきた．CT 画像は 3 次元的な
構造を把握することができ，インプラントの術前診断
には必要不可欠な検査と認識されている．しかし，非
常に精度が高いと考えられている CT 画像において
も，インプラント体の輪郭が歪んで撮像されること
がある．また，同一のインプラント体でも撮影原理
の違う CBCT，MDCT では異なる像をしばしば呈す
る．インプラント体に対するエックス線入射角度とそ
れぞれの画像描出能を比較検討すると，MPR 法を用
いた CT 検査では最適なエックス線入射角度が存在す
ることが明らかになった．CBCT，MDCT 両装置と
もに，エックス線入射角度 90°が最適であり，60°30°
0°と角度の低下に伴いインプラント体の輪郭の描出能
が低下した．そして，同一の入射角度では CBCT が
MDCT より輪郭の描出能は優位であった（図 4）．

　一般的に，CT 画像は不鮮明でも，長さは正確と考

えられており，下顎管や上顎洞底との寸法測定や経時
的なインプラント周囲骨レベルの変化の観察にも用い
られている．しかし，CBCT によるインプラント体
の描出能と寸法精度とは無関係で，入射方向の変化が，
インプラント体の寸法精度に影響する有意差はなく， 
96 ～ 99％に収縮していた（図 5）．

図 1：アナログ画像では生じないデジタル画像のアーチファクト

図 2： インプラント周囲の骨吸収様像に影響するインプラント
間隙距離と照射線量
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３．考　察

　寸法誤差の原因として．1）ハード起因のローデー
タ誤差：CBCT はコーンビームの開放角に対する補
正が必要である．特に，パノラマ複合機は管球・検出
器間距離が短く，コーンビームの開放角が広く設計さ
れ，補正量が増加し収縮する．また，撮影領域の辺縁
部は中心部より補正量が増加し，ローデータの収縮誤
差は更に増加する可能性がある．2）ソフト起因の誤差：
ローデータを加工する画像処理ソフトの影響．エッジ
強調やメタルアーチファクト低減処理は収縮に作用す
る可能性がある．3）人為的誤差：画面上でのプロッ
トは辺縁を超えると明らかな点となり排除されるが，
辺縁上か，若干内側に設定されて縮小に作用する可能
性が高い．これら 1） ～ 3）すべての誤差の集積が寸
法誤差に帰着する．今回はインプラント単体の CT 画
像上での計測であり，実際の臨床では歯，骨，軟組織
が存在し，より複雑な影響を受けると考えられる．画
像の画質評価のみで機器選定を行っても寸法精度が良
い訳ではなく，付属ソフトやシミレーションソフトも
含めた検討が必要で，メタルアーチファクト低減処理
やエッジ強調の強いソフトを使用した画像での寸法計
測には十分な注意を要する．特にインプラント体と下
顎管や上顎洞底との寸法測定には撮影領域の辺縁部に
該当する場合が多く，角度の補正が強く寸法誤差を生
じる可能性が高い．また，インプラント周囲骨レベル
の経時的な変化の観察にも再現性の問題が残ると考え
られる．すべての入射角度でインプラント体は収縮し
て撮影され，相関がないことが示唆された．

４．結　論

　デジタルデンタル画像では，骨吸収様像が認められ
ることがある．CBCT 画像から得られたインプラン
ト体の寸法は収縮を認め，精度とその再現性に疑問の
余地が残る．インテグレーションの画像診断による評
価には限界があり，適切な評価には，ポケット測定、
サウンディングなど他の検査も含めた総合的な診査診
断が必要である．

図 4：CBCT と MDCT におけるインプラント体の描出能の違い

図 5：CBCT の寸法収縮率について

図 3： デジタル画像処理のエッジ強調によるアーチファクト
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スパッタリング法により作製されたマグネシウム置換 HA 薄膜の特性
と骨形成

尾関　和秀 1），但野　ちなみ 1），後藤　哲哉 2），青木　秀希 3）

Characterization of magnesium substituted hydroxyapatite films 
prepared by sputtering method and its bone formation

Kazuhide Ozeki 1), Chinami Tadano 1), Tetsuya Goto 2), Hideki Aoki 3)

Abstract

Magnesium substituted hydroxyapatite (Mg-HA) thin films were prepared using an rf-magnetron sputtering 
method. The Mg-HA films were coated onto titanium (Ti) substrates from mixed HA/MgO powder targets. The 
ratio of Mg / (Mg + Ca) of the target was varied in the ratio of 5, 10, 20, 40, 60 and 80%. The coated films were 
crystallized by a hydrothermal treatment to reduce the dissolution rate of the films. In the determination of the 
chemical compositions of the Mg-HA films before and after the hydrothermal treatment, the films were dissolved 
in an acid solution, and the solutions were measured by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). 
The bone formation of the films was evaluated by the bone formation area of osteoblast cells.
    The chemical analysis showed Mg concentration of the films increased with the ratio of Mg / (Mg + Ca) of 
the target, but the Mg concentration decreased after the hydrothermal treatment. In the cell culture, the bone 
formation area on the Mg-HA films decreased with increasing Mg concentration of the films.

(J Bio-Integ 6 : 51 - 55, 2016.)

　１）茨城大学　　　　　　　　　　　　Ibaraki University
　２）鹿児島大学　　　　　　　　　　　Kagoshima University
　３）㈱国際アパタイト研究所　　　　　International Apatite Co. Ltd.

１．諸　言

　人の骨や歯の無機主成分であるハイドロキシアパタ
イト（Ca10(PO4)6(OH)2 : HA）は，骨親和性や生体適
合性に優れることから，人工骨や人工関節，歯科イン
プラントなどの生体材料として現在利用されている．
金属表面に HA をコーティングしたインプラントは，

HA 単体のインプラントよりも機械的強度が大きく，
金属単体のインプラントよりも早期の骨結合と高い骨
結合強度の得られる複合材料である．しかしながら，
HA コーティングインプラントは骨密度や骨量の不十
分な高齢者などには適用できない例もあり，より早期
の骨新生を得られる HA 薄膜が求められている．HA
コーティング技術の一つであるスパッタリング法で
は，基材との結合力が大きく，1µm 前後の緻密で均

　Accepted for publication 19 August 2016
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一な HA 薄膜コーティングが可能である 1）．
　HA は様々なイオンを置換することが可能で，現在，
Ca 以外のイオンを HA に置換させ，より優れた生体
材料を得るための研究が多く為されている 2）．HA の
カルシウムの一部をマグネシウム（Mg）に置換し
たマグネシウム含有 HA（Ca10-xMgx(PO4)6(OH)2 : Mg-
HA）は，HA と比較して早期の細胞接着と増殖，代謝
活性化が得られるとの報告があるが，薄膜による同
様の研究での報告は少ない 3）．本研究では，HA 中の
Ca の一部を Mg に置換した Mg-HA 薄膜のスパッタ
リング法による作製を試み，薄膜の組成，基板との付
着強度，骨形成能に対する評価・検討を行った．

２．実験方法

１）試料作製
　スパッタリング装置は，SPF-210HD（㈱キャノン
アネルバ）を用いた．基板にはチタン（Ti: 10 × 10
× 1mm）を使用し，成膜条件は圧力 0.5Pa，放電電
力 100W とし，膜厚を 1µm とした．ターゲットは
HA 粉末（太平洋化学産業㈱）と MgO 粉末（㈱和光
純薬工業）の混合粉末を使用した．ターゲット粉末
の HA と MgO 比率は，Mg/(Ca+Mg) の比率が 0%，
5%，10%，20%，40%，60%，80% と な る よ う に 設
定し，それぞれのサンプル名を Mg5, Mg10, Mg20, 
Mg40, Mg60, Mg80 とした．成膜した Mg-HA 薄膜は，
120℃で 24 時間水熱処理を行い，結晶化させた．
　成膜後，膜中の Ca，Mg，P の元素比率を算出する
ため，膜を硝酸中（0.1mol/L，10ml）に溶解し，溶
解液を誘導結合プラズマ質量分析（ICP-MS，Agilent 
7500，アジレントテクノロジー）により定量した．表
面の観察では，走査型電子顕微鏡（S-4800，日立ハイ
テクノロジー）を用い，加速電圧 5kV で観察を行った．
　薄膜の基板との密着性評価では，膜の引っ張り試験
を行った．膜表面に直径 6mm のアルミ円柱を熱硬化
性接着剤（SW2214，3M ジャパン）にて接着し，基
板とアルミ円柱をクロスヘッドスピード 1.0mm/min
で，小型卓上試験機（LSC-1/30-2，東京衝機試験機）
を用いて，引張試験を行った．
　骨親和性の評価には，ラット頭頂骨由来初代培養系
骨芽細胞を用い，骨形成実験を行った．ラット頭蓋骨
から採取した骨芽細胞を，1.0 × 104 [cells/dish] に薄

膜上で播種し，3 週間の培養を行い，生成した骨を画
像解析により骨生成面積を算出し，評価した．

３．結果及び考察

１）薄膜の原子比
　表 1 には，ICP-MS により定量した各サンプルの
Mg/(Ca+Mg) の比率を示す．表より，水熱処理前後
のサンプルの Mg 比率は，ターゲットの Mg 比率の増
加に伴い増加する傾向が認められた．また，水熱前の
サンプルでは，Mg 比率はターゲットの Mg 比率より
も高い傾向を示した．これは，Ca 原子に比べて，Mg
原子の方が原子量が小さく，Mg が Ca よりも優先的
にスパッタリングされたと考えられる 4）．一方，水
熱後は，Mg 比率が水熱前に比べて減少する傾向が認
められた．これは，HA 構造中に置換可能な Mg は，
Mg/(Ca+Mg) 換算で，1.7 ～ 6.6% と報告されており，
HA 構造中に含まれない Mg が MgO として存在し，
これが水熱処理中に溶解したとも考えられる 5）．

２）薄膜の表面観察結果
　図１に水熱前の SEM 観察写真を，図 2 に水熱後の
SEM 観察結果を示す．図 1 では，いずれの Mg 比率
においても明確な結晶は確認されなかった．一方，水
熱後では結晶が認められ，Mg0 ～ Mg5 では HA 結晶
の特徴である針状結晶が認められ，Mg20 ～ 80 では

表１：薄膜中の Mg/(Ca+Mg) 比率 [at%]
Mg0 Mg5 Mg10 Mg20 Mg40 Mg60 Mg80

水熱前 0 4.5 11.8 28.9 45.8 71.1 88.4
水熱後 0 3.7 6.9 11.7 36.2 64.8 77.7
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板状の結晶が認められた．板状結晶は，花びら形状を
特徴とする MgO 形状に類似することから，MgO に
由来する結晶と考えられる 6）．また，Mg5 に関しては，
針状結晶の他に，板状結晶（破線部）も認められるこ
とから，HA と MgO の結晶が偏在して存在している
可能性が示唆された．

３）膜の基板との密着性評価結果
　図 3 には，水熱処理前後における各膜の基板との密
着強度試験結果を示す．水熱前後の比較では，いずれ
の Mg 比率においても，水熱後に密着性が向上してい
る．これは既報告にもある通り，スパッタリングで除
去されたチタン基板上の酸化チタン膜が水熱処理によ
り，再度形成されるためと考えられる 6）．HA の（001）
面とルチルの（101）面やアナターゼの（110）面が
フィットし，これが膜の密着強度に寄与することが
報告されている 7,8）．また，水熱後の Mg-HA 膜では，
Mg 比率の増加と伴に，密着性が減少する傾向が認め
られた．この理由として，チタン基板－膜界面に存在
する TiO2 と格子定数の異なる MgO が増加するに従
い，ミスフィットが増大し，膜の密着性が減少した可
能性が考えられる．

図１：各種 Mg-HA の SEM 像（水熱前）

図２：各種 Mg-HA の SEM 像（水熱後）

図３： 水熱前後における各種 Mg-HA 膜の基板との密着強度試
験結果
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４）骨芽細胞培養による骨形成評価
　図 4 には，骨芽細胞の 3 週間培養後の顕微鏡写真を
示す．画像中の白色部分は骨芽細胞が石灰化し，骨を
形成した部分である．この写真を画像処理し，骨形成
部分を骨形成面積として，図 5 にまとめた．
　図 5 より，Mg0 がコントロールの Ti を含め，すべ
てのサンプルよりも骨形成面積が高かく，Mg 比率が
増加するに従い，骨形成面積は減少した．特に Mg40
以上で，骨形成面積は大幅に減少した．Mg 含有の
リン酸カルシウムが骨芽細胞の増殖や DNA の集積
を進展することが報告されているが，今回の結果で
は，Mg-HA は従来の Mg0 より，骨芽細胞の骨形成
能を増進する結果とはならなかった 3）．この理由とし
て，HA に置換できず過剰となった Mg が MgO とし
て存在していた可能性が考えられる．SEM 画像では，
Mg40 以降は MgO に特徴的な結晶が認められた．こ
のことからも，塩基性を持つ MgO の存在により，骨
芽細胞の骨形成が阻害されたと考えられる 5）．一方、
Mg5 ～ Mg10 については，Mg 量は 3.7% 及び 6.9%
であり，HA に置換可能な Mg 量が Mg/(Ca+Mg)=1.7

～ 6.6% であることから，置換可能な範囲であったと
考えられる．しかし，SEM 画像（図 2）の Mg5 では，
HA の針状結晶以外に，MgO の板状結晶が一部認め
られたことから，膜全体に Mg が均一に存在していな
かったと考えられ，これが骨芽細胞の骨形成を阻害し
た可能性が示唆される．

４．結　論

　スパッタリング法を用いて Mg-HA 薄膜を作製し，
元素分析や骨芽細胞による骨親和性を評価した．
１）  元素分析結果から，ターゲットに含まれる Mg 比

率の増加に伴い，膜中の Mg 比率も増加した．
２）  膜の基板との密着性では，水熱処理後、膜の密着

強度は上昇した．また，Mg 比率の増加に伴い，
密着強度が減少する傾向が認められた．

３）  骨芽細胞による骨形成面積では，Mg 比率の増加
に伴い，骨形成面積が減少する傾向が認められた．
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抄　録

　早期の骨新生が得られる HA 薄膜の獲得を目的として，ス
パッタリング法によりマグネシウム含有ハイドロキシアパタイ
ト（Mg-HA）薄膜の作製を試み，その化学組成，細胞培養に
よる骨親和性を評価した．
　成膜にはスパッタリング装置を使用し，ターゲットに HA
粉末と MgO 粉末の混合粉末を用い，Mg/(Ca+Mg) の比率を 0
～ 80% まで変化させた．成膜した Mg-HA 薄膜は，120℃で 24
時間水熱処理を行い，結晶化した．膜中の Ca，Mg，P の元素
比率を誘導結合プラズマ質量分析（ICP-MS）により定量評価し，
薄膜の基板との密着性評価には，引張試験を行いた．骨親和性
の評価には，ラット頭頂骨由来初代培養系骨芽細胞を用い，石
灰化実験を行った．
　ICP-MS の結果から，ターゲットの Mg 比率の増加に伴い，
膜中の Mg 比率は増加した．膜の基板との密着強度試験結果で
は，いずれの Mg 比率においても，水熱後に密着性が向上して
いた．また，水熱後の Mg-HA 膜では，Mg 比率の増加と伴に，
密着性が減少する傾向が認められた．骨芽細胞のよる石灰化試
験では，骨形成面積が Mg 比率の増加に従い，減少した．特に
Mg40 以降で減少が顕著であった．この理由として，HA に置
換できず過剰となった Mg が MgO として存在していた可能性
が考えられた．
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●原著論文

オゾンナノバブル水を用いたインプラント埋入後の術後感染防止について
― Streptococcus mutans に対する殺菌効果 ―

杉澤　満 1），須田　大介 2），荒川　真一 3）

Prevention of postoperative infection after implant placement using ozon 
nano-bubble water

Antibacterial effects against Streptococcus mutans

Mitsuru Sugisawa 1)，Daisuke Suda 2)，Shinichi Arakawa 3)

　１）杉澤歯科医院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sugisawa Dental Office 
　２）丸三製薬バイオテック株式会社　　　　　　　　　　　　Marusan Pharma Biotech Corporation
　３）東京医科歯科大学大学院　生涯口腔保健衛生学分野　　　 Department of Lifetime Oral Health Care Science, 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Graduate School, Tokyo Medical and Dental University

Abstract

Local irrigation using ozone nano-bubble water (NBW3) with high anti-bacterial/cleaning effect and the mouthwash 
method are applied clinically for the prevention of postoperative infection after implant surgery.
    The present study investigated the optimal mouth washing time for killing Streptococcus mutans, initial 
colonizers of biofilm formation when mouth washing using NBW3.
    In addition, a commercially available mouthwash (chlorhexidine gluconate solution) was used to comparatively 
review both antibacterial effects. The results showed that the decrease rate of viable bacteria using NBW3 had 
reduced to less than about 10% and 1%, respectively, for 5 and 10 seconds, and to less than the detection limits 
in the present study for 30 and 60 seconds. Also, that of viable bacteria using a chlorhexidine gluconate solution 
had reduced to about 92, 81, 77, and 58%, respectively, for 5, 10, 30, and 60 seconds. The results showed higher 
antibacterial activity of NBW3 in each duration of activity compared with ConCool F® (chlorhexidine gluconate 
solution) under the same conditions of the present study.
    The results of the present study suggest that mouth washing using NBW3 might kill intraoral bacteria more 
efficiently compared with using a mouthwash solution.

(J Bio-Integ 6 : 57 - 62, 2016.)

１．緒　言

　近年，口腔感染症やインプラント周囲炎に対して口

腔粘膜上皮に為害作用が少ない機能水による抗菌・洗
浄療法の適用が報告されている 1,2）．また，臨床応用
として，日常臨床の中でまれに遭遇するインプラント
手術時の術後感染の防止のため，殺菌・洗浄効果の高

　Accepted for publication 14 June 2016
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いオゾンナノバブル水（Ozone nanobubble water 以
下 NBW3）を用いた局所洗浄と口腔洗口に利用してい
る．今回用いた NBW3 は，塩素系殺菌剤と比べて約
10 倍の殺菌作用を保有し，口腔上皮・粘膜に対する
安全性が確認されている 3）．また，殺菌スペクトルが
広く，副反応物質が発生せず残留性がない 4）などの
すぐれた特徴があり，効果的な殺菌剤としての期待が
大きく，歯周治療にも応用され著効を挙げている 5）．
　そこで，本研究では NBW3 がインプラントへの感
染予防における有効性を評価することを目的として，
NBW3 による口腔内の洗浄が，バイオフィルムの初
期コロナイザーであるStreptococcus  mutans（以下
S. mutans）6）の殺菌に有効であるか否かを検討した．
さらに，NBW3 のS . mutans に対する作用時間によ
る殺菌効果の違いを検討し，市販の洗口剤との殺菌効
果を比較・検討した．

２．材料と方法

１）供試材料
　（1） NBW3：NBW3（京セラメディカル Inc, 大阪）

の原液（オゾン濃度：約 1.5ppm）
　（2） 0.05% グルコン酸クロルへキシジン溶液：コン

クール F®（Weltec Inc, 大阪）を使用説明書に
従い，滅菌生理的食塩水 50ml に 10 滴を滴下し
十分に撹拌した溶液

　以上の 2 種類の試料を用いた（図 1）．

２）使用菌種
　グラム陽性球菌，う触原性細菌であるS. mutans

（JCM5705）を用いた．

３）使用培地
　（1） ブレインハートインヒュージョン（以下 BHI）

寒天培地
　　　（日水製薬，Code 05507，Lot.007505）
　（2） ブレインハートインヒュージョンブイヨン
　　　（日水製薬，Code 05509，Lot.008401）

４）方法
　S. mutans を BHI 寒天培地に接種し，3 日間嫌気
培養（アネロパックケンキ ®（三菱ガス化学製）使

用，酸素濃度：0.1% 以下）した．その後コロニーを
再度 BHI 寒天培地にて継代し，3 日間嫌気培養を行い，
シングルコロニーを得た．さらに，5ml の BHI 液体
培地に接種して約 24 時間嫌気培養した後，作成し
た培養菌液を滅菌生理食塩水にて 1.0 × 105 ～ 1.0 ×
106cfu/ml 程度を目安に調整し菌液とした．また，作
成した菌液を 10µl 採取して 990µl の滅菌生理食塩水
に加え 100 倍希釈とした溶液を嫌気培養して菌数を計
測し，換算値より試験開始時の菌数を求め菌数初期値
とした．
　試験は，以下の手順で菌液に各試料を作用させた．
作成した菌液 100µl を採取し，試料 900µl に加えて撹
拌した．作用時間は 5 秒，10 秒，30 秒，60 秒の 4 通
りを設定した．各作用時間の経過後菌液を採取し，滅
菌生理的食塩水を用いてさらに 1/1000 倍に希釈した．
その後，それぞれ 100µl を BHI 寒天培地に塗抹・嫌
気培養を行い，コロニー数をカウントした．
　以上の試験は n=3 にて実施した．

５）評価法
　得られた菌数のデータから，2 つの培地の平均値を
求め，各作用時間について菌数換算値（cfu/ml）の平
均値を算出した．この結果を菌数初期値と比較するこ
とで各試料の作用時間ごとの菌数減少率を算出し，結
果を比較・検討した．

図１：NBW3（左）とコンクール F®（右）
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３．結　果

１）データの各統計値
　菌数初期値は 2.6 × 106 ± 4.0 × 104cfu/ml であった．
NBW3 では，5 秒間作用させた場合は平均 2.6 × 105

± 1.4 × 105cfu/ml，10 秒間では平均 1.7 × 104 ± 8.3
× 103cfu/ml，30 秒間および 60 秒間ではコロニー数
は検出限界以下であった（表 1）．また，グルコン酸
クロルへキシジン溶液を作用させた場合，作用時間 5
秒間では平均 2.4 × 106 ± 1.8 × 105cfu/ml，10 秒間で
は平均2.1×106 ±5.8×104cfu/ml，30秒間では平均2.0
× 106 ± 8.8 × 104cfu/ml，60 秒間では平均 1.5 × 106

± 5.8 × 104cfu/ml であった（表 2）．

２）菌数換算値のグラフ化
　以上の結果をグラフ化した（図 2）．菌数初期値と
比較することにより，各試料作用後の減少率を比較
した結果，NBW3 の菌数の減少率は 5 秒間で約 10%，
10 秒間で 1% 以下まで減少し，30 秒間，60 秒間で本
試験における検出限界以下まで減少した．また，グル
コン酸クロルへキシジン溶液においては，5 秒間で約
92%，10 秒間で約 81％，30 秒間で約 77％，60 秒間
で約 58％に減少した．

４．考　察

　現在，農業・工業・水産加工業などのほかに医科
の分野でも NBW3 が応用されており，化膿性骨髄炎
等に対して NBW3 を用いた持続洗浄療法が実施され
良好な経過が得られた症例が報告されている 7）．ま
た，極低侵襲の外科手術法として近年注目されている
NOTES（Natural Orifice Translumenal Endoscopic 
Surgery）時の腸管殺菌 8），また難治性皮膚潰瘍の治
療 9）として NBW3 の局所持続洗浄と高気圧酸素治療
の併用療法が行われ，良好な結果が得られている．さ
らに歯科の分野においても，オゾンによる止血効果，
坑炎症作用，創傷治癒能等の報告 10）があり，インプ
ラント治療をはじめ口腔外科治療等にも臨床応用され
ている．
　本研究では，NBW3 の作用時間による殺菌効果を
他の薬剤と比較した．S. mutans 菌液に NBW3 を作

表１：NBW3 の結果

表２：グルコン酸クロルへキシジン溶液の結果

図２：作用時間と菌数換算値の関係
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用させた結果，菌数の減少率は 5 秒間で約 10%，10
秒間で 1% 以下まで減少し，30 秒間，60 秒間で本
試験における検出限界以下まで減少した．これより
NBW3 の殺菌効果は各作用時間において，本試験の
条件下ではグルコン酸クロルへキシジン溶液と比較し
て高いことが明らかとなった．この結果は，本国で許
可されているグルコン酸クロルへキシジン溶液の作用
濃度が低いことに起因するとも考えられるが，NBW3
による洗浄により口腔内に存在する細菌が効果的に殺
菌される可能性が示唆された．しかし，口腔内には唾
液をはじめとする有機物質が存在するため，本実験結
果をそのまま臨床に当てはめることは適当ではない．
すなわち，有機物質により NBW3 の殺菌力は減弱さ
れるため，口腔内への臨床応用においては NBW3 の
使用する量・頻度を考慮することが必要である．
　NBW3 の殺菌作用の機序は，有機物などの刺激に
より産生された酸素原子（O）・OH ラジカル（hydroxyl 
radical）などの活性酸素（Reactive Oxygen Species，
ROS）による酸化である．ROS により，細菌の細胞
壁のペプチドグリカン（Peptidoglycan）が破壊さ
れ，オゾンナノガス核が細胞膜を通過して細胞質・核
様体に影響を与えると考えられている 11）（図 3）．ま
た，口腔上皮細胞，口腔粘膜細胞を対象細胞として
細胞素性試験を行った結果，NBW3 では 24 時間経過
後もコントロール群と比較してほぼ 100％の細胞が生
存していた（表 1：ET50 ＞ 24 時間）（表 3）．従って，
NBW3 は口腔組織に対して為害性はないと考えられ
る 12）．さらに金属に対する腐食性も低い 13）ため，長
期間の使用が可能となる．

　NBW3 の臨床応用の一つとして，我々はおもに手
術後の術後感染の防止のため手術時の洗浄（図 4）と
手術後の創面の洗浄と含嗽に使用している．術後感染
の防止は，インプラント埋入後の術後経過の中で早期
治癒を確保するためにも重要である 14）．術後感染は，
おもに術中・術後の細菌感染により発生し，重度歯周
疾患患者に多いと報告されている 15）．また術後感染
の発生頻度は少ないが，インプラントの種類によらず
一度発生すると感染の進行においてはインプラント体
を抜去せざるを得ない症例もあり，治療が困難になる
ことが多い．これらを回避するためには，術中の殺菌・
洗浄と術前・術後の口腔環境を清潔にして感染リスク
を少なくすることが重要となる．これまで，術後感染
が発生した場合，通常では抗菌薬の全身投与や局所洗
浄法として希釈した消毒薬（ポピヨドン液等）を用い
ることが一般的であったが，耐性菌の発生や薬物によ
る組織障害の懸念 16），また，アレルギーが発症する
等 17）の問題があった．しかし，術後感染により，抗
菌薬や一般的な消毒薬で効果が現れなかった症例に対
して，患者の同意をもって NBW3 による含嗽と創面
の洗浄を行うことで，十分な治療効果が得られた症例
を多く経験している（図 5，6）．NBW3 が手術時の組
織の洗浄・殺菌に優れ，副作用がなく組織障害性が認
められないことから，インプラント周囲組織の感染症
に対する速やかな治療とその後の組織修復に大きな役
割を果たすと推測される．したがって，NBW3 のイ
ンプラント治療等の外科処置への応用は有用であると
考えられる．

表３：細胞半減期の試験
生細胞数が
半減する時間 口腔上皮 口腔粘膜 pH

（ET50）
オゾンナノバブル水 24 時間以上 24 時間以上 6.0
リステリン TM 6.2 時間 1.1 時間 4.0
界面活性剤 6.8 時間 47 分 NA

NA – Not Applicable（文献 12）.
Project 6614, Draft Report

図３：NBW3 作用細胞の TEM 像
　　　（荒川 講演スライド改変）　
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　近年，インプラント治療においてオゾンジェルを用
い，自家骨・ハイドロキシアパタイト・β－ TCP お
よびオゾンジェルの混合物を抜歯窩に充填し，歯槽堤
保存術（ソケットプリザベーション）18）を試みて好
成績を得た症例報告もされている．また，in vitro  に
おいてオゾンジェルを骨芽細胞に対して作用させた結
果，コラーゲン産生能とアルカリフォスファターゼ活
性の増加が確認され ,「骨再生能」の向上が確認され
ている 19）．
　また，オゾン水によるインプラント体の表面改質に
よる細胞への影響についての報告 20）もされ，オゾン
を用いたインプラント治療における予知性の向上が期
待でき，NBW3 を含めたオゾンの応用範囲もさらに
拡大されると予想される．

５．結　論

　本研究では，オゾンナノバブル水のStreptococcus 
mutans 対する作用時間による殺菌効果の違いを検討
した．その結果，オゾンナノバブル水による洗浄によ
り口腔内に存在する細菌が効果的に殺菌される可能性
が示唆された．

　なお，本論文の一部は，第 6 回バイオインテグレー
ション学会 学術大会（2016 年，大阪）において発表
した．

図４：術中の殺菌・洗浄

図５：埋入 1 週間経過後の術後感染

図６：埋入 3 週間経過後のインプラント周囲組織
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抄　録

　インプラント手術後の術後感染の防止のため，殺菌・洗浄効
果の高いオゾンナノバブル水（Ozone nanobubble water 以下
NBW3）を用いた局所洗浄法と含嗽に臨床応用をしている．本
研究は，口腔内を NBW3 を用いて洗浄し，バイオフィルムの
初期のコロナイザーであるStreptococcus mutans を殺菌する
ことを想定した際の適切な洗浄時間を検討した．また，市販
の洗口剤（グルコン酸クロルへキシジン溶液）を用い，両者
の殺菌効果を比較・検討した．その結果，NBW3 の菌数の減
少率は 5 秒間で約 10%，10 秒間で 1% 以下まで減少し，30 秒
間，60 秒間で本試験における検出限界以下まで減少した．ま
た，グルコン酸クロルへキシジン溶液においては，5 秒間で約
92%，10 秒間で約 81％，30 秒間で約 77％，60 秒間で約 58％
に減少した．NBW3 の殺菌効果は各作用時間において，本試
験の条件下においてはグルコン酸クロルへキシジン溶液と比較
して高いことが明らかとなった．本試験結果より，NBW3 に
よる洗浄により口腔内に存在する細菌が効果的に殺菌される可
能性が示唆された．
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●原著論文

シンバスタチン含有ゼラチン・ハイドロキシアパタイト球形顆粒の
開発とシンバスタチンの放出制御

齊藤　花江 1），照喜名　孝之 2），細越　貴裕 1），服部　祐介 2），大塚　誠 2）

Development of simvastatin contained gelatin hydroxyapatite spherodized 
granules with controlled drug release

Hanae Saito 1), Takayuki Terukina 2), Takahiro Hosogoshi 1), Yusuke Hattori 2), Makoto Otsuka 2)

Abstract

Purpose: Prognosis of dental implant therapy after placement is commonly dependent on the efficient bonding 
of titanium implant and jaw bone. Simvastatin (SIM), which is a classic antihyperlipidemic drug, has been 
remarkably attracted in dental region since it was reported that SIM has bone regeneration effect, and thus, 
SIM has been expected as the compound to support dental implant therapy. In this study, we aimed for the 
development of simvastatin-loaded gelatin/hydroxyapatite spherical granules (SIM/GE/HAP) using spheronizer 
(Marumerizer) for efficient dental implant therapy. 
Methods: Preparation of SIM/GE/HAP: SIM/GE/HAP was prepared using spheronizer for producing on a large 
scale. Characterization of SIM/GE/HAP: The surface morphology of the SIM/GE/HAP was visualized using a 
scanning electron microscope. In vitro drug release in phosphate buffered saline (PBS) or simulated body fluid 
(SBF): The SIM/GE/HAP was determined by UV-VIS spectrometer. To understand the mechanism of SIM 
release from the SIM/GE/HAP, the results of in vitro release profiles were fitted to a mathematical model. 
The X-ray powder diffraction (XRD) profile of SIM/GE/HAP was measured by powder X-ray diffractometer to 
evaluate the composition and crystallinity of the granules before and after in vitro release test.
Results: The SIM/GE/HAP in SBF exhibited sustainable release profile for 1 week. In contrast, the SIM/GE/
HAP in PBS released SIM approximately 60% within 1 week. These results mean that SIM/GE/HAP implanted 
in the body can release SIM until the implant is attached with jaw bone. The XRD spectrum of SIM/GE/HAP 
after the release test in SBF was characteristics of HAP. On the other hand, The XRD spectrum of SIM/GE/
HAP after the release test in PBS showed most parts of granule bulk did not transform into HAP.
Conclusion: The results showed that SIM/GE/HAP prepared using spheronizer could release SIM continuously 
and has a potential to promote the local bone regeneration.
Keywords: Bone regeneration, Simvastatin, Hydroxy apatite, Drug delivery system, Controlled release

(J Bio-Integ 6 : 63 - 69, 2016.)
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１．緒　論

　インプラント治療において，最適な審美的かつ生理
機能的成績を得るためには，歯科インプラントを適切
な補綴位置に埋植することが求められる．術前の評価
では，補綴部位の周囲骨の量および質と軟組織を含め
た様々な生体因子を考慮する必要がある 1）．多くの歯
科インプラント症例では，適正なインプラント埋植に
使用できる骨や軟組織が不十分で，歯槽骨部位の再生
処置が必要であるとされている．この処置は，患者の
状態に応じてインプラント埋入時，または再治療時に
行うことができる．適正な長さと幅の歯科インプラン
トを埋入するためには，骨と周囲の軟組織の再生が課
題となる．自家骨を用いた治療は，骨再生における標
準治療法の一つとされているが，一般的に最も多い高
齢患者の骨部位から十分な骨を採取することは難し
い．また，患者の骨関連病状の悪化といった様々な原
因により，移植片が破骨細胞による早期吸収され，自
家骨移植片を採取して利用することが難しい症例が多
い．その問題を解決するために，様々な骨代用物がこ
れまでに開発されてきた．理想的な人工骨は，物理的
および化学的に自家骨の構造を再現したものが要求さ
れる．
　現在，臨床に使用されている人工骨及び骨補填材の
多くは，生体適合性・骨伝導性を有する．代表的な骨
補填材の一つであるリン酸カルシウム系人工骨材料
は，自家骨と親和性を有するため，骨や歯の補填材料
として使用されている 2）．骨組織と近い組成であるハ
イドロキシアパタイト（HAP），β型リン酸三カルシ
ウム（β -TCP）を中心としたリン酸カルシウム系人
工骨材料が用いられることが多い 3）．しかし，人工骨
を移植後，比較的早期の骨形成及び吸収置換を考慮し
たとき，β型と比較してα型の方が，吸収置換速度が
速い．またβ型よりも，α型は自己硬化作用を有する
という利点がある 4）．
　既存の人工骨材料の代表的な形状として，顆粒状の
ものが一般的に用いられている．顆粒状材料は，骨補
填に幅広く適応できる．また，顆粒が集積して顆粒間
に形成された連通孔が，骨伝導に必要な細胞及び血管
の浸潤を誘導し，骨再生に有利な環境を作り出すこと
ができる 5）．人工骨顆粒の製造方法は主に，スラリー

状の原料粉末を乾燥し，焼成後，粉砕する方法で行わ
れている 6,7）．しかし，粉砕後の顆粒粒子に角があり，
顆粒の流動性が低くなるため，患部に埋入した際に，
充填性及び操作性が悪いとされる．
　一方，製薬分野で用いられる球形顆粒は，一般的に
造粒後，球形顆粒にする方法として，高速転動式球形
整粒機（マルメライザー）を用いる方法による調製さ
れ，造粒後粒子を整球し，GMP 及び GLP に準拠して，
連続的かつ工業的に大量生産を行うことができる．球
形顆粒は，顆粒流動性に優れ，安定な顆粒間空隙を形
成する．Brown らが報告している，自己硬化型アパ
タイトセメントを基材として，球形化顆粒を調製する
ことを試みた 8）．これらの球形化顆粒の特筆すべき点
として，焼成工程を伴わないため，骨親和性が高く，
かつ，熱に弱い薬剤を含有させた球形骨補填材を調製
することが可能となる．
　焼結リン酸カルシウム系顆粒状骨補填材を移植した
場合，自家骨と比較して骨誘導性が乏しいという欠点
がある．そのため，骨形成効果を有する薬剤との併用
により，骨誘導性を促進する薬剤担持型骨補填材を開
発し，骨再生を行う研究が多くなされている．高脂血
症治療薬であるシンバスタチン（SIM）は，1999 年
に Mundy らが，SIM が骨形成タンパク質のひとつ
で あ る Bone morphogenetic protein-2（BMP-2） の
mRNA 発現を促進することで骨形成を促進する可能
性を報告 9）して以降，骨形成に与える様々な影響に
ついて報告がされている 10-12）．in vivo，in vitro 実験
系において，骨形成促進の報告が多数あるが，薬物放
出制御が不十分であるため，その薬効は限定的であ
る 13-15）．
　本研究では，骨形成効果を有する SIM に着目し，
自己硬化型アパタイトセメントに含有させ，マルメラ
イザーを用いて SIM 含有α -TCP 球形顆粒複合体の
開発を行った．さらに，球形顆粒の物性評価を行い，
薬物担体であるα -TCP 球形顆粒からの SIM 徐放出
挙動のメカニズムの解明を行った．

２．材料と方法

２．１）SIM 含 有 α -TCP 球 形 顆 粒 複 合 体（SIM/
GE/HAP）の調製
　α型 Ca3（PO）4（α -TCP; 富田製薬株式会社）と



65 ●

バイオインテグレーション学会誌　第６巻 J Bio-Integ 6 : 63 - 69, 2016.

CaHPO4（Fuji Chemical Industries Co., Ltd.）を等モ
ル比で混合した．このリン酸カルシウム混合物 2g，
豚皮膚ゼラチン（和光純薬）0.1g 及び SIM（TEVA 
Pharmaceutical Works Private Ltd.）0.1gを 混 合 後，
リン酸水溶液（0.01 mol/L）2.3mL を添加して練合し
た．0.5 mm のメッシュを用いて湿式押し出し造粒を
行い，小型マルメライザーで球形に整粒した．24 時間，
湿度 100%，37℃環境下で球形の SIM/GE/HAP を調
製した．本実験では自然骨に近い低結晶性の組成にす
るため，Ca 欠損型アパタイトとし，Ca3（PO4）2:CaHPO4 

=1:1（mol）（Ca/P 比 1.33）で調製した 16）．

２．２）SIM/GE/HAP の物性評価
　得られた SIM/GE/HAP の断面を，走査型電子顕微
鏡（（JSM-7600F, JEOL Ltd., Tokyo, Japan））を用い
て撮影・観察した．その後，元素マッピングを行い，
断面に存在している SIM を観察した．また，SIM/
GE/HAP の 真 円 度 を， ソ フ ト ウ ェ ア（Image Pro 
Plus ver. 4.0.0）を用いて測定した．

２．３）SIM 溶出試験
　生体内で骨と自然に結合することができる生体材料
は，その表面に骨類似アパタイト層を形成し，それを
介して骨と結合することが知られている．さらに，こ
の生体内でのアパタイトの形成は，ヒトの体液とほぼ
等しい無機イオン濃度を有する擬似体液（SBF）で再
現できることも明らかにされている．そのため，こ
の SBF を用いて材料のアパタイト形成能を評価する
ことにより，動物実験を行う必要なく，未知材料の
骨結合能の有無を判断することができるようになっ
た．その後，2007 年に，この SBF が生体内における
人工材料表面のアパタイト形成能を評価する標準溶
液（ISO23317）として国際標準化機構に登録されて
おり，世界中で広く使用されている．そこで，生体中
における SIM/GE/HAP のアパタイト形成能を評価す
るために，3mL のリン酸緩衝生理食塩水（PBS）及
び疑似体液（SBF）に添加し，恒温槽（Personal-11; 
TAITEC Co., Ltd, Tokyo, Japan）内で撹拌し，薬物
放出試験を行った（37°C，100 rpm）．前報に従い，
SBF は正常モデル，PBS は骨粗しょう症モデル溶出
液とした 17）．試験開始 1，2，3，4，5，6，7 日後に
溶出液を全量採取し，0.45μm のメンブレンフィル

ターを用いてろ過後，等量のアセトニトリルを加えて
希釈したものを試料溶液とした．調製した試料溶液中
の SIM は，UV（UV-2550, Shimadzu, Kyoto, Japan）
を用いて 254 nm における吸光度を測定した．さらに，
得られた溶出挙動から溶出メカニズムを解析するた
め，数学的モデルである Higuchi モデルを適用した．
Higuchi モデルとは，薬物分散型マトリクス製剤から
の薬物放出メカニズムを解析できる数学モデルであ
り，以下の式で表現される（Ep. 1,2）18）．

Q=［D･（2A-Cs）･Cs･ ｔ］1/2　　 （Eq. 1）
Q:単位面積当たりの累積薬物放出量, D：拡散定数, A：
マトリックス中の薬物の全濃度，Cs：溶解度 , t: 時間

Q = kHt1/2   （Eq. 2）
kH は Higuchi 式における薬物放出定数である．

２．４）XRD 法を用いた SIM/GE/HAP の結晶性の
解析
　移植した顆粒の生体内での挙動を評価・検討するた
めに，溶出試験前後における SIM/GE/HAP の組成を
粉末 X 線回折装置（Rint Ultima, Rigaku Co., Japan, 
Cu 管 , 40 mA, 40 kV, 2θ走査速度 , 2.0°/min）を
用いて，X 線回折測定を行った．調製して得られた
SIM/GE/HAP が実際の骨組織中の HAP の組成に近
づいたかどうかを検討するため，比較対照として，粉
砕した豚大腿骨の XRD 結果を示した．

２．５）統計処理方法
　データは平均 ± 標準偏差（Mean ± S.D.）で示し
た．各データの統計処理は，a one-way analysis of 
variance（ANOVA）を用いて分散分析を行った後，
Bonferroni 法によって統計学的処理を行った．有意水
準を 5% として検定を行った．
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３．結　果

３．１） SIM/GE/HAP の物性評価
　調製して得られた SIM/GE/HAP の概観写真を Fig. 
1 に，SEM 画像を Fig. 2 に示す．Fig. 2 の断面図の
SEM 画像から，SIM/GE/HAP は多孔性でなく，内
部が密に詰まっている緻密型の球形顆粒であった．ま
た，球形顆粒内に SIM が封入されていた．真円度は，
1.08 ± 0.02 であった．得られた球形顆粒自体は球形

Fig. 1: Image of SIM/GE/HAP.

Fig. 2:  Images of (A) GE/HAP and (B) SIM/GE/HAP observed 
by scanning electron microscopy. Blue: Phosphorous, 
Green: Carbon (SIM)

Fig. 3:  Release profiles of SIM from SIM/GE/HAP. the data 
represent the mean ± S.D. (n = 5)

Fig. 4:  X-ray powder diffraction profiles of SIM/GE/HAP be-
fore and after drug release. (A) α-TCP, (B) CaHPO4, (C) 
SIM/GE/HAP before drug release, (D) SIM/GE/HAP 
after drug release in PBS, (E) SIM/GE/HAP after drug 
release in SBF, (F) right femur of pig, (G) Hydroxyapa-
tite

(A)  GE/HAP 

(B) SIM/GE/HAP
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であるため，骨欠損部に挿入したとき粒子間空隙によ
る完全連結孔が生まれ，破骨細胞や骨芽細胞が導入し
やすくなり，細胞スキャホールドとしての機能を発揮
すると考えられる．

３．２）溶出試験と溶出メカニズムの解析
　Fig. 3 に，PBS 中及び SBF 中での SIM 溶出試験の
結果を示す．骨粗しょう症病態を想定した PBS を試
験液として用いた溶出試験では，SIM/GE/HAP の溶
出は初期バーストが見られ加速し，また，試験開始 1
週間では，約 60% 溶出していた．一方，正常生体液
を想定した SBF を試験液として用いた場合，球形顆
粒表面にアパタイトが析出し，比較的 SIM/GE/HAP
は薬物放出が抑制されており，試験開始 1 週間で約
26% しか溶出していなかった．このことから，SIM/
GE/HAP は生体内に移植した場合，SIM を徐放し，
骨粗しょう症病態依存性薬物放出することが期待でき
る 19）．
　次に，我々は SIM/GE/HAP の Higuchi モデルに
フィッティングすることで，薬物放出メカニズムの
解析を行った．Higuchi モデルはマトリクス型の薬物
担体からの薬物放出を表すモデルである．PBS 中及
び SBF 中での挙動は，それぞれ相関係数 R2 = 0.9394，
0.9524 となり，比較的良好にフィットしていた．
SIM/GE/HAP が PBS 中で溶出が速くなっているこ
とを考慮すると，PBS 中では，基剤である GE/HAP
と基剤中に分散している SIM が同時に溶解し，SIM
を放出していることが考えられる．一方，SBF 中で
は溶出が抑制されていたことから，基剤に分散してい
る SIM が拡散速度に依存して放出されていることが
考えられた．

３．３）XRD 解析
　溶出試験前後における SIM/GE/HAP の組成を
X 線回折測定法で評価した．溶出試験前の SIM/
GE/HAP の 回 折 パ タ ー ン（Fig. 3）は， α -TCP と
CaHPO4 の混合粉末とほぼ一致した．この結果から，
溶出試験前，すなわち生体内への移植前では，SIM/
GE/HAP の大部分は，アパタイト転移は不完全であ
ると考えられる．Fig. 4 に PBS 中での溶出試験後の
SIM/GE/HAP の XRD 結果を示す．26.5°，30°付近
のピークが消え，26°，32°，33°付近のピークが鋭く

なっている．このことから，溶出中に SIM/GE/HAP
の大部分が，アパタイトに転移進行したと考えられる．
Fig. 4 に示すように，SBF 中での溶出後の SIM/GE/
HAP は，PBS で観察されたピークに加え，23°，29°，
42°付近でアパタイトのピークが確認された．このこ
とから PBS 中に曝露したときよりも，SBF 中での方
がアパタイトへの転移がより速く進行したと考えられ
る．

４．考　察

　1999 年に Mundy らにより，SIM が骨芽細胞に作
用して骨形成作用を促進するという報告以降，歯科分
野においてインプラントを支持する歯槽骨再生を目
的として，SIM は着目されている 20,21）．しかし，SIM
は難溶性薬物であり，骨補填材を SIM 水溶液に浸漬
しても，骨形成効果を十分に発揮するための SIM を
担持することは難しい．また，SIM は融点が約 135-
138°C であり，焼結過程を経て調製された骨補填材
中に保持することはできない．
　これまでに我々は SIM 含有アパタイトセメントブ
ロックからの薬物徐放性とその治療効果を報告してき
た 22）．そこで本研究では，加熱を伴わない工程で薬
物を含有できる顆粒状骨補填材を連続的に生産する方
法の提案として，球形整粒機であるマルメライザーを
用いて，SIM/GE/HAP の開発をラボスケールで行っ
た．
　Fig. 1 の SEM 画像から，SIM/GE/HAP は，内部
が密に詰まっている緻密型の球形顆粒であった．得ら
れた SIM/GE/HAP 顆粒は多孔性ではないが，球形で
あるため，骨欠損部に挿入した際，粒子間空隙による
完全連結孔が生まれ，破骨細胞や骨芽細胞が導入しや
すくなり，細胞スキャホールドとしての機能を発揮す
ると考えられる．理論上，球形顆粒を局所に集積した
ときの空隙率は，単純立方型（空隙率：47.64%）が最
も高く，六方最密型（空隙率：25.95%）が最も小さ
い 23）．骨欠損部に挿入した SIM/GE/HAP が作り出
す空隙は，この範囲内となることが考えられる．
　続いて我々は，PBS 中及び SBF 中でのin vitro 溶
出試験を行った．骨粗鬆症状態の PBS 中では SIM の
初期バーストが起こり，正常状態の SBF 環境下では
薬物放出は抑制されていた．PBS は Ca 濃度が低く不
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飽和溶液である．一方，SBF は Ca 濃度の高い飽和溶
液である．したがって，PBS 中では，SIM/GE/HAP
の基剤であるα -TCP 及び CaHPO4 がアパタイトに
転移する前に溶出し，不完全なアパタイト転移であっ
たのに対し，SBF では溶出が抑えられ，アパタイト
に転移したものと考えられる．また，SIM/GE/HAP
は SBF 中で，1 週間で約 26% の SIM 溶出を示したこ
とから，SIM を長期に渡り，徐放することが期待で
きる．即ち，骨粗鬆症病態依存性薬物放出制御するこ
とが示された．また，これまでに我々は局所における
SIM の徐放が骨形成に有利な条件であることを報告
してきた．したがって，本研究で得られた SIM/GE/
HAP は，骨再生を促進する薬物徐放性リン酸カルシ
ウム系骨補填材としての骨粗鬆症病態依存性薬物放出
機能を発揮するデバイスであることが期待できる．
　最後に，生体内移植後の挙動を評価するために，溶
出試験前後での SIM/GE/HAP の XRD 測定を行った．
SIM/GE/HAP を PBS に曝露後，不完全なアパタイト
転移が観察された．一方，SBF に曝露後，SIM/GE/
HAP は PBS 環境条件下よりも，アパタイトに転移し
ていることが示唆された．SIM/GE/HAP は，SBF 環
境下では表面が溶出することなく，アパタイトに転移
したと考えられる．このことから，生体内に移植後，
SIM/GE/HAP はアパタイトに容易に転移することが
示唆される．また，SIM/GE/HAP は，生体内におい
て，アパタイトに転移するためのタイムラグが存在す
ることで，破骨細胞による骨吸収を受ける時間が与え
られ，アパタイト転移後，骨芽細胞が集積する足場と
なり，骨組織への置換が可能となることも考えられる．
　本研究では，球形整粒機であるマルメライザーを用
いて，SIM/GE/HAP の開発を行い，物性評価及びin 
vitro 実験を行うことで，生体内移植後の挙動を評価・
検討した．今後，本研究で得られた知見をさらに補完
するために，細胞を用いた実験及び動物を用いたin 
vivo 実験を行う必要があるものの，SIM/GE/HAP は
欠損部に即時充填することができるため，歯科インプ
ラント治療と併用可能なデバイスとして応用が期待さ
れる．
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On cone-beam CT artifact induced by titanium cylinder-a preliminary study

Isho Tsugawa, 1) Mohammad A Momin 2)

Abstract

Objective: The aim of this was to evaluate the metal artifacts on AZ3000CT images using the titanium cylinders 
in relation to different exposure protocols. 
Materials and method: The titanium cylinders were fabricated for the evaluation of metal artifacts. The cylinders 
heights were 15.07 mm and 15.06 mm, and the diameters were 3.49 mm, and 2.99 mm were installed at the 
anterior and posterior side of the plastic model mandible, respectively. The cylinders positions were in two 
central incisors for anterior and molar regions for the posterior segment, and the cylinders were placed 10 mm 
from each other. CBCT examinations were performed with AZ3000CT, FPD type (Asahi Roentgen ltd, Kyoto, 
Japan). The titanium cylinders were imaged at the same position at tube voltages of 60 and 90 kV, 4mA, and 17 
seconds. 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 102.32% to 
102.72%, and 100.53% to 100.86 % for a single cylinder for 60 and 90 kV, respectively. For double cylinders, the 
mean heights were from 101.32% to 102.52%, and 100.99% to 102.05% for 60 and 90 kV, respectively. The mean 
diameters AP and ML were (104.34% to 104.68%, and 102.29% to 103.34%; and 103.67% to 104.01%, and 101.14% 
to 102.67%) for a single cylinder for 60 and 90 kV, respectively. For double cylinders, the mean diameters AP 
and ML were (103.82% to 104.29%, and 103.15% to 104.34%; and 103.43% to 104.01%, and 102.00% to 103.34%) for 
60 and 90 kV, respectively. 
Conclusion: Artifacts can damage the quality of images, sometimes causing unusable in the diagnosis. It originates 
from an assortment of some sources, including the presence of metallic materials and patient positioning. However, 
it is necessary to evaluate preoperatively metal artifacts for successful Implant installation.   
Keywords: cone beam CT, titanium cylinder, artifact.
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1. Introduction

  Imaging is an important diagnostic adjunct to the 
clinical assessment of the dental patient. Over the 
last few years, cone beam computed tomography 
(CBCT) has become an integral diagnostic device in 
Dentistry. 1,2) Previously study reported that CBCT 
is most commonly used in the assessment of bony 
and dental pathological conditions, including fracture, 
structural maxillofacial deformity and inferior dental 
canal, preoperative assessment of impacted teeth, 
TMJ imaging and in the analysis of available bone 
implant placement.3) Earlier studies reported that 
CBCT is applied for evaluating bone quality and 
predicting initial implant stability. 4, 5) Since artifacts 
may interfere with the diagnostic process performed 
on CBCT data sets, every user should be aware of 
their presence. 
   CBCT used as an alternative to conventional CT 
that is appropriate for a wide range of maxillofacial 
indications. Artifacts are common in CBCT. In general, 
we know that, the four types of artifacts that can 
occur are as follows: (a) streaking, which is generally 
due to an inconsistency in a single measurement; 
(b) shading, which is due to a group of channels or 
views deviating gradually from the measurement; (c) 
rings, which are due to errors of detector calibration; 
and (d) distortion.6) Streaking and shading artifacts 
due to high areas of attenuation (such as metallic 
restorations) and inherent spatial resolution may limit 
adequate visualization of structures in the dento-
alveolar region.  
　The metallic materials used in dentistry can 
produce artifacts; due to the beam hardening, is 
produced by objects with a high density.7, 8) Artifacts 
can severely worsen the quality of images, sometimes 
to the point of making them unusable to diagnosis.9,10,11) 

The presence of metallic materials affect the quality 
of CT images because of some effects, including, beam 
hardening, scatter, noise, and photon starvation.12,13) 

However, it is mandatory to evaluate preoperatively 

metal artifacts for successful implant installation. 
Implant Various types of CBCT devices are available 
on the market with different protocols including, 
FOV sizes, tube current, tube voltage, beam quality, 
exposure time, and rotation arc with FPD and or 
II detectors. Artifacts affects by the image noise, 
contrast resolution.14, 15) Presently, we studied on 0.155 
mm voxel size with FOV (79×80 mm) with I mode 
using same titanium cylinder. 
   The quantification of metal artifacts investigated 
using different methods.16,17) However, there is no 
particular parameter to quantify the artifact of the 
titanium cylinder. The aim of this study was to 
evaluate quantitatively the titanium cylinder artifacts 
on AZ3000CT images using the titanium cylinders in 
relation to various exposure protocols.   

  
2. Materials and Methods

   A plastic model of the mandible was manufactured 
and poured into the water contained clear plastic 
container for considering the soft tissue (Fig 1). For 
image quality analysis in the mandible, we made two 
cylindrical holes for anterior (1st central incisors) and 
two for posterior (1st and 2nd Molar) segment (Fig 2). 
For the evaluation of artifacts, titanium cylinders were 
fabricated (Tokyu hands). Cylinders with heights of 
15.07 mm for 2.99 mm and 15.06 mm for 3.49 mm 
diameter were installed in anterior and posterior 
segments of the plastic model of the mandible. The 
titanium cylinders were placed 10 mm from each 
other.
CBCT scanning
   CBCT examinations were performed with 
AZ3000CT, FPD type (Asahi Roentgen ltd, 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 0.155 mm. 
Image analysis 
  All data were evaluated with the Image J Version 
1.49g (http://imagej.nih.gov/ij/ and OsiriX (www.
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osirix-viewer.com/OsiriX-64bit.html) image analysis 
software’s. The heights of the cylinders were 
measured in coronal and sagittal images (Fig 3). 
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 4). The observer (M.O) 
performed the measurements five times to estimate 
intra-observer variability. The average value of all 
measurement was used for the analysis. 

3. Results

  The titanium cylinders height measurement, the 
mean heights deviated from (102.32% to 102.72%, 
and 100.53% to 100.86 %) for a single cylinder for 
60 and 90 kV, respectively. For double cylinder, 
the mean heights were from (101.32% to 102.52%, 
and 100.99% to 102.05%) for a double cylinder for 
60 and 90 kV, respectively (Table1). The mean 
anteroposterior diameters (AP) were from (104.34% 
to 104.68% and 103.43% to 104.29%), and (103.67% 
to 104.01%, and 103.43% to 104.01%) for a single 
and double cylinder for 60 and 90 kV, respectively 
(Table 2). The mean diameters mediolaterally were 
from (102.29% to 103.34%, and 103.15% to 104.34%), 
and (101.14% to 102.67%, and 102.00% to 103.34%) 
for a single and double cylinder for 60 and 90 kV, 
respectively (Table 3). The height and AP diameter 
were greater in 60kV in images for both single and 
double cylinders. Furthermore, the anterior height 
was greater compared with posterior side in 60kV. 
For posterior side, the heights were greater in 60kV 
and 90kV for both single and double cylinders (Fig 
5). The ML diameter of the cylinder was greater in 
anterior side compared with posterior side for both 
60kV and 90kV images. Furthermore, the diameter 
was lower in a single cylinder than that of posterior 
side for a double cylinder (Fig 6). The AP diameter 
of the cylinder was greater for 60kV compared with 
90kV in images. Furthermore, the AP diameter was 
higher for both single and double cylinder. The 

Fig 1:  Size of the titanium cylinder (a) and plastic mandible 
poured into water (b).

Fig 2:  Schematic diagram of the cross-sectional image (a) and 
measurement sites (b). 

Fig 3:  Coronal CBCT images of single cylinder (a) and double 
cylinder (b) 

Fig 4:  Axial CBCT images of single cylinder (a) and double 
cylinder (b) 
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diameter was greater in posterior side for both 60kV 
and 90kV (Fig 7). 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.  

4. Discussion

　The current study, we examined metal artifacts 
on CBCT images by measuring the effect of the 
titanium cylinder. For the evaluation of metal artifact, 

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.

two sizes of the titanium cylinder were installed 
in a plastic model of mandible. The phantom was 
scanned on AZ3000CT devices. This imaging device 
is clinically approved standard instruments and offers 
reproducibility of results.10) In total, 120 exposure 
protocols were evaluated. Typically, differences' 
results are seen with regard to the tube voltage 60kV-
90kV. Earlier paper reported that, CBCT devices use 
image intensifier (I.I) detectors showed in higher 
noise levels compared with FPD.18) In this study, we 
used flat panel detectors (FPD) for the analysis of 
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metal artifacts, showed metals of high density in the 
posterior side compared with the anterior side of the 
plastic mandible. 
   The mean value provides a whole assessment of 
the extent of brightening and darkening of cylinders. 
Previous paper reported that extensive range of 
voxel sizes influences the noise in CBCT images.19) 

The previous studies result is correlated to present 
study; we found the noise was higher on 0.155 mm 
voxel size AZ3000CT device compared with the 
small voxel size (0.125 mm) device (data not shown).20) 
Furthermore, a small number of notes changed in the 
image, after used different exposure protocols from 
the same device. The height and diameter were a 
finer effect in 60kV than that of 90 kV for both single 
and double titanium cylinders. The anteroposterior 
diameter of the cylinder was greater for 60kV 
compared with 90kV in images. Furthermore, the 
anteroposterior diameter was higher for both single 
and double cylinder. The diameter was greater in the 
posterior side for both 60kV and 90kV. 
    The artifacts we observed are frequently found in 
axial radiographic images (diameter) of high-density 
structures compared of coronal or sagittal images 
(height) from the titanium cylinder. Earlier studies 
reported that overestimated the vertical distance 
from the top of the implant effects by artifacts.21, 22, 

23) In the present study, the artifact was lesser in 
the double cylinder (101.32% to 102.52%, for 60kV 
and 100.99% to 102.05% for 90kV) image than that 
of single cylinder (102.32% to 102.72%, for 60kV and 
100.53% to 100.86 % for 90kV) for height, whereas, 
the artifact for diameter was greater in the double 
cylinder (showed anteroposterior diameter) (103.67% 
to 104.01% for 60kVand 103.43% to 104.01% for 90kV) 
compared with single cylinder (104.34% to 104.68% 
for 60kV), and (103.43% to 104.29% for 90kV); it might 
be overlapped the artifact in the middle of the two 
cylinders. Furthermore, the artifact for anteroposterior 
diameter (104.34% to 104.68%, and 103.43% to 104.29%), 
and (103.67% to 104.01%, and 103.43% to 104.01%) was 
lower than that of mediolateral diameter (102.29% 

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

Fig 6:  Anteroposterio diameter of all 2 cylinders: a. single and 
b. double

Fig 7：  Mediolateral diameter of all 2 cylinders: a. single and 
b. double
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to 103.34%, and 103.15% to 104.34%), and (101.14% 
to 102.67%, and 102.00% to 103.34%) for a single and 
double cylinder for 60 and 90 kV, respectively. 
   The height and anteroposterior diameter were 
greater in low tube voltage images for both single 
and double cylinders. Furthermore, the anterior 
height was greater compared with posterior side in 
low tube voltage. For posterior side, the heights were 
finer in low and high tube voltage for both single and 
double cylinders. The mediolateral diameter of the 
cylinder was finer in the anterior side compared with 
posterior side for both low and high tube voltage 
images. Furthermore, the diameter was lower in a 
single cylinder than that of posterior side for a double 
cylinder. 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 an artifact in the double cylinder 
image for 60kV (Fig 4a). The cylinder was almost 
round shape, smooth surface, deep radiolucent area 
between the cylinder, and dark streak artifacts (Fig 
4b). 
    In the present study, we measured the vertical 
height and diameters of the cylinder from the plastic 
mandible phantom in the incisor and the molar 
region. The photons of the X-ray beam energy 
become less debilitated by the penetration of tissues 
than photons with average energy; photons with low 
energy are absorbed. This results in beam hardening 
effects in areas with strong X-ray absorption from the 
titanium cylinder. Therefore; CBCT overestimates 
the measurements compared with original size of 
the cylinder, possibly due to the cylinder artifacts. 
Generally, in cross sections, dark bands or streaks 
can appear between two dense objects in an image; 
because the portion of the beam that passes through 
one of the objects at certain tube positions is hardened 
less than when it passes through both objects at other 
tube positions.6) In this present study, we visualized 
the X-band like an artifact in a single-cylinder image 
and interconnecting artifact (dark streak artifact) by 
the neighbor cylinder with deep radiolucent area in 

middle of the arch in double cylinder images. 
    The exposure dose is influencing to produce an 
artifact by manipulating the energy of the photons. 
Previous studies recommended that imaging 
techniques with high kVp to decrease beam 
hardening.18, 24) It is correlated to our present study 
that, high tube voltage images quality is better than 
that of low tube voltage images. In generally, the 
centre of the object x-rays becomes harder than 
those passing through the edges. The latter appear 
as dark streaks or bands between two dense objects, 
which is related to our present study that showed 
dark streak artifacts between the titanium cylinders. 
    Earlier study reported that the threshold values 
above, and below the white and black components 
of the artifact were taken into account and were 
calculated by adding or subtracting 3 times the 
SD of the background to the attenuation value 
of the background; 25) these report is correlated 
to present study that the extended artifact area 
was approximately three times of voxel sizes. The 
metallic artifacts are similar direction of X-rays 
beams. Therefore, the artifacts are produced in the 
axial sections.7, 8) In this study, the numerous artifacts 
showed in axial images than that of coronal and 
sagittal images. 

 
Conclusion 

In conclusion, evaluation of metal artifacts on 
AZ3000CT devices shows an extensive range of 
values. It is the possibility from the multiplicity of 
imaging parameters used. The titanium cylinders 
extremely induced artifacts, resulting in enlargement 
of the cylinders, in particular, between the cylinders. 
Further study should be carried out.  

References

1)  Mozzo P, Procacci C, Tacconi A, Martini PT, Andreis I.A. 
A new volumetric CT machine for dental imaging based on 
the cone-beam technique: Preliminary results. Eur Radiol 



77 ●

バイオインテグレーション学会誌　第６巻 J Bio-Integ 6 : 71 - 77, 2016.

8:1558-64, 1998.
2)  Arai Y, Tammisalo E, Iwai K, Hashimoto K, Shinoda K. De-

velopment of a compact tomographic apparatus for dental 
use. Dentomaxillofac Radiol 28: 245-8,1999. 

3)  Ludlow JB, Laster WS, See M, Bailey LJ, Hershey HG. Ac-
curacy of measurements of mandibular anatomy in cone 
beam computed tomography images. Oral Surg Oral Med 
Oral Pathol Oral Radiol Endod 103: 534-542, 2007.

4)  Hassan B, Jacobs R, Cone beam computed tomography–3D 
imaging in oral and maxillofacial surgery. European Medical 
Imaging Review 1: 38–40, 2008.

5)  Song YD, Jun SH, Kwon JJ. Correlation between bone qual-
ity evaluated by cone-beam computerized tomography and 
implant primary stability. Int J Oral Maxillofac Implants 
24:59-64,2009.

6)  Schulze R, Heil U, Grob D, Bruellmann DD, Draniscnikow E, 
Schwanecke U, artifacts in cbct: a review. dentomaxillofac 
radiol 40:265–73,2011.

7)  White sc, Pharoah mj. oral radiology: principles and inter-
pretation. 6th ed. st. louis: mosby 235, 2009.

8)  Zhang Y, Zhang L, Zhu XR, Lee AK, Chambers M, Dong L. 
Reducing metal artifacts in cone-beam CT images by pre-
processing projection data. Int J Radiat Oncol Biol Phys 67: 
924–932,2007.

9)  Draenert FG, Coppenrath E, Herzog P, Müller S, Mueller-
Lisse UG. Beam hardening artefacts occur in dental implant 
scans with the NewTom cone beam CT but not with the 
dental 4-row multidetector CT. Dentomaxillofac Radiol 36: 
198–203,2007.

10)  Esmaeili F, Masume J M, Haddadi P, Vatankhah M. Beam 
Hardening artifact:  Comparison between Two Cone Beam 
Computed Tomography Scanners. J Dent Res Dent Clin 
Dent Prospects 6(2): 49–53, 2012.

11)  De Man B, Nuyts J, Dupont P, Marchal G, Suetens P, Metal 
streak artifacts in X-ray computed tomography: a simu-
lation study. IEEE Transactions on Nuclear Science 46: 
691–696,1999.

12)  Schulze R, Heil U, Grob D, Bruellmann D, Dranischnikow E, 
Schwanecke U, Schoemer E, Artefacts in CBCT: a review. 
Dento-maxillofacial Radiology 40:  265–273, 2011.

13)  Goldman L.W, Principles of CT: radiation dose and image 
quality. Journal of Nuclear Medicine Technology 35: 213–
225,2007.

14)  Pauwels R, Beinsberger J, Collaert B, Theodorakou C, Rog-
ers J, Walker A, et al. Effective dose range for dental cone 
beam computed tomography scanners.Eur J Radiol2012(81): 
267–271,2010.

15)  Imai K, Ikeda M, Enchi Y, Niimi T, Statistical characteris-
tics of streak artifacts on CT images: relationship between 
streak artifacts and mAs values. Medical Physics 36: 492–
499, 2009.

16)  Schulze R.K.W, Berndt D, d’Hoedt B, On cone-beam com-
puted tomography artifacts induced by titanium implants. 
Clinical Oral Implants Research 21: 100–107, 2010.

17)  Baba R, Ueda K, Okabe M, Using a flat panel detector in 
high resolution cone beam CT for dental imaging. Dento-
maxillofacial Radiology 33: 285–290, 2004.

18)  Pauwels R, Stamatakis H, Bosmans H, Bogaerts R, Jacobs 
R, Horner K, Tsiklakis K, Quantification of metal artifacts 
on cone beam computed tomography images. Clin. Oral 
Impl. Res 24:94–99, 2013.

19)  Kawai T, Maeda R, Nakao H, Momin M A.  Cone beam 
CT artifact induced by titanium cylinder – a preliminary 
study.  J. Bio-Integ. 5: 93-100: 2015. 

20)  De Man B, Nuyts J, Dupont P, Marchal G, Suetens P. Metal 
streak artifacts in X-ray computed tomography a simu-
lation study. IEEE Transactions on Nuclear Science 46: 
691–696,1999.

21)  De Man B, Nuyts J, Dupont P, Marchal G, Suetens P. Reduc-
tion of metal streak artifacts in X-ray computed tomogra-
phy using a transmission maximum a posterior algorithm. 
IEEE Transactions on Nuclear Science 47: 977-981,2000.

22)  chindasombatjareon J, kakimoto N, Murakami S, Maeda 
Y, Furukawa S. Quantitative analysis of metallic artifacts 
caused by dental metals: comparison of cone-beam and 
multi-detector row ct scanners. oral radiol 27:114–20, 2011.

23)  Razavi T, Palmer RM, Davies J, Wilson R, Palmer PJ. Ac-
curacy of measuring the cortical bone thickness adjacent 
to dental implants using cone beam computed tomography. 
Clin Oral Implants Res. 21(7): 718-25,2010.

24)  van der Schaaf I, van Leeuwen M, Vlassenbroek A, Velthuis 
B. Minimizing clip artifacts in multi CT angiography of 
clipped patients. AJNR Am J Neuroradiol 27: 60–66, 2006. 

25)  Schulze D, Heiland M, Blake F, Rother U, Schmelzle R. 
Evaluation of quality of reformatted images from two cone-
beam computed tomographic systems. craniomaxillofac 
surg 33:19–23. 2005.





79 ●

●原著論文

コンピューター支援サージカルガイドを用いたインプラント治療の検証について

金村　泰成，清水　浩，和田　典也，青木　裕子，栗原　健二，野村　雅哉，黒米　譲二

Evaluation of the dental implant treatment using 
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Abstract

The implant treatment has been popularly performed as one of the missing prosthesis.  The usefulness is 
clinically proven in the fields of dentistry. However, on the other hand, lacks in aesthetics and function, and 
severe accidents such as paralysis or vascular injury have been reported. There is an implant method using a 
computer assisted surgery guide to avoid these problems. In this case study we have evaluated the accuracy of 
the clinical results with using the surgical guide and without the surgical guide that is in free hand. As a result 
the surgical guide was useful to safely carry out implant treatment.

Keywords: implant treatment, computer assisted surgical guide, safety
(J Bio-Integ 6 : 79 - 82, 2016.)

１．緒　言

　インプラントの機能的あるいは審美的、そして予後
を良好にするためにはトップダウントリートメントに
基づいたプランニングを行い、施術は可及的にそれに
近づける必要がある．インプラント埋入手術において、
プランニングしたインプラントの位置と術後のインプ
ラント位置の正確性をフリーハンドとコンピューター
ガイド（図 1）を使用してのガイデッドサージェリー
とで比較し検証するとその差は歴然であった．われわ

れのインプラント治療におけるコンピューターガイド
の使用率は約 97％であり，予後も今回良好に経過し
ている．そこでわれわれの行っているガイデッドサー
ジェリーの臨床結果を報告する．

　Accepted for publication 26 September 2016
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２．方　法

　使用しているインプラントは TSV とスプライン
インプラントである．これらのインプラントには付
属のガイドシステムが用意されていない．われわれ
の応用しているコンピューターガイドシステムは
Straumann（coDiagnostiX） と シ ロ ナ（SICAT） 製
のストローマンガイド仕様である．使用法は次の通り
である。

図２：11 番　41 歳　男性

図３：45 番　64 歳　女性

１）  術前のプランニング CT 画像と術後の CT 画像の
重ね合わせを手動で行なう．

２）  術前のプランニング CT 画像と術後の CT 画
像 の 重 ね 合 わ せ を coDiagnostiX の Treatment 
Evaluation で行なう． 

図４：46 番　49 歳　男性

図 1：コンピューターガイド（上段左：表面，上段右：裏面）



81 ●

バイオインテグレーション学会誌　第６巻 J Bio-Integ 6 : 79 - 82, 2016.

３．結　果

　コンピューターガイド使用して行ったインプラント
埋入症例と使用しない症例結果を以下に示した。
１）  対象１　コンピューターガイドを使用した場合の

症例
　　 　図 2 は男性 41 才 11 番，図 3 は女性 64 才 45 番，

図 4 は男性 49 才 36 番、術前のプラニングとイ
ンプラント埋入術後の矢状断あるいは冠状断から

見た CT 画像である。
２）  対象２　コンピューターガイドを使用しないフ

リーハンドの症例
　　 　図 5 は男性 74 才 36 番，図 6 は男性 74 才 36 番，

図 7 は男性 42 才 24 番，図 8 は女性 42 才 26 番
の術前のプラニングとインプラント埋入術後の矢
状断から見た CT 画像である。

図５：  フリーハンドで埋入した CT 画像の比較
（矢状断）（左）術前（右）術後

術前（矢状面）術後 36 番 74 歳 男性

図 7：  フリーハンドで埋入した CT 画像（矢
状断）（左）術前（右）術後

術前（矢状面）術後 24 番 42 歳女性

図６：  36 番での埋入した CT 画像（冠状断）（左）
術前（右）術後

術前（冠状断）術後 36 番 74 歳 男性

図８： フリーハンドで埋入した CT 画像（矢
状断）（左）術前（右）術後

術前（矢状面）術後 24 番 42 歳 女性
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４．考　察

　ガイデッドサージェリーを行うことでフリーハンド
の施術より術前のプランニングに対し近似した位置へ
の埋入が可能であることが確認された．インプラント
手術におけるガイデッドサージェリーの利点は多い
が，最大の利点は患者固有の詳細な解剖が術前に十分
把握されているということである．これにより手術中
に施術内容の変更を余儀なくされるなどのことはほぼ
なくなる．また，ＣＴにより骨量や骨形態、神経や脈
管の位置も概ね把握ができているので明視野の確保と
称して大きく粘膜骨膜弁を形成しなくて済むため外科
的侵襲も最小限に抑えられる．従って患者負担が少な
くすることが可能となる．そして，シミュレーション
通りの精確なインプラント埋入ができることにより神
経麻痺の惹起など事故のリスクも大きく減少させるこ
とができる．また，唇側（頬側）の必要な骨量を確保
できる位置への埋入により審美的にも長期に渡り安定
した状態を保つことができる．

５．結　論

　ガイデッドサージェリーを使用したインプラント施
術を行うことが望ましいと考える．
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抄　録

　欠損補綴のひとつとしてイプラント治療が頻繁に行
われるようになりその有用性は歯科の各分野で証明さ
れている．しかしその反面，審美性に欠ける，十分に
機能しない，重篤なものとしては神経麻痺や血管損傷
などの事故も起きている．これらを回避するための方
法のひとつとしてコンピューター支援手術ガイドを用
いたガイデッドサージェーリーがあげられる．今回わ
れわれはフリーハンドで行った施術とコンピューター
ガイドを使用してのガイデッドサージェリーを行った
臨床結果の正確性を検証した．
キーワード：インプラント治療，コンピュータ支援手
術ガイド，安全
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Abstract

Recentry, the opportunity, which the ceramic materials such as zirconia and lithium disilicate are used as the 
material of the abutments and superstructure, has been increased. This is because they are better in esthetics 
and biocompatibility as compared to titaniums.
    Because each of these ceramic materials has both advantages and disadvantages, it is necessary to distinguish 
on a case-by-case basis.
    Three cases of the implant prosthesis, in which zirconia and lithium disilicate are used are reported and 
discussed.

Keywords: 上部構造，ジルコニア，二ケイ酸リチウムガラス
　　　　　  superstructure, zirconia, lithium disilicate

(J Bio-Integ 6 : 83 - 86, 2016.)

１．緒　言

　近年，チタンと比較して，審美性・生体親和性に優
れるため，アバットメントや上部構造の材料として，
ジルコニアや二ケイ酸リチウムなどのセラミック材料
が使用される機会が多くなってきている．しかし，各
種セラミック材料については，材料学的に一長一短が

あり，いまだにケースごとの材料の使い分けが必要と
考えられる．
　このたび，１歯欠損におけるインプラント補綴に対
して，ジルコニア及び二ケイ酸リチウムを使用した症
例を供覧し，セラミック材料のインプラント補綴への
応用について考察する．

　Accepted for publication 1 August 2016
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２．症例の概要

　症例 1 は，37 才男性，上顎右上中切歯欠損の症例
（図 1）．症例 2 は，50 才男性，上顎右上第 1 小臼歯欠
損の症例（図 2）．症例 3 は，41 才女性，下顎右下第
1 大臼歯欠損による咀嚼障害の症例（図 3）であった．
それぞれ，パノラマエックス線検査と CT 検査などを
行い， チタンインプラント（Xive cellplus, Dentsply 
Sirona 社製）を 1 本埋入した．症例 1 は幅径 3.4mm，
長径 11.0mm, 症例 2 は幅径 3.8mm，長径 11.0mm, 症
例 3 は幅径 3.8mm，長径 13.0mm, のものを埋入した .
　すべての症例において，二回法により手術を行い，
手術後およそ 3 か月後に二次手術を行った．その後，
インプラント体を通法通りトランスファーし，その模
型に TiBase（Dentsply Sirona 社製），および付属の
スキャンボディーを装着，それを CEREC Omnicam
にてスキャンした．CAD（computer-aided design）
での設計データをもとに，ジルコニア製，あるいは二
ケイ酸リチウム製ブロックをミリングし，TiBase と
レジンセメントにて接着し，完成した．
　症例 1 は，二ケイ酸リチウムにてアバットメントを
作成し，口腔内試適した後に最終焼成し，その上に二
ケイ酸リチウム製オールセラミックス冠にて補綴し
た．上部構造は，切端部にカットバックを施し，審美
製に優れる長石系のセラミック（IPS e.max セラム，
Sirona）をレイヤリングして完成した．
　症例 2 は，症例１同様，口腔内試適（図 2B）した
後に最終焼成し，二ケイ酸リチウム製アバットメント
クラウンにて補綴した．上部構造は，表面にステイニ
ングして審美性を向上させて仕上げている．
　症例 3 は，ジルコニア製アバットメントクラウンに
て補綴した．これも，症例 2 と同様，表面にステイニ
ングを施している．3 症例とも，患者は満足し，イン
プラント周囲組織の炎症などその他の問題も起きてい
ない．

３．考察および結論

　インプラントの上部構造の材料に求められる条件と
しては，物性，生体親和性，加工性，光の透過性など
が考えられる 1,2）（図 4）．

図１：症例１　二ケイ酸リチウム製アバットメント及び上部構造
　　　　　　　A: 術前口腔内写真（正面観）
　　　　　　　B: 術後口腔内写真（正面観）
　　　　　　　C: アバットメント試適時

A B

C

図２：症例２　二ケイ酸リチウム製アバットメントクラウン
　　　　　　　Ａ : 初診時
　　　　　　　Ｂ  :  クリスタライゼーション前のアバットメン

トクラウン試適時
　　　　　　　Ｃ : 補綴物セット時
　　　　　　　Ｄ : チタンベースとクラウンの接合部

A

C D

B

図３：症例３　ジルコニア製アバットメントクラウン
　　　　　　　Ａ : 術後口腔内写真
　　　　　　　Ｂ : 補綴物

A B
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　　使用する材料としては，主に物性に優れている理
由でチタンやジルコニアが多く使用されてきた．チタ
ン製は審美性・生体親和性に劣る．一方，ジルコニア
は，最終焼成前の口腔内試適が出来ないなど加工性に
問題があり，また光の透過性が悪く審美性に関しても
最適なものと言い難い．1,2）

　　二ケイ酸リチウムは，3 者の中で最も審美性に優
れた材料といえる．また，最終焼成前後で収縮がほと
んどなく，口腔内での試適が可能である（図 2B）．さ
らに，上部構造も同じ材料で作製することでアバット
メントとクラウンの接合部が目立たないため，アバッ
トメントのマージンラインを歯肉縁下深くに設定する
必要がなくなり，これはセメントが歯肉縁下に残留す
るリスクを軽減できる意味でも大きな利点といえる
1,2）（図 1C）．ヒト繊維芽細胞の 2 ケイ酸リチウム表面
への付着性も短時間報告ではあるがジルコニアと同様
の所見が報告されている 3） ことも，材料の優位性を
示すものといえる．また，ステイニングを施すことに
よる簡単な審美的対応から，表面にカットバックした
上にさらに審美性に優れる長石系のセラミックを築成
し，高度な審美性を達成するレイヤリング法まで，様々
な最終仕上げに対応できる材料でもある．しかし，曲
げ強度の面ではチタンやジルコニアに劣る．
　したがって，フレームワークに使用しグラスセラ
ミックにかかる応力をサポートしたり，大臼歯部のア
バットメントクラウンなど，強い咬合負荷がかかる
ケースには，チタン，ジルコニアを使用し，審美性を
求められるケースにおいては二ケイ酸リチウムを使用

するなど，今後それぞれの物性を考慮してケースごと
に材料の使い分けを行う必要があると考えられる．
　次に，インプラントのプラットフォームの素材であ
るチタンと，セラミックについて考察したい．ヌー
プ硬さを比較するとチタンは 250Hk，ジルコニアは
1250Hk 4）と強度の差が大き過ぎる．このような強度
に差があるもの同士を直接接触させると，繰り返しの
咬合によって，チタンが磨耗し，界面の適合不良，ネ
ジの緩みなどを引き起こす原因になりうる 5）．その点，
セラミック材料をチタンベースを介する構造でインプ
ラントのプラットフォームと接触させることで，損傷
をさけ，また精度を向上させることができ，結果，ネ
ジの緩みなどのトラブルを回避できるとの報告がでて
いる．一方，チタンベースはセラミック材料とレジン
セメントにて接着して完成させるが（図 2D），この
界面におけるセメントの劣化，あるいは接着不良によ
る上部構造の破損などが起こらないか，まだ長期にわ
たる報告がないので，この点については慎重に経過を
追っていきたいと考える．
　最後に，ジルコニア製の補綴物も，二ケイ酸リチウ
ムの補綴物も，CAD/CAM によって作製され，再現
性にも優れた材料と考えられる．このことは，製作者
のテクニックに依存度が低い，もしもの時のリペアー
に対応しやすい事を意味し，今後の超高齢化社会，技
術革新により CAD/CAM による高強度セラミックの
インプラント上部構造への使用頻度は高まることが予
想される．
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UVC 照射後の液浸漬によるオッセオインテグレーション改善の症例

中澤　正博

Cases of improvement of osseointegration by the 
liquid immersion after UVC irradiation

Masahiro Nakazawa

　　Masahiro Nakazawa, Nakazawa Dental Clinic, Chiba

Abstract

  We revealed that the effect of osseointegration to titanium implant by UVC irradiation is weakened in a 
relatively short time in the air. As a result of considering the environment that can keep longer the effect of 
UVC irradiation, it was found that the effect was kept 18months by being saved the implants in a liquid, such 
as purified water or saline immediately after UVC irradiation. This time we report the three clinical cases 
supporting these. 

(J Bio-Integ 6 : 87 - 92, 2016.)

１．緒　言

　チタンインプラントに短波長紫外線（以下，UVC）
を照射し，表面の炭化水素原子比率を減少させること
によって，超親水性およびインプラント表面の正電荷

（インプラント表面でブリッジ型水酸基に比してター
ミナル水酸基が優勢になることによって水酸基電荷バ
ランスが正に帯電）が獲得できることはすでに報告さ
れている１，２，３，４，５）．図 1 は，UVC 照射後にインプラ
ントを精製水に浸漬し，精製水がプラットホームに上
昇している様子を示している。今回，われわれの研究
結果において，UVC 照射によるオッセオインテグレー
ションの向上効果は，大気中での保存では比較的短時 図１：インプラント先端から精製水が上昇している様子．

　Accepted for publication 12 September 2016
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間に損なわれることがわかった６）．図２は，精製水が
インプラント先端からプラットフォームまで浸漬する
までの時間を完全被覆時間として 13 社 20 種類の結果
を示した。図 3 は，完全被覆時間を計測した後にイン
プラント体をガラスアンプル内に乾燥保存し，1 時間

図２：  精製水がインプラント先端からプラットフォームまで浸漬するまでにかかる時間を完全被覆時間とした．

図３：完全被覆継続時間

ごとにビーカー内精製水で完全被覆の有無と完全被覆
継続時間を計測した．多くのインプラントが比較的短
時間に UVC 照射による能力を損なうことが確認でき
た．
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　図 4 は，UVC 照射によるオッセオインテグレーショ
ン向上効果を失ったと思われる表面が乾燥したまま
で疎水性になっていた．そこで，UVC 照射による効
果を持続できる環境を検討した結果，UVC 照射直後
に精製水や生理食塩水など液体内で保存することで

UVC 照射 18 か月間経過後においてもその効果が持続
できることを証明した７，８）．図５は，UVC 照射直後
に精製水や生理食塩水など液体内に保存することで
UVC 照射能力を長期間維持することができた．今回，
UVC 照射直後のインプラントを骨質の極めて悪い部
位に埋入処置することにより若干の知見を得たので概
要を報告する．

図４：  UVC 照射による能力を失うとインプラント体は疎水性
になる．

図５： UVC 照射直後に精製水や生理食塩水など液体内に保存することで UVC 照射能力を長期間維持する
ことができた．
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【症例１】（方法）60 才，男性の 3 ７抜歯時に血小板濃
縮フィブリンにてソケットプリザベーションを施行し
て４か月経過後にインプラント埋入手術を施行した．
　（結果）図６は抜歯後と抜歯後 4 か月経過後の CT
像である。埋入手術直前 CT 所見において抜歯窩がま
だ残っており抜歯窩内骨再生不良と予測された．術中
所見においても骨再生は不良であった．UVC 照射直
後のインプラントを埋入するも初期固定は 15Ncm 以
下であった．フラップを完全閉鎖し，CT にて継続し
て経過観察した．図 7 の埋入３か月後 CT 所見で骨再
生を確認した後に２次オペを施行し，ペリオテストに
てインプラントの固着を確認したところ，ペリオテス
ト値は－６であった．

【症例２】（方法）53 才，女性の 3 7 抜歯時に骨補填材（β
-TCP）＋血小板濃縮フィブリンにてソケットプリザ

図６：  抜歯 4 か月経過後においても CT 所見上で抜歯窩が残っ
ている．

図７：埋入直後と３か月後の CT 像で骨再生を確認した．

図８：  抜歯 4 か月経過後においても CT 所見で抜歯窩が残って
いる．

図９：３か月後 CT 所見で骨再生を確認した．

ベーションを施行して４か月経過後にインプラント埋
入手術を施行した．
　（結果）図８は抜歯後と抜歯 4 か月後の CT 像に見
られるように抜歯後 4 か月経過後においても抜歯窩が
まだ残っている．術中所見においても骨再生は不良で
あった．UVC 照射直後のインプラントを埋入するも
初期固定は得られなかった．フラップを完全閉鎖し，
CT にて経過観察を継続した．図 9 の３か月後 CT 所
見で骨再生を確認した後に２次オペを施行し，ペリオ
テストにてインプラントの固着を確認したところペリ
オテスト値は－７であった．

【症例３】（方法）75 才，男性の 4 7 抜歯時に血小板濃
縮フィブリンにてソケットプリザベーションを施行し
て４か月経過後にインプラント埋入手術を施行した．
　（結果）埋入手術直前 CT 所見において抜歯窩内骨
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再生不良と予測された通り，図 10 の CT 像に見られ
るように抜歯窩がまだ残っている．術中所見において
も骨再生は不良であった．UVC 照射直後のインプラ
ントを埋入するも初期固定は得られなかった．フラッ
プを完全閉鎖して， CT にて経過観察を継続した．図
11 の３か月後 CT 所見で骨再生を確認した後に２次
オペを施行し，ペリオテストにてインプラントの固着
を確認したところペリオテスト値は－３であった．

２．考　察

１．UVC 照射技術の概要
１）紫外線による洗浄のメカニズム
　チタンインプラントの汚染やコンタミネーションに
関しては 1990 年代から研究されてきた 10，11）．大気中
には化石燃料などの不完全燃焼により排出された炭化
水素が汚染物質として存在し，これらの炭化水素がチ
タンインプラントに吸着すると考えられている１）．ま
た，炭化水素は疎水性であるため疎水基の吸着したイ
ンプラント表面は疎水性となり，骨形成に問題が生じ
る 12）．紫外線による洗浄には，一般的に高純度の合
成石英製の低圧水銀ランプを使用する．低圧水銀ラ
ンプから出る主波長は，185nm と 254nm である．紫
外線波長 185nm が大気中の酸素（O2）に照射される
と，オゾン（O3）を生成し，このオゾンに紫外線波
長 254nm が吸収されると，オゾンは分解されて励起
状態の活性酸素（O）を作り出す．活性酸素は強力な
酸化力を持っており，有機汚染物質（C），（H）と化
学的に結合して二酸化炭素や水などの揮発性物質に分

図 11：３か月後 CT 所見で骨再生を確認した．図 10： 抜歯 4 か月経過後においても CT 所見で抜歯窩が残っ
ている．

解させて除去する９）．
２）低圧水銀ランプについて
　 低 圧 水 銀 ラ ン プ か ら 出 る 主 波 長 は，185nm と
254nm である．紫外線波長は短いほどエネルギーが
高く，185nm では大半の有機物の分子結合を切断す
るエネルギー（647KJ/mol）を持っている．また，
254nm は 472KJ/mol のエネルギーを持つ．
３）分子が持つ結合エネルギー
　紫外線エネルギーが有機物質の分子結合エネルギー
より上回っていれば，その有機物質の分子結合を切断
することができる．C-O の結合エネルギーは 351.5KJ/
mol，C-H の結合エネルギーは 413.4KJ/mol である．
ちなみに、チタンインプラントの表面には酸化チタン
の不働態膜が存在するため，有機汚染物質は酸素との
結合になる．また，Ti-O の結合エネルギーは 667KJ/
mol であるため，低圧水銀ランプ照射により Ti 表面
から不働態膜を除去することは不可能である．

２．チタンインプラントへの UVC 照射と液浸漬効果
の症例について
　今回，われわれの研究により UVC 照射による効果
は液体内保存によりほぼ恒久的に持続できることが証
明された７，８）．この事実は，UVC 照射直後のインプ
ラントを骨内に埋入し，血液を含む体液内に保存する
ことでほぼ恒久的にその効果が持続でき，インプラン
ト周囲の骨再生能力を促進させることを今回の結果が
証明したと考える．すなわち，UVC 照射インプラン
ト体の表面電荷は，血液を含む体液内に存在する限り
恒久的に正に帯電した状態を維持することから，イン
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プラント体表面での骨のリモデリングにも大きく影響
すると考える．骨形成の初期の段階に必要な細胞接着
性タンパクや細胞は負に帯電することが知られてい
る 13）．メチル基を主とした炭化水素の吸着したチタ
ンインプラント表面は負に帯電しているが UVC 照射
によって正に帯電することによりインプラント表面に
骨形成に必要な細胞接着性タンパクや細胞を引き寄せ
る能力が獲得される２，３，13）．この能力は，骨質が柔ら
かく液体成分の豊富な骨でさらに効果を発揮する可能
性を示唆した．今回，3 症例ともに抜歯後積極的なソ
ケットプリザベーションを実施したにもかかわらず抜
歯後 4 か月経過後にも全く新生骨の再生が確認されな
かった．3 症例ともに抜歯した罹患歯周囲に慢性炎症
による骨硬化像が抜歯前の X 線所見から観察されて
おり，抜歯後 4 か月経過後にも骨硬化像の残存が確認
されたことから抜歯窩周囲の骨硬化が抜歯窩の治癒に
おける骨再生プロセスを妨げたものと考えた．同抜歯
窩に UVC 照射インプラントを埋入し，埋入後 3 か月
で骨硬化像が消失した．インプラント周囲に新生骨の
形成を観察し， 2 次オペ時のペリオテスト検査にて安
定したインプラントの固着を示したことは植立したイ
ンプラント周囲に骨質の良い成熟した骨を形成したこ
とを示した．

 
３．結　論

　UVC 照射および液浸漬がオッセオインテグレー
ションの促進すなわち新生骨形成に多大なる影響を与
えることを見出した．
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抄　録

　UVC 照射によるチタンインプラントへのオッセオ
インテグレーションの向上効果は，大気中での保存で
は比較的短時間に損なわれることを明らかにした．そ
こで，UVC 照射による効果を持続できる環境を検討
した結果，UVC 照射直後に精製水や生理食塩水など
の液体内で保存することで UVC 照射 18 か月間経過
後においてもその効果が持続できることを証明した．
　今回，これらを裏付ける３症例の結果を得たので報
告する．
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Abstract

HA coated one-piece implants have been clinically applied, and can be obtaining a good prognosis. However, one-
piece implant is pointed out that it is difficult to obtain aesthetic restoration. One of the reasons is considered 
that it is difficult to establish both the aesthetic repair and hygiene management.
    In this paper, we introduce that an easy technique to obtain the aesthetic and hygienic prosthetic restoration 
for one-piece implant using the standardized implant body abutment and the data based on CAD/CAM system.
Keywords: HA coated one-piece implants, CAD/CAM system

(J Bio-Integ 6 : 93 - 96, 2016.)

１．緒　言

　インプラント歯根部表面を HA でコーティングさ
れた 1 ピースインプラント（以下，HA1 ピースイン
プラント）が臨床応用されるようになり，四半世紀が
過ぎた．その間，臨床的評価の高まりとともに各社か
ら HA1 ピースインプラントが発売されるに至り，い
ずれも良好な予後を得ている 1）．しかしながら，この
1 ピースインプラントによる欠損補綴における審美的
修復確立の困難性が問題点として挙げられている 2）．
その理由の 1 つは，「良好な審美性と衛生管理環境の

容易化の両立の困難性」が考えられる．今回われわれ
は，規格化されたインプラント体アバットメント部を
持つ 1 ピースインプラントと，そのデータを基にし
CAD/CAM システムにより作製された歯冠修復物を
用いて 3），誰でも比較的容易に審美的かつ衛生的にイ
ンプラント修復ができることを示す．

２．症例の概要

　患者は 60 歳の男性．下顎臼歯部の咀嚼障害を主訴
に当院来院．全身的特記事項はない．患者は可撤性床
義歯を拒否し，インプラントによる修復を希望した．

　Accepted for publication 2 August 2016
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通法に従いミューワンHAインプラントTLタイプ（山
八歯材工業）を植立した．植立手術と同時に，予め得
られているアバットメント部のデータから起こした，
CAD/CAM により作製した歯肉保護キャップを装着
した．適切な術後養生期間後，前述の歯肉保護キャッ
プと同一形態の印象用コーピングを用い，印象採得し
た．歯冠修復物も CAD/CAM にて作製し，これをセ
メント固定した．そのときの術前シミュレーション像
を写真 1 に示す．
　また，従来から行われていた直接印象法と今回採用
した CAD/CAM 法の比較を図 1 に示す．

写真２：装着時

　　　直接印象法による欠点
　　　１．  歯肉縁下マージン部への歯肉進入により，マージン

部印象が不正確になる．①

　　　CAD/CAM 法による利点
　　　 CAD データより，マージン位置と形態が分かっている

ため
　　　１．  適合良好な歯肉保護キャップを術直後に装着可．②
　　　２．エマージェンスプロファイルの付与可．③
　　　３．マージンの位置と形態が明らか．④
　　　４．  歯冠修復物マージン部が縁下でも適合が良好．⑤
　　　５．  マージンの位置と形態が分かっているためセメント

の取残しが無い．⑥
　　　６．  しかも，余剰セメントの流出方向が根尖方向ではな

い．⑦

図１： 直接印象法による欠点と CAD/CAM 法による利点

①

②

③ ④ ⑤

⑥ ⑦

３．結果並びに考察

　結果は写真 2 に示すとおり良好であり，術後 1 年 6
か月時点において経過に問題は生じていない．
　ミューワン HA インプラント TL タイプと CAD/
CAM システムの採用により，次のような利点が生ま
れた．
　１． インプラント体 - 歯冠修復物の良好な適合が得

られる．その理由は，ミューワン HA インプラ
ント TL タイプはアバットメント部に規格性を
有するため，その三次元的データを元に歯冠修

写真１：歯冠修復物作成シミュレーション像
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復物の作製を行えるからである．従来の方法で
は，印象採得時の印象材の変形，石膏により作
製される作業用模型の変形，ワックスアップ時
のワックスの変形，さらには金属やセラミック
材料の鋳造時の変形等，技術的，材料学的に誤
差の発生を避けることができない問題があった

（図 2）4-7）．
　２． 余剰セメントによるインプラント周囲炎 8-10）を

防ぐことができる．その理由は，次の 2 点が挙
げられる．その 1 つ目は，ミューワン HA イン
プラント TL タイプはアバットメント部にショ
ルダー形態を有するため，上部構造装着時，余
剰となったセメントのマージン部からの流失方
向はインプラント体に対し垂直方向となり，よっ
て従来法ではしばしば認められていたインプラ
ント体根尖方向へのセメント流出を防ぐができ

図２：本法と従来法の治療の流れの比較

ること．2 つ目は，ミューワン HA インプラン
ト TL タイプはアバットメント部に規格性を有
するショルダー形態を持つことによりマージン
部の位置が予め把握されており，セメント除去
時，余剰となったセメント残留位置を把握する
ことができることにより余剰セメントの残留が
生じないことが挙げられる．

　３． CAD/CAM システムにより作製された歯肉保
護キャップの採用により，インプラント体植立時，
歯肉縁下に位置する歯冠修復物マージン部形態
を予め付与できる．さらに，印象採得の際はこの
歯肉保護キャップを印象採得すれば，縁下にあ
る情報を得ることもできる．ミューワン HA イン
プラント TL タイプは規格化されたインプラント
体 - 歯冠修復物接合部を与えられているため，印
象採得は容易化される．そして，この一連の作
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業は規格化されているため，チェアサイドにおけ
る患者の負担も著しく軽減できる．

４．結　論

　ミューワン HA インプラント TL タイプを用いての
上記の手法を用いることにより，従来の HA1 ピース
インプラントを用いた治療法よりさらに，術者の負担
軽減，患者の負担軽減，審美性の獲得，さらには良好
な長期的予後が得られることが示唆された．

文　献

１）  青木秀希：歯科インプラントを科学する-理工学的視点から, 
IAI 出版部 , 2012

２）  Hahn J; One-Piece Root-form Implants : A Return to 
Simplicity, Journal of Oral Implantology. 31(2):77-84,2005

３）  Kapos T, Evans C; CAD/CAM Technology for Implant 
Abutments,  Crowns, and Superstructures, The 
International Journal of Oral & Maxillofacial Implants 
29:117-136, 2014

４）  樋口大輔：インプラント作業模型の寸法精度－ ITI インプ
ラントについて－ ,　補綴誌 41：660-671, 1997.

５）  石浦雄一：インプラント作業模型の寸法精度－支台間の傾
斜の影響について－ ,　補綴誌 43：809-820, 1999.

６）  Kano SC, Bonfant G, Hussne R, Siqueira AF; Use of base 
metal casting alloys for implant framework: marginal 
accuracy analysis, Journal of Applied Oral Science 
12(4):337-343, 2007

７）  Walker MP, Ries D, Borello B; Implant Cast Accuracy 
as a Function of Impression Techniques and Impression 
Material Viscosity, The international Journal of 
Maxillofacial Implants 23:669-674, 2008

８）  Korsch M, Obst U, Walther W; Cement-associated 
peri-implantitis: a retrospective clinical observational 
study of fixed implant-supported restorations using a 
methacrylate cement, Clinical Oral Implants Research 
25(7):797-802, 2014

９）  Chung H, Park S, Kim Y, Yang H; Cement-related peri-
implant complications in patients with predisposing 
periodontitis, Clinical Oral Implants Research 25(7):628, 
2014

10）  Korsch M, Walther W; Peri-Implantitis Associated with 
Type of Cement: A Retrospective Analysis of Different 
Types of Cement and Their Clinical Correlation to the 
Peri-Implant Tissue, Clinical Implant Dentistry and 
Related Research 17(2):434-443, 2015

抄　録

　1 ピースインプラントによる欠損補綴では、審美的修復の困
難性が問題点として挙げられることがある。その理由の多くは、
軟組織形態付与において、「良好な審美性と衛生管理の両立の
困難性」であった。今回われわれは、規格化されたインプラン
ト体アバットメント部を持つ 1 ピースインプラントと、その形
態的データを基にし CAD/CAM システムにより作製された歯
冠修復物を用いて、比較的容易に審美的かつ衛生的にインプラ
ント修復ができることを示す。
　患者は 60 歳の男性。下顎臼歯部咀嚼障害を主訴に当院来院。
全身的特記事項はない。患者は可撤性床義歯を拒否、インプラ
ントによる修復を希望した。通法に従いミューワン HA インプ
ラント TL タイプ（山八歯材工業）を植立した。植立手術と同
時に、予め得られているアバットメント部のデータより起こし
た CAD/CAM により作成した歯肉保護キャップを装着。適切
な術後養生期間を経た後、同じく CAD/CAM により作成した
印象コーピングを用い、印象採得をした。歯冠修復物も CAD/
CAM にて作成し、セメント固定した。
　規格性を具備するミューワン HA インプラント TL タイプと
CAD/CAM システムの採用により、歯冠修復物マージン部の
より正確な形態再現性が得られた。これによりインプラント体
- 歯冠修復物の良好な適合性が得られた。さらにマージン部に
ショルダー形態を持つミューワン HA インプラント TL タイプ
の採用により、1 ピースインプラント修復においてしばしばイ
ンプラント周囲炎の原因となるインプラント体根尖方向へのセ
メント流出も防止できた。マージン部の位置も明確なため、セ
メント固定の際のセメント除去の失敗も無かった。
　歯肉保護キャップの採用によりインプラント体植立時、軟組
織縁下に位置する歯冠修復物マージン部形態を予め付与でき
る。規格化されたインプラント体 - 歯冠修復物接合部を持つた
め、印象採得は容易化され、修復物の適合性も良好となる。セ
メント固定操作の際のセメント残留などのテクニカルエラーも
防止できる。
　よって、ミューワン HA インプラント TL タイプを用いての
上記の手法を取ることにより、術者の負担軽減、患者の負担軽
減、審美性の獲得、さらには長期的に良好な予後が得られるこ
ととなった。　
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コンピューターガイドを用い審美性を考慮した
前歯部インプラントの２症例

黒米 譲二，清水 浩，和田 典也，青木 裕子，金村 泰成，野村 雅哉，栗原 健二

Two cases of anterior implant treatments using computer supported 
surgical guide considering aesthetics

Joji Kurogome, Hiroshi Shimizu, Tsunenari Wada, Hiroko Aoki, 

Yasunari Kanemura, Masaya Nomura, Kenji Kurihara

Abstract

Implant treatment is a custom made. So the patient’s jaw characteristics and the surgeon’s technique deeply 
influence the post-operation prognosis.  Even a well experienced surgeon does not always achieve satisfactory re-
sults.  By using the computer supported surgical guide, the implant depth, occlusion, and implant superstructure 
would no doubt be close to ideal.  We report 2 cases with good results using the computer supported surgical 
guide for the maxillary anterior teeth and mandibular anterior teeth for which aesthetics are important while 
the bone structure is difficult.

(J Bio-Integ 6 : 97 - 101, 2016.)

　SDD（デジタル歯科研究会）

１．緒　言

　近年インプラント治療は欠損補綴の選択肢の一つと
して頻繁に行われるようになった．インプラント治療
に際しては，患者の解剖学的形態，咬合状態，全身状
態など多くの知識と外科手術の臨床経験が必要とされ
る．熟練した術者がインプラント手術をしても，骨質
や対合関係，その他手術時の様々な条件により，計画
通りにインプラント体を埋入できないこともある．特
に前歯部のインプラント治療には審美的要求が強くな
る．

　術後，経時的に唇側（頬側）の骨吸収に伴う歯肉退
縮の結果，アバットメントなどの露出による審美的問
題が起きることがある．
　今回我々は Straumenn ガイド（図１）を用いイン
プラント体の埋入を行った．
　あらかじめ撮影したＣＴ画像をもとに専用ソフトで
埋入計画を行う
　埋入インプラント（赤）．アバットメント（黄）．上
部構造（白枠）
　理想的な埋入位置，埋入深度，対合関係をプラニン
グする
　その結果，良好な結果を得た２症例を報告する．

　Accepted for publication 9 June 2016
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２．方　法

　コンピューターガイド使用に際しての施術は
Straunmann 社のプロトコルに従う．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．ストローマンインプラントのド
リルから TSV インプラントあるいはスプラインイン
プラントのドリルへの連携はコンピューターガイドを
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 インプラントあるいはスプ
ラインインプラント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を連携しインプラント体の
埋入を行う（図３）．結果の検証は Straumann ガイド

（coDiagnostix）付属の Treatment Evaluation（図２）
にて行った．

症例１
　患　者：72 歳，男性
　初　診：2014 年 5 月
　主　訴：左下のかぶせものが取れた
　既往歴：特記事項なし
　現病歴： 左下臼歯部の脱離のため，数年ぶりに当院

を受診した．下顎の前歯部は数十年前に
Br. にて補綴治療されていたが，動揺して
いた．

　現　症：前歯部で物が噛みにくくなってきた
　口腔内所見： 残存歯数本にう蝕が認められた．小臼

歯部に咬耗，下顎の犬歯部舌側に骨隆
起が認められた．

　治療部位：33，32，42

症例２
　患　者：75 歳，男性
　初　診：2013 年 2 月
　主　訴：上の入れ歯に違和感がある
　既往歴：特記事項なし
　現病歴： 左上の臼歯部の咬合痛があり噛めない．数

年前に他院にて上の局部床義歯を作製した
が物が噛めない

　現　症：入れ歯で物が噛めない
　口腔内所見： 下顎前歯部と左下臼歯部は他院にてイ

ンプラント治療されていた．上顎には
局部床義歯が装着されていたが違和感
が強く使用困難であった．

　治療部位：11，21，23

　　　　　　 図１：Straumann Guide (coDiagnostiX)
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　　　　　　　　　　　 図２：Treatment Evaluation

　　　　　　　　　図３：Spline Implant　3.75mm 埋入の場合

　　　　　　　　　　　　（写真 左）ソフト上で計画し製作したコンピューターガイド
　　　　　　　　　　　　（写真 中） コンピューターガイドのホールに Drill Handle をはめ込み Straunmann

インプラントのドリルでインプラント床の形成を行う．Drill Handle とド
リルの遊びは 0.03mm．

　　　　　　　　　　　　（写真 右） Drill Handle をはずしスプラインインプラントのドリルに変更しインプラ
ント床を再形成し，インプラント体を埋入する .
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３．結　果

　図２は，術前プラニングデーターと術後プラニング
データーを重ね合わせて比較し術後の検証ができるこ
とを示す。
　青枠は術前計画のインプラント体の埋入位置
　赤枠は術後のインプラント体の埋入位置

　症例１： コンピューターガイドを用い，33，32，42
の部位にインプラント体の埋入を行い，
Treatment Evaluation にて検証を行った．
図４

　症例２： コンピューターガイドを用い，11，21，23
の部位にインプラント体の埋入を行い，
Treatment Evaluation にて検証を行った．
図５

　　　　　　　図４：症例１
　　　　　　　　　　（写真 上）口腔内写真　左から術前，術後アバットメント装着，上部構造装着後
　　　　　　　　　　（写真 下）Treatment Evaluation 術前，術後の検証を行った

　　　　　　　図５：症例２
　　　　　　　　　　（写真 上）口腔内写真　左から術前，術後アバットメント装着，上部構造装着後
　　　　　　　　　　（写真 下）Treatment Evaluation 術前，術後の検証を行った
　　　　　　　　　　　　　　　青枠が術前のインプラント体の埋入計画位置
　　　　　　　　　　　　　　　赤枠が術後のインプラント体の埋入位置
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４．考　察

　インプラント治療を成功に導くためには豊富な手術
経験と口腔解剖の知識が必要である．豊富な手術経験
があっても術者の能力により術後の経過は左右され
る．コンピューターガイドなしでプラニングした位置
にインプラント体を埋入することは難易度が上がる．
　その中でも前歯部の症例は咬合関係以外に審美的要
求が強くなる．上顎の前歯部は海綿骨で軟らかく下顎
の前歯部は狭窄骨の状態が多い．上下顎とも埋入した
インプラント体と頬側（唇側）骨間に 2mm 以上の骨
が残っていることが理想である．骨幅が少ない程時間
の経過とともに頬側（唇側）の骨の吸収が起こる．前
歯部のインプラント治療で審美的な問題を起こさない
ためには天然歯と同様の位置でなく，いわゆる口蓋側

（舌側）低位そして，インプラント体の長軸が上部構
造の舌面（基底結節）に向かう方向に埋入することが
望ましい．

５．結　論

　今回我々が用いたコンピューターガイドは，CT 画
像の中で理想的な埋入位置の計画ができ，その後の施
術を計画通りに行うことができた．Straumann ガイ
ドのソフトはどのような種類のコンピューターでも操
作できる．
　今回は Treatment Evaluation で術前術後の埋入位
置の検証ができた．自身の施術が計画通り正確に行わ
れているのか否か確認，評価できることは画期的なこ
とである．今回我々の行ったガイデッドサージェリー
のシステムを用いることにより良好な結果をえら得る
ことが示唆された．
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抄　録

　インプラント治療は全てオーダーメイドなので，患者の顎形
態の特徴や術者の技術により術後の予後がかなり左右される．
例え経験豊かな術者であっても必ずしも満足いく結果になるわ
けではない．
　コンピュータガイドの使用により，インプラントの深度，対
合関係，術後の上部構造の形態が理想的になることは間違いな
い．今回我々は特に審美性が問われ骨形態も困難な上顎前歯部，
下顎前歯部にコンピューターガイドを用い良好な結果を得た 2
症例を報告する．
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Embryotoxicity of the Biomaterials by Improvement of 
Embryonic Stem Cell Test (EST)

Koichi Imai

Abstract

The influence of the reproduction and generating on the human of a biomaterial is still unknown. Although many 
biomaterials have already been used, many people have concerns over them. Regarding long-term embryotoxic-
ity associated with biomaterial exposure, even the presence or absence of risks is unclear. In 1997. Spielmann 
et al. developed the embryonic stem cell test (EST), which is an in vitro embryotoxicity test method that can 
be used to estimate the risk of embryotoxicity of chemical substances relatively quickly compared to the con-
ventional methods that involve animal experiments. The EST has been evaluated in a formal validation study 
funded by the European Centre for the Validation of Alternative Methods: ECVAM in which two other in vitro 
embryotoxicity tests (micromass test, whole embryo culture test) were validated against a set of test chemicals 
characterized by high levels of in vivo embryotoxicity data in laboratory animals and humans. In a validation 
study in Europe, the EST was found to be reproducible, demonstrating an overall accuracy of 80% and 100% 
correct prediction of strong embryotoxicity for chemicals studied under blind conditions. However, use of EST 
is impossible for the Biomaterials, which is not dissolved in a culture medium. Therefore, some improvement of 
EST protocol is proposed.

Keywords: ES cells, EST, biomaterials
(J Bio-Integ 6 : 103 - 110, 2016.)

   Department of Biomaterials, Osaka Dental University

1. Introduction

Embryonic stem cells have large potential in the field 
of tissue engineering and regenerative medicine as 
they hold the capacity to produce every type of cell 
and tissue in the body. The use of stem cells offers 
new and powerful strategies for future tissue devel-

opment and engineering. Common features of stem 
cells are both their capacity for self-renewal and the 
ability to differentiate into mature effector cells. The 
reason for such an enthusiasm over stem cells is that 
they could be used to cure patients suffering from 
spontaneous or injuries-related diseases that are due 
to particular types of cells functioning incorrectly, 
such as genetic abnormalities 1, 2)， Parkinson’s disease 

　Accepted for publication 2 September 2016
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3, 4), cardiomyopathy 5, 6), osteoporosis 7, 8), cancers 9-11), 
diabetes mellitus 12, 13) or spinal cord injuries14,15. 
Moreover, the applicable of an embryonic stem cell 
can be used not only to the tissue regenerative field 
but also to in vitro embryotoxicity field.
    The influences of biomaterials on human repro-
duction and development are still unclear. Their in-
fluences on the next or future generations are also 
unknown. Although many biomaterials have already 
been used, many people have concerns over them. 
Regarding long-term embryotoxicity associated with 
biomaterial exposure, even the presence or absence 
of risks is unclear. For general toxicity, only the expo-
sure period and chemical concentration are problems. 
However, for toxicity associated with reproduction 
and development, the time of embryogenesis is also 
a major factor. Therefore, there are many complex 
processes in the mechanism of embryotoxicity devel-
opment caused by maternal chemicals in embryos. In 
addition, the transfer of chemicals to the placenta and 
embryo and their metabolism there are also involved 
in a complicated manner. There are still many un-
known aspects of biomaterial metabolism, which fur-
ther complicates the problems. A high administration 
of chemicals results in fetal death. In proportion to a 
reduction in the dose, abnormalities occur in the fre-
quency order of anomalies, growth retardation, and 
functional impairment16. To evaluate the embryo-
toxicity of general chemicals, animal experiments are 
widely performed. There is a possibility that models 
for the prediction of long-term embryotoxicity can be 
produced by in vitro tests.
    The influences of chemicals on mammals are often 
confirmed based on abnormalities of off-spring born 
in each generation stage. For drugs, there are de-
tailed methods to evaluate their influences (UK, DHSS 

“Guidance Note on Applications for Product Licenc-
es”, 1984; EC:” Guidelines on the quality, Safety and 
Efficacy of Medical Products for Human Use”, 1989). 
According to the OECD Guidelines, a chemical is 
consecutively administered for a certain period from 
about 1 week after copulation in two or more mam-

malian species among mice, rats, and rabbits (OECD 
Guidance Document on Toxicity Testing, 1991). From 
the end of administration until the weaning period, 
the external morphology, skeleton, and number of 
offspring should be examined. Autopsy findings of 
parental animals and off-spring are necessary, and 
skeletal specimens should be prepared. In addition, 
statistical data on the behavioral function and repro-
duction ability should be analyzed. Therefore, such 
experiments require considerable labor and funds. At 
present, there are more than 10,000 chemicals, with 
700 - 1,000 new chemicals annually. It is necessary to 
develop effective in vitro screening tests performed 
before animal experiments. In terms of animal protec-
tion, the number of animals can be reduced according 
to the 3Rs principle.
    For these purposes, various studies have been 
performed to develop in vitro embryotoxicity tests. 
In 1979, Braun et al. 17) noted that the cell adhesion 
mechanism as an interaction between cells as well as 
between cells and the extracellular matrix plays an 
indispensable role in cell differentiation and morpho-
genesis. They speculated that an abnormal interaction 
between these is a major impediment to development. 
They developed a test method with concanavalin A 
as a typical lectin using inhibitory effects on binding 
to receptors as an index. Yoneda et al. 18) developed a 
test method for the evaluation of embryotoxicity us-
ing a cell strain derived from the human embryonic 
palatal mesenchymal (HEPM) as mesenchymal cells 
forming the embryo’s palate primordium. In their 
technique, embryotoxicity is evaluated based on a re-
duction in the proliferation of HEPM cells compared 
with a control. This test method is the only in vitro 
method using human-derived cells. However, they re-
ported that the accuracy of this method compared 
with data on humans was only about 64% 19). In 1982, 
Trosko et al. 20) used V79 cells derived from Chinese 
hamsters. Mutant and non-mutant cell strains were 
used. Mutant cells resulting from the interruption of 
communication between the two cell strains by the 
test substance were quantified. In 1983, Flint report-
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ed the micro mass culture method 21).
    The brain and micro mass of rats on embryonic 
day 13 were scraped with trypsin solution, and their 
cells were separately cultured. Brain cells differenti-
ated into nerve cells, while micro mass cells differenti-
ated into chondrocytes. Since their cell differentiation 
levels can be determined by staining with hematoxy-
lin or Alcian blue, the embryotoxicity of the chemical 
was estimated. In addition, there is the whole embryo 
22-25) or organ culture 26-28) 
    However, these methods are not classified as com-
plete in vitro test methods. In addition, since at least 
50% of the culture medium is made up of the serum 
of the same animal, many unknown factors similar to 
those in animal experiments are present.
    It is estimated that 1/3 of embryos die in the early 
stage of pregnancy, 20% of married couples are in-
fertile, and 15% of pregnancies result in miscarriage. 
About 3% of fetuses who survive until delivery are 
not anatomically included in the category of anoma-
lies 16). However, the number of anomalies accompa-
nied by differentiation anomalies that are manifested 
with growth has been reported to be twice as high. 
In addition, the incidence of infertility associated with 
drugs affecting the reproductive function or environ-
mental chemicals has been increasing 16) . The influ-
ences of chemicals on mammals are often confirmed 
based on abnormalities of off-spring born in each gen-
eration stage. For drugs, there are detailed methods 
to evaluate their influences in Japan, U.S., and Eng-
land. According to the OECD Guidelines, a chemical 
is consecutively administered for a certain period 
from about 1 week after copulation in two or more 
mammalian species among mice, rats, and rabbits. 
From the end of administration until the weaning pe-
riod, the external morphology, skeleton, and number 
of offspring should be examined. Autopsy findings 
of parental animals and offspring are necessary, and 
skeletal specimens should be prepared. In addition, 
statistical data on the behavioral function and repro-
duction ability should be analyzed. Therefore, such 
experiments require considerable labor and funds. At 

present, there are more than 10,000 chemicals, with 
700 - 1,000 new chemicals annually. It is necessary to 
develop effective in vitro screening tests performed 
before animal experiments. In terms of animal protec-
tion, the number of animals can be reduced according 
to the 3Rs principle.
    In 1981, Evans and Kaufmann 29) were the first to 
report a culture method involving the maintenance of 
the undifferentiated state of mouse-derived ES cells. 
ES cells have begun to be widely used in many bio-
logical fields, such as in the production of knockout 
mice. Spielmann et al. 30) suggested that embryotoxic-
ity could be estimated based on influences on ES cell 
differentiation. In 1997, Spielmann et al. 31) proposed 
the first in vitro embryotoxicity test method using 
ES and MC/3T3 cells. The protocol of this method 
was established by Sholz at ZEBET of Germany 32, 

33). This protocol was markedly revised to more ac-
curately reflect embryotoxicity. In this protocol, an 
adequately high differentiation rate of ES cells in the 
control group is a requirement. The validation of this 
method was performed by ECVAM in Europe in co-
operation with the government of each country and 
research institutions in comparison with micro mass 
and whole embryo cultures. As a result, the accuracy 
of this method was 3 80% compared with human data 
for chemicals with “strong”, “weak”, and “non” em-
bryotoxicity. The accuracy was 100% for “strong” 
embryotoxicity 34-39).
    Acceleration tests can be performed by the in vitro 
simulation test method using cells. An in vitro em-
bryotoxicity protocol using ES and 3T3 cells was de-
veloped in 1997. The embryonic stem cell test (EST) 
is already known as a practical embryotoxicity test 
in Europe. We reported the embryotoxicity of many 
dental materials and their raw materials on evalua-
tion using this test method 40-60).
    The EST protocol has achieved global attention 
as an in vitro means to screen the embryotoxicity 
of chemical substances. The past many reports for 
some materials and our test results do not always 
agree. This is most likely due to the fact that for most 
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material elements the information on embryotoxicity 
has not been available in a systematic way. I expect 
future clarification on this matter. Many researcher 
also feel that these embryotoxicity test results will 
assist in such clarifications.
    In the future, it will be important to determine the 
embryotoxicity of the many dental materials in use 
today. In addition, it will be necessary to investigate 
more biomaterials and chemicals before any potential 
use in clinical situations.

2. Development of EST

Evans and Kaufmann were the first to report a cul-
ture method involving the maintenance of the undif-
ferentiated state of mouse-derived ES cells. ES cells 
have begun to be widely used in many biological 
fields, such as in the production of knockout mice. 
The original protocol of this EST method was estab-
lished by Spielmann et al. This protocol was markedly 
revised to more accurately reflect embryotoxicity. In 
this protocol, an adequately high differentiation rate 
of ES-D3 cells in the control group is a requirement.

3. Protocol of EST

1) Cells
The embryonic stem cells from the D3 mouse cell line 
(ES-D3 cells, Fig. 1a) and clone A31 from BALB/c 3T3 
cells (3T3 cells, Fig. 1b) from mice.

2) Culture mediums
For ES-D3 cells, preheat treated 20% (v/v) fetal 
calf serum (FCS) was added to 1% (v/v) nonessen-
tial amino acids, 0.1mM β-mercaptoethanol 2mM L-
glutamine, and Dulbecco’s Modified Eagle Medium 
(DMEM) with penicillin/　streptomycin. Except dur-
ing tests, 1,000 U/mL of mouse leukemic inhibitory 
factor (mLIF) was added to inhibit natural cell dif-
ferentiation. For 3T3 cells, a culture solution was pre-
pared by adding 10% (v/v) FCS to DMEM with 4 mM 
L-glutamine and penicillin / streptomycin (Table 1).

                   (a)                                       (b)

Fig. 1: ES-D3 cells (a) and 3T3 cells (b)  50µm

Table 1: Culture mediums
ES cells 3T3 cells

for Routine culture
20 % FCS 10 % FCS
2 mM Glutamine 4 mM Glutamine

50 U/mL Penicillin 50 U/mL Penicillin
50 µg/mL Streptomycin 50 µg/mL Streptomycin

1 % NAA

0.1 mM
β-Mercapto-

ethanol

1000 U/mL
m LIF (added 
directly to the 

plates)

3) Differentiation assay
ES-D3 cells were diluted in each test solution to a 
final concentration of 3.75 x 104 cells/mL using a he-
macytometer, and a 20µL cell suspension suspension 
was dropped 50-80 times onto the inside of the lid of a 
10 cm diameter Petri dish using a micropipette. Each 
drop of the cell suspension contained approximately 
750 cells. Five mL of sterilized phosphate buffered 
saline (PBS) was poured into the Petri-dish, and the 
lid was quickly reversed and placed on the dish be-
fore the cell suspension on the lid could flow down. 
Suspension culture was carried out for three days 
in an incubator (5% CO2 and 95% air; 37oC, Fig. 2). 
Drops of the cell suspension on the inside of the plas-
tic dish lid were then collected into a 6 cm diameter 
dish for germ culture. The test solutions were re-
placed with new ones using a pipette and each test 
solution was subjected to reaction for two days in 
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the above listed incubator. Subsequently, two 24-well 
multidishes were used for every test solution. Each 
of the one embryoid bodies (EBs) formed were placed 
in the well with a micropipet, and the EBs were cul-
tured statically for five days. The presence of beating 
myocardial cells in each well was examined under 
an inverted phase difference microscope). The num-
ber of wells in which beating cells were observed at 
each concentration was examined, and the ID50 was 
calculated from the ratio of the number of the above 
wells to the number of wells in which EBs were suc-
cessfully disseminated.

of biomaterials on teratogenicity in human. Probably, 
this EST protocol should be further improved as a 
useful method of utilizing an embryonic stem cell.

Fig. 2: EB on the inner side of plastic dish
         (Black arrows show the EB)

Table 2: Improved Prediction Model (iPM)
Basically, for the improved prediction model (iPM), 
the endpoints were not changed, except that IC50 and 
ID50 concentrations above 1000µg/mL are not calcu-
lated any more. If an IC50 or ID50 value exceeds this 
concentration, it is set to 1000µg/mL by definition, 
which implies that for future testing, the maximum 
test concentration will be 1000µg/mL. In the iPM, 
the combination of endpoints, which were applied as 
variants in the previous linear discriminant analysis, 
have been modified33.

4) Cell viability assay
In order to examine the effects of the test solutions on 
the two kinds of cells, i.e., 3T3 cells and ES cells, cell 
suspensions of 1 x 104 cells/mL were prepared in the 
absence of mLIF, inoculated into a 96-well multidish, 
and test solutions were added to each well after two 
hours. Finally the MTT assay was performed on day 
10 of the culture. The absorbance was read on an 
ELISA reader at 570 nm.

5) Assay Endpoints
In the case of the EST protocol, three parameters, 
the ID50 and IC50 of ES-D3 cells and the IC50 of 3T3 
cells. There were substituted into the equations for 
I, II and III of the prediction model that is shown in 
Table 2. In order to classify the findings into three 
embryotoxicity levels. Use of the EST method may 
become a new source of information for the effects 

4. Improvement of EST

In EST original protocol, there are some points in-
volving the chemical characteristics of the sample 
that could be improved. This protocol is not applied 
when a chemical substance is not dissolved in the cul-
ture medium. Furthermore, a mixture of two or more 
chemical substances is impossible. And, biomaterial 
is not dissolved easily to the body fluid, it doesn’t 
ionize easily for a short time in the inside of the hu-
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man body. As one technique to resolve these issues, 
the three-dimension cultivating method was devised. 
These three dimension cell culture models refer to 
the human skin model.
    This method doesn’t basically need the dissolution 
of the chemicals for a short term to the medium. The 
material and cells are direct contact in the collagen 
scaffold etc. This three dimensional technique is the 
best method for the low cytotoxicity and the very 
low solubility materials, as almost biomaterials. In ad-
dition, the cell recovery test was also developed simi-
larly, allowing the examination of not only recovery 
of cell proliferation but also recovery from chemical 
disruption of cell differentiation. Stronger embryotox-
icity is a concern when the recovery culture shows 
that the toxicity level of a chemical remains constant; 
therefore, it is necessary to consider the utility of ex-
amining recovery from embryotoxicity for the bio-
materials.
    However, the most noteworthy drawback of this 
test protocol is that human metabolic activities can-
not be examined because mouse cells are used. Thus, 
to examine human metabolic activities using the EST 
protocol, invented with the hybrid culture system of 
human hepatocytes and mouse ES cells, we devised 
a method for the three-dimensional culture of ES-D3 
cells using a glass fiber as a scaffold. Culture media 
for hepatocytes and ES cells were mixed. Human and 
mouse HepG2 hepatocyte suspensions, human prima-
ry hepatocytes, and human HepG2 cells were placed 
outside of 12-well type cell culture insert. A glass fiber 
was placed inside the cell culture inserts, followed by 
the addition of EBs. Hepatocytes were omitted to pre-
pare a negative control. The effects of various dental 
monomers on myocardial differentiation rates were 
examined using HepG2 and ES-D3 cells alone. Mono-
mers were omitted to prepare a negative control. The 
mean differentiation rates of ES cells were reduced to 
52% for the human hepatocyte suspension and to 55% 
for the mouse hepatocyte suspension, as compared 
with 67% for the control. No significant difference 
was noted in differentiation inhibition between hu-

man hepatocytes (48%) and HepG2 cells (50%). In the 
future, the effects of metal materials, for which the in-
volvement of metallothionein is presumed, should be 
examined. Glass fibers cannot be employed for tissue 
regeneration because they cannot be embedded in 
the living body as scaffolds. However, they may serve 
as suitable materials for biological safety screening 
tests using ES cells to allow the stable differentiation 
of ES cells 61-63).
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ストローマンガイドを用いたインプラント埋入と
最終補綴を歯科技工の立場からの評価

村松 宏康，角瀬 義浩，三好 弘章，鈴木 浩太郎，小林 篤史，阿部 芽衣子，清水 浩，和田 典也

Evaluation of implant placement and final Crown using Straumann guide 
from the point of view of dental technician

Hiroyasu Muramatsu, Yoshihiro Kakuse, Hiroaki Miyoshi, Kotaro Suzuki, Atsushi Kobayashi, 

Meiko Abe, Hiroshi Shimizu, Tsunenari Wada

Abstract

The position and shape of final prosthesis are significantly different in the each implant placements carried out 
with using guided surgery and without using.
    In this case study the difference was investigated by visualizing the crown fabricated with using guided sur-
gery or without using.
    As a result, the deviation from the ideal three dimensional position and shape of the implant and crown were 
smaller with using guided surgery. Furthermore, dental technician could produce the final crown without stress 
and with high accuracy in case of with using guided surgery.

Key words: Implant placement，Final crown，Straumann guide，Gonyx,Guided surgery,Dental technician,coDiagnostix
(J Bio-Integ 6 : 111 - 114, 2016.)

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

１．目　的

① インプラント手術においてガイデッドサージェリー
の有無は、インプラント最終補綴のシミュレーショ
ンと結果にいかに影響するかを検証する。

② 今後のインプラント治療における歯科医師と歯科技
工士との関わり方を検討する。

２．方　法

１）ガイドの製作工程
　（1）インプラント埋入予定を含む石膏模型．（図 1）
　（2） 咬合状態を考慮した理想的最終補綴のワックス

アップ .（図 2）
《ここで上記ワックスアップをした模型を① GC 社製
アドバ D710 で模型ごと 1 回目のスキャンを行い STL

　Accepted for publication 27 September 2016
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データ化し保存する．》
　（3） ワックスアップをスキャニングレジンに置き換

え，スキャンプレートを石膏模型にセットし医
院に戻す．（図 3）

　（4） スキャンプレートを患者の口腔内にセットし，
CT 撮影で得た DICOM データ（coDiagnostiX
ソフトから得られたデータ）をもとに，ゴニッ
クス（Gonyx）（図 4）でドリリングしてガイ
ドを完成させる .

　（5）上部構造を完成する .
《ここで②最終補綴完成模型をアドバ D710 にて 2 回
目のスキャンを行なう．》
　①と②のマッチング（重ね合わせ，合成）を（対象
１）と（対象２）に分けて代表的な例をそれぞれ示す．



113 ●

バイオインテグレーション学会誌　第６巻 J Bio-Integ 6 : 111 - 114, 2016.

２）症例の紹介
　（1） 対象 1. コンピューターガイド（ストローマン

ガイド）を使用したインプラント埋入手術を
行った症例．（図 6）

　（2） 対象 2. コンピューターガイドを使用しないで
インプラント埋入手術を行った症例．（図 7）

３．結　果

（対象１）
　コンピューターガイドを使用したインプラント治療
において，最終補綴物はシミュレーションしたワック
アップとかなり近似していた．（図 8）

（対象２）
　コンピューターガイドを使用しなかった時の最終補
綴物と，術前のワックスアップのマッチングでは，頬
側及び舌側の豊隆の与え方の違いができ，特に歯頚部
は、隣接歯の歯頚ラインに合わせるのは困難である．

（図 9）

　　　ストローマン社製ゴニックス



● 114

バイオインテグレーション学会誌　第６巻 J Bio-Integ 6 : 111 - 114, 2016.

４．考　察

　インプラント埋入においてコンピューターガイドを
使用したガイデッドサージェリーの有無が最終補綴の
位置と形態に明らかな違いをもたらす．それらを証明
するには，それぞれの誤差を数値で示すべきである．
しかし，CAD ソフトの仕組み上，違いを数値化出来
ない為，術前術後のそれぞれの模型をマッチング（重
ね合わせて合成）させて，違いを視覚化して比較する
しかない．それでも，視覚的に違いは明らかで，（対
象１）の症例のようにガイデットサージェリーを行う
方が，技工サイドも製作にストレスがなく，最終補綴
を製作することができる．したがって，インプラント
上部構造製作上の優位性が高いことがわかった．
　我々歯科技工士が考えるストレスとは，コンピュー
ターガイドを使わず，トップダウントリートメントを
考えにくい外科主導のインプラント埋入である．それ
は，理想的上部構造を製作するうえでインプラント埋
入位置（インプラントコネクション）から逸脱してい
ることがあるからである．その結果，インプラント体
の咬合圧負担の観点において，理想的な三次元的位
置からのズレが大きい位置で上部構造の締結となる．
よって，インプラント体のプラットホーム，アバット
メントのコネクション部，スクリュー等が，通常より
応力集中が生じやすくなり，強いてはインプラント体，
アバットメント，スクリュー等に破断，破折が，おき
やすくなる．咬合圧を考慮し，正確にインプラント体
に伝える為に，コンピューターガイドを使用したガイ
デットサージェリーは，極めて重要である．
　今後，歯科技工界においても，IT 化，コンピューター
化が益々進むであろう．すでに，歯科技工は，作業

に CAD/CAM やコンピューターソフト等を使用する
ことにより，補綴物の機能性，審美性また製作難易度
が以前より格段に向上している．インプラント補綴に
おいては，破折の少ない長期的に安定したインプラン
トアバットメントと最終補綴物を製作することができ
る．また，コンピューターガイドを製作，使用するこ
とにより，従来よりも歯科医師と多くのコミュニケー
ションをとる機会が増える．そして、ガイデットサー
ジェリーにおけるチームアプローチの一躍を担うこと
により，技工の情報を歯科医師へフィードバックする
ことができるであろうと考える．

５．結　論

　ガイデットサージェリーを実施する方が，技工サイ
ドも製作にストレスがなく，最終補綴を正確に製作す
ることができた．その結果，破折の少ない長期的に安
定したインプラントアバットメントと最終補綴物を製
作することができる．

文　献

１） 三次元 CT 像と CAD/CAM によって製作したサージカル
ガイドの適合検査法：山口敦，日本口腔インプラント学会
誌，20(1),106,2007.

２） CAD/CAM クラウンに対する適合精度の評価：新谷明喜，
横山大一郎，岸田幸恵，日本歯科理工学会誌，　30(4), 227
－ 230, 2011.

抄　録

　インプラント埋入において , コンピューターガイドを使用し
たガイデッドサージェリーを実施したかどうかで，最終補綴の
位置と形態に明らかな違いをもたらす．
　本症例は，コンピューターガイドを使用した場合と使用しな
い場合のアバットメントや補綴物の製作に及ぼす違いを視覚化
して比較検証した。その結果，ガイデットサージェリーを実施
する方が，理想的な埋入位置や三次元的にずれが小さく，技工
サイドも製作にストレスがなく，最終補綴を製作することがで
きた．
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最大開口量を増加させるためのマッスルリリーステクニックの有用性の検証

佐藤　青児

Case study of usefulness of muscle release technique for increasing 
maximum open mouth

Seiji Sato

　Tsukimi Dental Clinic（Aichi）

Abstract

The aim of this study is to evaluate usefulness of the muscle release technique as self care for increasing maxi-
mum open mouth. We investigated the size of maximum open mouth before and after muscle release care by 16 
women  without symptom of temporomandibular disease. There were found significant differences (p < 0.001) 
between the sizes of maximum open mouth before care (mean 42.1mm) and after care (mean 44.9 mm) . The 
muscle release technique was very useful for increasing the maximum open mouth.

(J Bio-Integ 6 : 115 - 117, 2016.)

１．緒　言

　歯科治療において開口量の減少はインプラント治
療，保存治療，補綴治療，外科治療などほとんどすべ
ての診療を困難にしている．開口量の減少は多くの場
合，筋硬直によると考えられる．筋肉の硬直はストレ
スや疲労，老化など様々な要因が考えられる．顎関節
治療においても有効な治療方法が認められていない．
また，術後の予後は口腔内の清掃に加え物理的なスト
レスであるブラキシズムの影響が大きい．簡単なセル
フケアによって筋肉の硬直が抑えられ筋肉が柔らかい
よい状態が維持できるのであればインプラント，歯周
病，保存，補綴などへの物理的な刺激の軽減も期待で
きる．さらに，唾液分泌能が上がれば自浄性が高くな
り，口腔衛生が改善する可能性も期待できる．

２．方　法

　顎関節症とは診断されない自覚症状のない健常者に
おいて，筋肉をゆるめる方法として，顎をゆらし呼吸
をするという簡単な手法，MRT マッスルリリーステ
クニックがある．MRT を用いて開口量の変化を測り，
術前と術後の有意差を検証した．
　あらゆるエクセサイズは，筋肉を鍛える．ストレッ
チやマッサージをするといった物理的に強制力を与え
るもの以外には電気的刺激，温熱療法，針などの刺激
療法が一般的である．強制力ではなく，筋肉をゆらす
簡単なセルフケアは，今まであまり知られていない． 
　また医療そのものの根本的な問題であると思われる
が疾病を対象とし，健常者がよりよくなることに今ま
での医療は対応していない．問題の無いと思われる人

　Accepted for publication 14 September 2016
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がよりよくなることによって疾病は予防できる．本論
文に用いた MRT は，身体を開き，顎をゆらし，呼吸
をするという簡単なセルフケアである．まず直立し，
左右どちらか一方，右側なら水平方向に右側を向き，
右側の腕を外旋させる．顎を水平方向咬合平面上で，
左右 4 回ゆらす．さらに前後に 4 回ゆらす．そして咬
合平面上で前に突き出し，大きく開口する．深呼吸を
2 回，これを 3 回繰り返す，これらを左右行う．

３．対　象

　男女 16 名について検証をおこなった
　対象者は，顎関節症自覚症状や診断されたものは 0 名
　開口障害のあるもの 0 名
　片側クリッキングあるもの　 3 名
　両側クリッキングのあるもの 1 名
　術前
　　最大開口量　平均値　15.4mm
　　　　　　　　最小値　11mm
　　　　　　　　最大値　21mm
　　　　　　　　標準偏差 8.2mm
　術後
　　最大開口量　平均値　18.2mm
　　　　　　　　最小値　12mm
　　　　　　　　最大値　25mm
　　　　　　　　標準偏差±9.0mm
　開口増加量　　－ 1mm ～ 12mm
　　　　　　　　平均値　4.5mm
　　　　　　　　標準偏差±3.0mm

４．結果と考察

　MRT（マッスルリリーステクニック）による顎揺
らしや呼吸法は極めて簡単な方法である．　この方法
を用いて，開口量の変化を測定した結果を表１に示し
た。また平均値を図に示した（図１）．優位の差で健
常者の最大開口量を改善させることが分かった。
　MRT マッスルリリーステクニックによる顎揺らし
や呼吸は，身体を暖かくし，肩こりや首の痛みなども
緩和された．片側を実施した時は半身がかるくなり，
両側では全身がかるくなった．
　リラクゼーション効果も大きく，歯科治療前の患者

の緊張をほぐすのに有効であった．
　開口量が増えるということは歯科医療の術者や介助
者の視野を広げ，トラブルを防ぐとともに処置の仕上
がりの精度を高めるだけでなく，クライアントがリ
ラックスして治療をうけられるメリットがあげられ
た．
　顎の筋肉をゆるめることによって，開口量が増大す
るばかりでなく，肩こりや疲れ，さらには足までかる
くなった．こうして口腔から身体全身へのアプローチ
への限りない展開が期待される。
　今後は口腔内の唾液量の変化などにも検討を加えた
い．

表１
対象者 ケア前 ケア後 開口増大量

1 42 50 8
2 38 47 9
3 52 55 3
4 42 43 1
5 38 38 0
6 41 43 2
7 40 42 2
8 37 39 2
9 50 50 0
10 27 30 3
11 50 53 3
12 24 24 0
13 47 50 3
14 52 60 8
15 52 52 0
16 41 43 2

平均 42.1 44.9 2.9
標準偏差 8.2 9.0 3.0
最小値 24 24 0
最大値 52 60 9
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図１：最大開口量（mm）
　　　左は術前で 42.1 ± 8.16　右は術後で 44.9 ± 8.98

５．結　論

　筋肉リリーステクニック（MRT）を使って顎周辺
の筋肉をゆるめ開口量が大きくなるかどうかを，顎関
節症状をともなわない女子 16 名を対象にケア前後の
最大開口量の調査を行った．
　最大開口量は，術前 42.1 ± 8.2（mm）から術後
44.9 ± 9.0（mm）となり，MRT の有用性が認められた．

抄　録

　歯科治療において，顎関節症の有無にかかわらず患者が少し 
でも大きく口を開けば治療がやりやすくなることは当然であ
る．無理やりに顎を開口させるのは術者にとってもクライアン 
トにとっても困難を伴い，治療が難しくなる可能性が大きくな
る．筋肉リリーステクニック（MRT）を使って顎周辺の筋肉 
をゆるめ，開口量が大きくなるかどうかを顎関節症状をともな 
わない女子 16 名を対象にケア前後の最大開口量の調査を行っ 
た．
　最大開口量は，術前 42.1 ± 8.2（mm）から術後 44.9 ± 9.0（mm）
となり，MRT の有用性が認められた．
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インプラント周囲炎治療の最前線

関野　愉

Frontier of the Treatment of Peri-implantitis

Satoshi Sekino

　日本歯科大学生命歯学部歯周病学講座
　Department of Periodontology, Faculty of Life Dentistry, Nippon Dental University

Abstract

Peri-implantitis is an inflammatory disease affecting the soft and hard tissues caused by bacterial biofilm forming 
surrounding the implant surfaces. Several treatment methods are applied for the management of peri-implantitis. 
Non-surgical therapy has limited effect on resolution of the lesion. Although, diode laser or antibiotics seems to 
have additional effect, it is difficult to completely resolve the inflammatory lesions. Surgical therapy is more effec-
tive than the non- surgical therapy. Access therapy, resective therapy including implant plasty, or regenerative 
therapy or graft of bone substitute can be applied. In any cases, treatment should be implemented followed by 
regular supportive therapy to maintain good oral hygiene, so majority of implants achieve successful outcome.

Keywords: インプラント周囲炎，非外科的治療，外科的治療，メインテナンス
               Peri-implantitis, non-surgical therapy, surgical therapy, maintenance

(J Bio-Integ 6 : 119 - 126, 2016.)

　天然歯の場合と同様に，インプラント周囲粘膜にも
細菌性プラークに起因する炎症性疾患が生じうる．イ
ンプラント周囲粘膜の炎症が可逆的な状態である場合
が「インプラン周囲粘膜炎」で，天然歯の場合の歯肉
炎に相当する．さらに骨吸収をともなう場合が「イン
プラント周囲炎」であり，天然歯の歯周炎に相当する
疾患である．もっとも重要なことは歯周治療の場合と
同様にプラークコントロールを主体としたメインテナ
ンスを継続することにより，インプラント埋入後にイ
ンプラント周囲炎を発症させないことである．しかし，
現実には専門機関でインプラント治療が行われた場合
でも，ある程度の確率でインプラント周囲炎は発症し

ている．歯周炎の治療法については，現在そのプロト
コールは確立されているが，インプラント周囲炎につ
いては，プラークコントロールは必須とはいえるもの
の，病変を完全に除去し，その進行を抑制させる方法
について，一貫したプロトコールが存在しないのが現
状である．しかし，現実的にインプラント周囲炎患者
が来院した場合には，治療をしないわけにはいかず，
現在得られる情報の中でその患者に適した治療法を行
う意思決定が必要な場合があろう．今回は，インプラ
ント周囲炎の治療にかんする現在得られるエビデンス
をまとめて報告する．

　Accepted for publication 5 September 2016
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１．非外科的治療（表１）

　まず考えなければならないことは，インプラント周
囲炎を発症させないことである．Costa ら（2012）は，
ベースライン時にインプラント周囲粘膜炎を起こして
いた被験者における，5 年間に 5 度以上メインテナン
ス（インプラント周囲組織の検査，ブラッシング指導，
専門家による清掃を含む）に通院していた場合と，一
度も来院しなかった場合のインプラント周囲炎の発症
率を比較した．その結果，メインテナンスに通ってい
た場合に発症率 18.0％であったのにたいして，通院し
ていなかった場合は 43.9％で発症した．このことから
定期的なメインテナンスがインプラント周囲炎の発症
を抑制させる可能性が示唆された．
　問題はインプラント周囲炎が発症してしまった場合
にどう対処すべきかである．まず，同じインプラント
周囲炎患者であっても，コンプライアンスが悪い患者，
または他院でインプラント治療を受けたがメインテナ
ンスが行われず発症してしまった患者の場合のよう
に，適切なメインテナンスを受けていなかった場合が
ある．もう一つは，メインテナンスを受けてきて，コ
ンプライアンスが高いにもかかわらず発症してしまっ
た場合である．
　前者の場合には，コンプライアンスを高める意味で，
まずは歯周基本治療に準じて，口腔清掃指導と非外科
的な粘膜縁下のデブライドメントを行うべきであると
考えられる．

１）手用スケーラー，超音波スケーラー
　デブライドメントに使用するスタンダードな器具は
インプラント用の手用スケーラーおよび専用チップを
使った超音波スケーラーである．Karring ら（2005）
はカーボンファイバー製キュレットとカーボンファイ
バー製チップを用いた超音波スケーラーの効果を比較
し，手用スケーラーではプロービング時の出血（以
下 BOP）が改善しなかったのにたいして，超音波ス
ケーラーを用いた場合には 64％から 36％に改善した
ことを報告した．同様の研究で Renvert ら（2009）は，
チタン製キュレットとカーボンファイバー製チップを
用いた超音波スケーラーの効果を比較し，両治療法と
も，限られた効果しか得られなかったことを報告した．

２）薬物療法
　デブライドメントに抗菌薬を局所投与した場合の効
果が検討されている．Renvert ら（2006）は機械的デ
ブライドメントにミノサイクリンマイクロスフェアの
投与を併用した場合の効果をクロルヘキシジンジェル
を併用した場合と比較した．その結果，ミノサイクリ
ンを用いた場合にクロルヘキシジンよりもプロービン
グデプス（以下 PPD）と BOP の改善が大きかったこ
とを報告した．これらの治療を 3 回繰り返した場合の
結果も同様であった（Renvert ら 2008）．
　Büchter ら（2004）は，機械的デブライドメントに
ドキシサイクリンジェルを併用した場合，機械的デブ
ライドメントのみの場合と比較して，BoP，PPD，臨
床的アタッチメントレベル（以下 CAL）が有意に改
善したことを示した．
　また，Sahm ら（2011），John ら（2015）は，グリ
シンパウダーを用いた歯面清掃器を用いた場合とカー
ボンキュレットとクロルヘキシジンジェルを用いた場
合の効果を比較し，両方の治療で改善がみられたが，
クロルヘキシジンジェルを用いた群で BoP が有意に
改善したことを示した．これらの研究では機械的デブ
ライドメントに抗菌薬を併用した場合の有効性が示唆
されているが，実際の数値の差はわずかであり，臨床
的に意義があるかどうかは，より長期的な研究結果
を待つ必要があろう．また，近年，機械的デブライ
ドメントにクロラミン（Perisolv®）の塗布を併用し
た場合の効果が検討されたが，使用しなかった場合
と臨床パラメータの改善に差がみられなかった（Roos-
Jansåker ら 2015）．

３）エルビウム YAG レーザー
　Schwarz ら（2005,2006）はエルビウム（以下 Er:）
YAG レーザーを用いた場合とプラスティックキュ
レットを用いた場合の効果を比較して，3 ヶ月の観察
期間で，レーザーを用いた場合，キュレットよりも
BOP，PPD の改善が有意に大きかったことを示した．
また，Renvert ら（2011）は，Er:YAG レーザーとグ
リシンパウダーを用いた歯面清掃器の効果を比較し，
両方の治療で改善がみられたが，群間では統計学的有
意差がなかったことを報告した．
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４）光線力学療法
　Schär ら（2013），Bassetti ら（2014） 研 究 で は，
初期のインプラント周囲炎に対して，非外科的な機械
的デブライドメント後，半導体レーザー照射またはミ
ノサイクリンマイクロスフェアのポケット内注入が
行われた．12 ヶ月の観察期間中，両群で BOP 陽性部
位の減少がみられたが，グループ間で差異はみられ
なかった．PD の改善程度は半導体レーザーを使用し
た 9 ヶ月後まで，ミノサイクリンを使用した群では
12 ヶ月後まで有意差がみられた．この論文の著者ら
は結論として，機械的清掃と半導体レーザーによる治
療は局所抗菌療法の代替えとして有効であると結論付
けた．

２．外科的治療（表２）

　上述したようにコンプライアンスが確立されていな
い患者の場合は，歯周治療の場合と同様に，口腔衛生
指導を含めた非外科的治療から開始すべきであると考
えるが，定期的にメインテナンスが継続され口腔衛生
状態も良好な患者に発症した場合には，早期の外科的
治療の適用も選択肢の一つである．
　外科の術式であるが，感染や肉芽組織の除去のみを
行うアプローチでは良好な結果を得ることは困難かも
しれない．Leonhardt ら（2003）はインプラント周囲
炎に罹患した９名の患者の 26 本のインプラント部位
にフラップ手術を行い，肉芽組織の除去，過酸化水素
水での洗浄，アバットメントの滅菌，クロルヘキシジ
ン洗口，細菌検査結果に基づいた抗菌薬の全身投与を
行ったが，5 年間での生存率は 58％であった．したがっ
て，インプラント周囲炎の治療の場合は，従来の機械
的方法による感染の除去以上のアプローチが必要と考
えられる．

１）切除療法
　インプラント周囲炎に対して術前に抗菌薬を投与し
た上で，根尖側移動術，肉芽組織の除去，くさび状骨
欠損の除去，インプラント表面のデブライドメントを
行ったのち，6 ヶ月に１度のメインテナンスにより高
い口腔衛生の水準を維持した結果，5 年後，ほとんど
のインプラントが良好な状態で維持されたことが報告
されている（Serino と Turri 2011, Serino ら 2015）．

他方，Romeo ら（2005, 2007）は，抗菌薬の全身投与
後，スケーリング，根尖側移動フラップ手術，ポケッ
トおよび肉芽組織の除去，骨縁の除去，インプラント
表面の清掃に加えて，インプラントの表面をダイヤモ
ンドバーにより研磨する，いわゆる「インプラントプ
ラスティ」を行った結果，3 年後の生存率が 100% で
あったことを報告した．インプラント表面を研磨しな
かった対照群では 87.5% であった．インラントプラス
ティーについては，表面の研磨時に生ずる発熱の危険
性なども指摘される一方，比較研究の結果は有効性が
報告され，最終的な結論は出ていない．

2）移植材，再生療法
　Schwarz ら（2011, 2012, 2013）は，インプラント
周囲炎に対して，肉芽組織除去，デブライドメント後，
インプラント表面の平坦化し，プラスティックキュ
レットまたは Er:YAG レーザーによる清掃を行った
上で，BiO-Oss® の填塞とコラーゲンメンブレンによ
る再生療法を行った．4 年間追跡した結果，臨床パラ
メータが改善したが，キュレットとレーザーの違いに
よる差はみられなかった．
　Jepsen ら（2015）は，フラップ剥離，チタンキュ
レットによる肉芽組織の除去，チタンブラシによる清
掃，過酸化水素水による洗浄後，多孔性チタン粒子

（Tigra®）を填塞した場合と，しなかった場合との比
較を行った．その結果，エックス線写真上での骨の添
加はチタン粒子を使用した場合に多くみられたが，臨
床パラメータの改善程度には差異がみられなかった．
　エナメルマトリックスデリバティブ（EMDOGAIN®，
以下 EMD）を応用した治療結果も報告されている

（Isehed ら 2016）．フラップ剥離後，肉芽組織除去，
デブライドメント，塩化ナトリウムによる洗浄後に
EMD を塗布した場合としなかった場合との比較が行
われ，12 ヶ月後のエックス線写真上での骨レベルが，
EMD を使用した場合中央値で 0.9mm 増加し，使用
しなかった場合には 0.1mm 減少した．しかし，PPD，
BOP などの他の臨床パラメータに関しては差異が見
られなかった．

３）その他
　光線力学療法や薬物療法が機械的デブライドメ
ントの補助として外科的治療に応用されている．
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Bombeccari ら（2013）は，フラップ手術時にデブラ
イドメントと増感剤を併用した半導体レーザーの照射
を行った場合，デブライドメントのみの場合と比較し
て，臨床パラメータは改善したが，嫌気性菌の減少程
度には差異がみられなかったことを報告している．他
方，Papadopulos ら（2015）は，同様の研究において，
臨床パラメータの改善について，半導体レーザーを用
いた場合と用いなかった場合で差異がなかったとして
いる．
　Carcec ら（2015）は，アモキシシリンの全身投与
または0.2%CHX溶液によるインプラント表面の洗浄，
またはその両方を外科手術と併用した場合の効果を検
討した．1 年後の検査結果では，CHX の効果はみと
められず，また抗菌薬の全身投与は，表面加工がされ
ていないインプラントには効果はなかった．この研究
の著者らは，これらの治療の選択は，対象となるイン
プラントの特性に注意して行うべきであるとしてい
る．

まとめ

　以上のことから，まず，インプラント周囲炎の治療
に対する非外科的アプローチの効果は限定的で，パラ
メータとしては BOP の改善はある程度はみられるが，
PPD，CAL の改善はわずかである．したがって，こ
のアプローチはごく初期のインプラント周囲炎か，外
科手術をする前にコンプライアンスを確立するための
治療という位置付けと考えられる．また，抗菌薬の局
所投与や光線力学療法の機械的デブライドメントとの
併用効果は，臨床的意義がどの程度のものか不明確で
ある．
　非外科的治療と比較して外科的治療は治療効果が高
いといえる．切除療法については，インプラントプラ
スティを行うか，骨切除までに止めるかに関しては，
まだ議論が続いているところである．再生療法及び骨
補填材の効果は主に骨レベルの増加として見られる．
しかし、ここで考えなければいけないのは，その臨床
的意義である．インプラント周囲炎は放置するとイン

表 1：非外科的治療のランダム化比較試験におけるアウトカムのデータ

研究者（発表年） 患者選択基準 治療法 最終検査 ベースライン PD
（mm）

最終検査時 PD
（mm）

ベースライン CAL
（mm）

最終検査時 CAL
（mm）

ベースライン BoP
（%）

最終検査時 BoP
（%）

ベースライン骨レベル
（mm）

最終検査時骨レベル
（mm）

機械的デブライドメント
Karring ら（2004） BoP，PPD ≧ 5mm，骨吸収≧ 1.5mm 超音波スケーラー（カーボンファイバーチップ） 6 ヶ月 5.8 ± 1.1 5.8 ± 1.2 63.6 36.4 6.8 ± 1.7 7.1 ± 1.9

キュレット（カーボンファイバー製） 6.2 ± 1.6 6.3 ± 2.2 72.7 81.8 7.4 ± 2.1 7.7 ± 2.6
Renvert ら（2009） BoP または排膿，PPD ≧ 5mm，骨吸収 >2.5mm 超音波スケーラー（インプラント用チップ） 6 ヶ月 4.3 ± 0.6 3.9 ± 0.8 1.7 ± 0.6* 1.2 ± 0.7 1.5 ± 1.2 2.5mm 以上の骨喪失なし

キュレット（チタン製） 4.0 ± 0.8 4.0 ± 0.8 1.7 ± 0.9* 1.4 ± 1.0 1.5 ± 1.2 2.5mm 以上の骨喪失なし
薬物療法
Renvert ら（2006） 3 スレッド以下の骨吸収，PPD ≧ 4mm，BoP 機械的デブライドメント + ミノサイクリンマイクロスフィア 12 ヶ月 3.9 ± 0.7 3.6 ± 0.6 88 ± 12 78 ± 22

機械的デブライドメント + クロルヘキシジンジェル 3.9 ± 0.3 3.9 ± 0.4 86 ± 14 78 ± 13
Büchter ら（2004） インプラントの長さの 50% 以上の骨吸収 機械的デブライドメント + ドキシサイクリンジェル 4 ヶ月 5.6 ± 0.3 4.5 ± 0.3 5.3 ± 0.3 4.2 ± 0.3 54 ± 7 27 ± 6

機械的デブライドメント 5.7 ± 0.3 5.4 ± 0.3 5.5 ± 0.3 5.2 ± 0.3 63 ± 6 50 ± 7
Renvert ら（2008） 3 スレッド以下の骨吸収，PPD ≧ 4mm，BoP 機械的デブライドメント + ミノサイクリンマイクロスフィア，30 日ごとに 3 回 12 ヶ月 3.9 ± 1 3.6 ± 1 86.5 ± 20.1 89.2 ± 17.2 0.8 ± 0.9 0.7 ± 0.9

機械的デブライドメント + クロルヘキシジンジェル，30 日ごとに 3 回 3.9 ± 1.2 3.7 ± 1 48.1 ± 20.7 63.5 ± 19.2 0.4 ± 0.7 0.5 ± 0.8
Sahm ら（2011） 30% 以下の骨吸収，PPD ≧ 4mm，BoP，排膿 グリシンパウダーを使用した歯面清掃機 6 ヶ月 3.8 ± 0.8 3.2 ± 0.9 4.8 ± 1.3 4.4 ± 1.3 96.4 ± 15.8 51.1 ± 24.7

機械的デブライドメント + クロルヘキシジン溶液 + クロルヘキシジンジェル 4.0 ± 0.8 3.5 ± 0.8 4.8 ± 1.3 4.3 ± 0.9 95.3 ± 9.6 84.3 ± 15.5
John ら（2015） 30% 以下の骨吸収，PPD ≧ 4mm，BoP，排膿 グリシンパウダーを使用した歯面清掃機 12 ヶ月 3.7 ± 1 3.2 ± 1.1 5.2 ± 1.9 4.6 ± 1.8 99.0 ± 4.1 57.8 ± 30.7

キュレットによるデブライドメント + クロルヘキシジン溶液 + クロルヘキシジンジェル 3.9 ± 1.1 3.5 ± 1.2 5.0 ± 1.5 4.5 ± 1.3 94.7 ± 13.7 78.1 ± 30.0
Roos-Jansåker（2015） 骨吸収≧ 2mm,BOP または排膿，PPD>4mm 機械的デブライドメント + クロラミンジェル× 3 3 ヶ月 5.4（中央値） 3.6 6.6 4.2 0.97 ± 0.12** 0.38 ± 0.46

機械的デブライドメント 5.3 3.6 7 4.2 0.97 ± 0.12** 0.31 ± 0.42
レーザー
Schwarz（2005） PD ≧ 4mm，歯槽骨吸収，BoP，排膿 Er:YAG レーザー 6 ヶ月 5.4 ± 1.2 4.6 ± 1.1 5.8 ± 0.9 5.1 ± 0.9 83 31

機械的デブライドメント + クロルヘキジェル 5.5 ± 1.4 4.8 ± 1.4 6.2 ± 1.5 5.6 ± 1.4 80 58
Schwarz（2006） （a）骨吸収＜ 30%，PPD4-6mm，BOP，排膿 Er:YAG レーザー 12 ヶ月 4.6 ± 0.9 4.1 ± 0.4 5.3 ± 1.0 5.0 ± 0.7

機械的デブライドメント + クロルヘキジェル 4.5 ± 0.8 4.3 ± 0.5 5.1 ± 1.0 5.0 ± 0.9
（b）骨吸収 >30%，PPD ＞ 7mm，BOP，排膿 Er:YAG レーザー 5.9 ± 0.9 5.5 ± 0.6 6.5 ± 1.2 6.3 ± 1.1

機械的デブライドメント + クロルヘキジェル 6.0 ± 1.3 5.6 ± 0.9 6.6 ± 1.4 6.3 ± 1.1
Renvert ら（2011） PPD ≧ 5mm，骨吸収 >3mm，BOP または排膿 Er:YAG レーザー 6 ヶ月 BL から 0.8 ± 0.5 減少 100 69.1 BL から 0.3 ± 0.9 ロス

グリシンパダーを用いた歯面清掃機 BL から 0.9 ± 0.8 減少 100 75 BL から 0.1 ± 0.8 ロス
Schär（2013） PD4-6mm，BOP，骨吸収 0.5-2mm 機械的デブライドメント + 増感材 + 半導体レーザー +H202 洗浄 6 ヶ月 4.2 ± 0.6 3.8 ± 0.6 2.7 ± 0.7 2.5 ± 0.8 4.0 ± 1.7** 1.5 ± 1.4

機械的デブライドメント H2O2 洗浄 + ミノサイクリンマイクロスフィア 4.4 ± 0.8 3.9 ± 0.8 2.7 ± 0.7 2.5 ± 0.7 4.4 ± 1.5** 2.1 ± 1.6
Bassetti（2014） PD4-6mm，BOP，骨吸収 0.5-2mm 機械的デブライドメント + 増感材 + 半導体レーザー +H202 洗浄 1 年 4.2 ± 0.6 4.1 ± 0.9 2.7 ± 0.7 2.6 ± 0.9 4.0 ± 1.7** 1.7 ± 1.4

機械的デブライドメント H2O2 洗浄 + ミノサイクリンマイクロスフィア 4.4 ± 0.8 3.8 ± 0.9 2.7 ± 0.7 2.4 ± 0.7 4.4 ± 1.5** 1.6 ± 1.3

*  出血スコア 1 ～４の平均値
** 部位数
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プラントの脱落を起こす炎症性疾患である．したがっ
て，その治療は主に炎症を除去あるいは消失させるこ
とに焦点を当てるべきであり，その点から考えると
BOP や PPD を改善させれば治療の目的を達成したこ
ととなる．インプラント周囲の骨を再生させる治療は，
また別のコンセプトであることを考慮にいれる必要が
ある．
　また，外科手術時のインプラント表面のデブライド
メント法として，他の方法より明らかに有効といえる
特定の方法はない．インプラントの種類や表面性状
により治療の結果が変わる可能性もある（Carcec ら，
2015）ので，今後はその点にも焦点をあてた研究が必
要であろう．
　そして，最も重要なことは，治療後のメインテナン
スである．定期的なメインテナンスを継続することに
よって，プラークスコアや出血スコアを低い状態に
維持することで，長期的に良好な予後が得られうる

（Heltz-Mayfield ら 2015）．この点でも，歯周治療の
場合と同様のアプローチをインプラント周囲炎につい
ても応用することが重要である．

表 1：非外科的治療のランダム化比較試験におけるアウトカムのデータ

研究者（発表年） 患者選択基準 治療法 最終検査 ベースライン PD
（mm）

最終検査時 PD
（mm）

ベースライン CAL
（mm）

最終検査時 CAL
（mm）

ベースライン BoP
（%）

最終検査時 BoP
（%）

ベースライン骨レベル
（mm）

最終検査時骨レベル
（mm）

機械的デブライドメント
Karring ら（2004） BoP，PPD ≧ 5mm，骨吸収≧ 1.5mm 超音波スケーラー（カーボンファイバーチップ） 6 ヶ月 5.8 ± 1.1 5.8 ± 1.2 63.6 36.4 6.8 ± 1.7 7.1 ± 1.9

キュレット（カーボンファイバー製） 6.2 ± 1.6 6.3 ± 2.2 72.7 81.8 7.4 ± 2.1 7.7 ± 2.6
Renvert ら（2009） BoP または排膿，PPD ≧ 5mm，骨吸収 >2.5mm 超音波スケーラー（インプラント用チップ） 6 ヶ月 4.3 ± 0.6 3.9 ± 0.8 1.7 ± 0.6* 1.2 ± 0.7 1.5 ± 1.2 2.5mm 以上の骨喪失なし

キュレット（チタン製） 4.0 ± 0.8 4.0 ± 0.8 1.7 ± 0.9* 1.4 ± 1.0 1.5 ± 1.2 2.5mm 以上の骨喪失なし
薬物療法
Renvert ら（2006） 3 スレッド以下の骨吸収，PPD ≧ 4mm，BoP 機械的デブライドメント + ミノサイクリンマイクロスフィア 12 ヶ月 3.9 ± 0.7 3.6 ± 0.6 88 ± 12 78 ± 22

機械的デブライドメント + クロルヘキシジンジェル 3.9 ± 0.3 3.9 ± 0.4 86 ± 14 78 ± 13
Büchter ら（2004） インプラントの長さの 50% 以上の骨吸収 機械的デブライドメント + ドキシサイクリンジェル 4 ヶ月 5.6 ± 0.3 4.5 ± 0.3 5.3 ± 0.3 4.2 ± 0.3 54 ± 7 27 ± 6

機械的デブライドメント 5.7 ± 0.3 5.4 ± 0.3 5.5 ± 0.3 5.2 ± 0.3 63 ± 6 50 ± 7
Renvert ら（2008） 3 スレッド以下の骨吸収，PPD ≧ 4mm，BoP 機械的デブライドメント + ミノサイクリンマイクロスフィア，30 日ごとに 3 回 12 ヶ月 3.9 ± 1 3.6 ± 1 86.5 ± 20.1 89.2 ± 17.2 0.8 ± 0.9 0.7 ± 0.9

機械的デブライドメント + クロルヘキシジンジェル，30 日ごとに 3 回 3.9 ± 1.2 3.7 ± 1 48.1 ± 20.7 63.5 ± 19.2 0.4 ± 0.7 0.5 ± 0.8
Sahm ら（2011） 30% 以下の骨吸収，PPD ≧ 4mm，BoP，排膿 グリシンパウダーを使用した歯面清掃機 6 ヶ月 3.8 ± 0.8 3.2 ± 0.9 4.8 ± 1.3 4.4 ± 1.3 96.4 ± 15.8 51.1 ± 24.7

機械的デブライドメント + クロルヘキシジン溶液 + クロルヘキシジンジェル 4.0 ± 0.8 3.5 ± 0.8 4.8 ± 1.3 4.3 ± 0.9 95.3 ± 9.6 84.3 ± 15.5
John ら（2015） 30% 以下の骨吸収，PPD ≧ 4mm，BoP，排膿 グリシンパウダーを使用した歯面清掃機 12 ヶ月 3.7 ± 1 3.2 ± 1.1 5.2 ± 1.9 4.6 ± 1.8 99.0 ± 4.1 57.8 ± 30.7

キュレットによるデブライドメント + クロルヘキシジン溶液 + クロルヘキシジンジェル 3.9 ± 1.1 3.5 ± 1.2 5.0 ± 1.5 4.5 ± 1.3 94.7 ± 13.7 78.1 ± 30.0
Roos-Jansåker（2015） 骨吸収≧ 2mm,BOP または排膿，PPD>4mm 機械的デブライドメント + クロラミンジェル× 3 3 ヶ月 5.4（中央値） 3.6 6.6 4.2 0.97 ± 0.12** 0.38 ± 0.46

機械的デブライドメント 5.3 3.6 7 4.2 0.97 ± 0.12** 0.31 ± 0.42
レーザー
Schwarz（2005） PD ≧ 4mm，歯槽骨吸収，BoP，排膿 Er:YAG レーザー 6 ヶ月 5.4 ± 1.2 4.6 ± 1.1 5.8 ± 0.9 5.1 ± 0.9 83 31

機械的デブライドメント + クロルヘキジェル 5.5 ± 1.4 4.8 ± 1.4 6.2 ± 1.5 5.6 ± 1.4 80 58
Schwarz（2006） （a）骨吸収＜ 30%，PPD4-6mm，BOP，排膿 Er:YAG レーザー 12 ヶ月 4.6 ± 0.9 4.1 ± 0.4 5.3 ± 1.0 5.0 ± 0.7

機械的デブライドメント + クロルヘキジェル 4.5 ± 0.8 4.3 ± 0.5 5.1 ± 1.0 5.0 ± 0.9
（b）骨吸収 >30%，PPD ＞ 7mm，BOP，排膿 Er:YAG レーザー 5.9 ± 0.9 5.5 ± 0.6 6.5 ± 1.2 6.3 ± 1.1

機械的デブライドメント + クロルヘキジェル 6.0 ± 1.3 5.6 ± 0.9 6.6 ± 1.4 6.3 ± 1.1
Renvert ら（2011） PPD ≧ 5mm，骨吸収 >3mm，BOP または排膿 Er:YAG レーザー 6 ヶ月 BL から 0.8 ± 0.5 減少 100 69.1 BL から 0.3 ± 0.9 ロス

グリシンパダーを用いた歯面清掃機 BL から 0.9 ± 0.8 減少 100 75 BL から 0.1 ± 0.8 ロス
Schär（2013） PD4-6mm，BOP，骨吸収 0.5-2mm 機械的デブライドメント + 増感材 + 半導体レーザー +H202 洗浄 6 ヶ月 4.2 ± 0.6 3.8 ± 0.6 2.7 ± 0.7 2.5 ± 0.8 4.0 ± 1.7** 1.5 ± 1.4

機械的デブライドメント H2O2 洗浄 + ミノサイクリンマイクロスフィア 4.4 ± 0.8 3.9 ± 0.8 2.7 ± 0.7 2.5 ± 0.7 4.4 ± 1.5** 2.1 ± 1.6
Bassetti（2014） PD4-6mm，BOP，骨吸収 0.5-2mm 機械的デブライドメント + 増感材 + 半導体レーザー +H202 洗浄 1 年 4.2 ± 0.6 4.1 ± 0.9 2.7 ± 0.7 2.6 ± 0.9 4.0 ± 1.7** 1.7 ± 1.4

機械的デブライドメント H2O2 洗浄 + ミノサイクリンマイクロスフィア 4.4 ± 0.8 3.8 ± 0.9 2.7 ± 0.7 2.4 ± 0.7 4.4 ± 1.5** 1.6 ± 1.3

*  出血スコア 1 ～４の平均値
** 部位数
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表２：外科的治療のランダム化比較試験におけるアウトカムのデータ

研究者（発表年） 患者選択基準 治療法 最終検査 ベースライン PD
（mm）

最終検査時 PD
（mm）

ベースライン CAL
（mm）

最終検査時 CAL
（mm）

ベースライン BoP
（%）

最終検査時 BoP
（%）

ベースライン骨レベル
（mm）

最終検査時骨レベル
（mm）

インプラント喪失数
（総数）

切除療法
Romeo ら（2005. 2007） 排膿または出血，PPD>4mm，骨透過像 根尖側移動フラップ手術，骨頂部切除，インプラン表面のバーによる研磨（インプラントプラスティ） 36 ヶ月 5.8 ± 1.7 3.2 ± 0.6 5.5 ± 1.5 5.2 ± 1.5 2.8 ± 0.5（スコア） 0.6 ± 0.7 3.9 ± 1.6 3.9 ± 1.8 0(19)

根尖側移動フラップ手術，骨頂部切除 6.5 ± 1.6 5.5 ± 1.5（24 ヶ月） 6.0 ± 1.6 7.0 ± 1.7（24 ヶ月） 2.9 ± 0.4 2.3 ± 0.7 3.5 ± 1.8 5.4 ± 1.9 2(16)
移植材，再生療法
Schwarz（2011） 骨縁下欠損＞３mm と骨縁上欠損 1>mm の混合型，PD ＞ 6mm フラップ手術，Er:YAG レーザー照射，Bio-Oss，コラーゲンメンブレン 6 ヶ月 5. １± 1.6 3.4 ± 0.6 6.4 ± 2.0 4.9 ± 1.1 93.3 ± 18.7 45.5 ± 33.0 0(15)

フラップ手術，プラスチックキュレット，Bio-Oss，コラーゲンメンブレン 5.5 ± 1.8 3.1 ± 0.6 6.7 ± 2.2 4.5 ± 1.4 100 ± 0 45.0 ± 31.2 0(19)
Schwarz（2012） 骨縁下欠損＞３mm と骨縁上欠損 1>mm の混合型，PD ＞ 6mm フラップ手術，Er:YAG レーザー照射，Bio-Oss，コラーゲンメンブレン 2 年 4.9 ± 1.4 3.8 ± 1.3 6.4 ± 2.0 5.4 ± 2.0 96.6 ± 10.6 21.6 ± 33.3 0(10)

フラップ手術，プラスチックキュレット，Bio-Oss，コラーゲンメンブレン 5.2 ± 1.5 3.7 ± 1.1 6.5 ± 2.0 5.3 ± 1.8 100 ± 0 45.1 ± 30.4 0(14)
Schwarz（2013） 骨縁下欠損＞３mm と骨縁上欠損 1>mm の混合型，PD ＞ 6mm フラップ手術，Er:YAG レーザー照射，Bio-Oss，コラーゲンメンブレン 4 年 5.1 ± 1.5 3.8 ± 1.1 7.3 ± 1.9 6.1 ± 1.1 95.2 ± 12.6 23.5 ± 23.4 2(9)

フラップ手術，プラスチックキュレット，Bio-Oss，コラーゲンメンブレン 5.5 ± 1.7 4.3 ± 1.2 6.7 ± 1.7 5.2 ± 1.9 100 ± 0 14.8 ± 16.4 0(12)
Jepsen ら（2016） 骨縁下欠損≧ 3mm，PPD ≧ 5mm，BOP また排膿 フラップ手術，多孔性チタン粒子 12 ヶ月 6.3 ± 1.3 3.5 ± 1.5 89.4 ± 20.7 33.3 ± 31.7 4.6 ± 2.9 1.0 ± 1.4 0(33)

フラップ手術 6.3 ± 1.6 3.5 ± 1.1 85.8 ± 23.9 40.4 ± 37.1 4.6 ± 2.3 1.1 ± 1.5 0(26)
Isehed ら（2016） PPD ≧ 5mm，BOP または排膿，くさび状骨欠損≧ 3mm フラップ手術，エナメルマトリックスタンパク 12 ヶ月 BL から 2.8 改善 * 93.3 約 70% BL から 0.9 改善 * 0(12)

フラップ手術 BL から 3.0 改善 * 85.7 約 70% BL から 0.1 増加 * 1(14)
抗菌療法
Carcuac ら（2015） PPD ≧ 6mm，BOP または排膿，骨吸収 >3mm フラップ手術，アモキシシリン全身投与，クロルヘキシジン洗浄 12 ヶ月 7.9 ± 1.6** 2.8 ± 1.9 改善 ** 39.1 2 週後から 0.2 ± 1.2 改善 1(47)

フラップ手術，アモキシシリン全身投与 7.9 ± 1.5** 3.4 ± 1.7 改善 ** 34.8 2 週後から 0.5 ± 0.8 改善 0(46)
フラップ手術，クロルヘキシジン洗浄 7.8 ± 1.7** 2.2 ± 1.8 改善 ** 44.4 2 週後から 0.7 ± 1.3 増加 3(49)
フラップ手術 7.8 ± 1.3** 1.7 ± 2.2 改善 ** 51.4 2 週後から 1.0 ± 1.4 増加 2(37)

半導体レーザー
Bombeccari ら（2013） PPD ≧ 5mm，BOP または炎症性浸出液，骨吸収 >3 スレッド フラップ手術，半導体レーザー照射 6 ヶ月 5.9 ± 0.8 4.9 ± 0.5 7.1 ± 0.02 6.6 ± 0.02 0.7 ± 0.5 0.1 ± 0.3 0(20)

フラップ手術 5.8 ± 0.9 5.5 ± 0.5 7.1 ± 0.02 7.0 ± 0.03 0.8 ± 0.4 0.5 ± 0.5 0(20)
Papadopouos ら（2015） PPD ≧ 6mm，BOP または排膿，骨吸収≧ 2mm フラップ手術，半導体レーザー照射 6 ヶ月 5.9 4.4 5.2 4.5 81.2 23.8 0(8)

フラップ手術 5.5 4.3 4.9 4 .8 93.8 31.3 0(8)

*  中央値
** 最深部のデータ
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表２：外科的治療のランダム化比較試験におけるアウトカムのデータ

研究者（発表年） 患者選択基準 治療法 最終検査 ベースライン PD
（mm）

最終検査時 PD
（mm）

ベースライン CAL
（mm）

最終検査時 CAL
（mm）

ベースライン BoP
（%）

最終検査時 BoP
（%）

ベースライン骨レベル
（mm）

最終検査時骨レベル
（mm）

インプラント喪失数
（総数）

切除療法
Romeo ら（2005. 2007） 排膿または出血，PPD>4mm，骨透過像 根尖側移動フラップ手術，骨頂部切除，インプラン表面のバーによる研磨（インプラントプラスティ） 36 ヶ月 5.8 ± 1.7 3.2 ± 0.6 5.5 ± 1.5 5.2 ± 1.5 2.8 ± 0.5（スコア） 0.6 ± 0.7 3.9 ± 1.6 3.9 ± 1.8 0(19)

根尖側移動フラップ手術，骨頂部切除 6.5 ± 1.6 5.5 ± 1.5（24 ヶ月） 6.0 ± 1.6 7.0 ± 1.7（24 ヶ月） 2.9 ± 0.4 2.3 ± 0.7 3.5 ± 1.8 5.4 ± 1.9 2(16)
移植材，再生療法
Schwarz（2011） 骨縁下欠損＞３mm と骨縁上欠損 1>mm の混合型，PD ＞ 6mm フラップ手術，Er:YAG レーザー照射，Bio-Oss，コラーゲンメンブレン 6 ヶ月 5. １± 1.6 3.4 ± 0.6 6.4 ± 2.0 4.9 ± 1.1 93.3 ± 18.7 45.5 ± 33.0 0(15)

フラップ手術，プラスチックキュレット，Bio-Oss，コラーゲンメンブレン 5.5 ± 1.8 3.1 ± 0.6 6.7 ± 2.2 4.5 ± 1.4 100 ± 0 45.0 ± 31.2 0(19)
Schwarz（2012） 骨縁下欠損＞３mm と骨縁上欠損 1>mm の混合型，PD ＞ 6mm フラップ手術，Er:YAG レーザー照射，Bio-Oss，コラーゲンメンブレン 2 年 4.9 ± 1.4 3.8 ± 1.3 6.4 ± 2.0 5.4 ± 2.0 96.6 ± 10.6 21.6 ± 33.3 0(10)

フラップ手術，プラスチックキュレット，Bio-Oss，コラーゲンメンブレン 5.2 ± 1.5 3.7 ± 1.1 6.5 ± 2.0 5.3 ± 1.8 100 ± 0 45.1 ± 30.4 0(14)
Schwarz（2013） 骨縁下欠損＞３mm と骨縁上欠損 1>mm の混合型，PD ＞ 6mm フラップ手術，Er:YAG レーザー照射，Bio-Oss，コラーゲンメンブレン 4 年 5.1 ± 1.5 3.8 ± 1.1 7.3 ± 1.9 6.1 ± 1.1 95.2 ± 12.6 23.5 ± 23.4 2(9)

フラップ手術，プラスチックキュレット，Bio-Oss，コラーゲンメンブレン 5.5 ± 1.7 4.3 ± 1.2 6.7 ± 1.7 5.2 ± 1.9 100 ± 0 14.8 ± 16.4 0(12)
Jepsen ら（2016） 骨縁下欠損≧ 3mm，PPD ≧ 5mm，BOP また排膿 フラップ手術，多孔性チタン粒子 12 ヶ月 6.3 ± 1.3 3.5 ± 1.5 89.4 ± 20.7 33.3 ± 31.7 4.6 ± 2.9 1.0 ± 1.4 0(33)

フラップ手術 6.3 ± 1.6 3.5 ± 1.1 85.8 ± 23.9 40.4 ± 37.1 4.6 ± 2.3 1.1 ± 1.5 0(26)
Isehed ら（2016） PPD ≧ 5mm，BOP または排膿，くさび状骨欠損≧ 3mm フラップ手術，エナメルマトリックスタンパク 12 ヶ月 BL から 2.8 改善 * 93.3 約 70% BL から 0.9 改善 * 0(12)

フラップ手術 BL から 3.0 改善 * 85.7 約 70% BL から 0.1 増加 * 1(14)
抗菌療法
Carcuac ら（2015） PPD ≧ 6mm，BOP または排膿，骨吸収 >3mm フラップ手術，アモキシシリン全身投与，クロルヘキシジン洗浄 12 ヶ月 7.9 ± 1.6** 2.8 ± 1.9 改善 ** 39.1 2 週後から 0.2 ± 1.2 改善 1(47)

フラップ手術，アモキシシリン全身投与 7.9 ± 1.5** 3.4 ± 1.7 改善 ** 34.8 2 週後から 0.5 ± 0.8 改善 0(46)
フラップ手術，クロルヘキシジン洗浄 7.8 ± 1.7** 2.2 ± 1.8 改善 ** 44.4 2 週後から 0.7 ± 1.3 増加 3(49)
フラップ手術 7.8 ± 1.3** 1.7 ± 2.2 改善 ** 51.4 2 週後から 1.0 ± 1.4 増加 2(37)

半導体レーザー
Bombeccari ら（2013） PPD ≧ 5mm，BOP または炎症性浸出液，骨吸収 >3 スレッド フラップ手術，半導体レーザー照射 6 ヶ月 5.9 ± 0.8 4.9 ± 0.5 7.1 ± 0.02 6.6 ± 0.02 0.7 ± 0.5 0.1 ± 0.3 0(20)

フラップ手術 5.8 ± 0.9 5.5 ± 0.5 7.1 ± 0.02 7.0 ± 0.03 0.8 ± 0.4 0.5 ± 0.5 0(20)
Papadopouos ら（2015） PPD ≧ 6mm，BOP または排膿，骨吸収≧ 2mm フラップ手術，半導体レーザー照射 6 ヶ月 5.9 4.4 5.2 4.5 81.2 23.8 0(8)

フラップ手術 5.5 4.3 4.9 4 .8 93.8 31.3 0(8)

*  中央値
** 最深部のデータ

      Clinical evaluation of an Er:YAG laser for nonsurgical 
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Abstract

The drug plasma concentration is well correlated with the therapeutic effects and adverse reactions. The drug 
disposition in the body is explained by four processes, absorption, distribution, metabolism, and excretion, generally 
called “ADME”. Understanding of ADME enables us to predict the drug concentration. Clinical pharmacokinetics 
is another tool to personalize drug therapy. Total body clearance is the most important parameter to determine 
the drug dose. Change in the total body clearance can be estimated by creatinine clearance of the patient and a 
fraction of renal excretion of the drug when renal function is decreased.

(J Bio-Integ 6 : 127 - 132, 2016.)

１．緒　言

　治療効果や副作用と最もよく相関する指標は薬物血
中濃度であるため，個々の患者において薬物血中濃度
を推定できれば合理的でスマートな治療が可能とな
る．薬物の体内での動きを制御している過程“ADME

（アドメ）”および薬物の投与量と血中濃度の関係を単
純な数式で扱う“臨床薬物動態学”を理解することで，
薬物血中濃度をおおよそ推定することができるように
なる．本稿では，治療に役立つ必須部分を簡単に解説
する．

２．ADME とは

　ADME と は， 薬 物 の「 吸 収（Absorption）」「 分
布（Distribution）」「 代 謝（Metabolism）」「 排 泄

（Excretion）」の略で，薬物が生体に投与されてから
消失するまでの運命を各過程に分類しまとめたもので
ある（図 1）．投与された薬物は生体膜を透過して血
管内に入る（吸収過程）．血管内に入った薬物は血流
にのって全身に運搬され，血管壁を透過して臓器や組
織に到達する（分布過程）．作用部位に分布すると効
果を発現するが，副作用であることもある．肝臓に到
達した薬物は肝臓内の酵素により酸化・分解され（代
謝過程），通常は無害な代謝物へと変換される（活性

　Accepted for publication 27 September 2016
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があり有害な場合もある）．一方，腎臓に到達した薬
物は糸球体によりろ過され濃縮されて尿中に排出され
る（排泄過程）．なお，肝臓は代謝せずにそのままの
形で薬物を胆汁中に排出することがあり，これは胆汁
排泄と呼ばれている．

２－１）．吸収過程
　静脈内に薬物が投与される場合を除き，投与された
薬物は吸収過程を経て生体内に入り作用部位に到達す
るため，投与してもすぐに効果が現れるわけではな
い．また，投与した薬物全てが体内に入るわけでもな
い．例えば，薬物の多くは経口製剤として投与される
が，胃で吸収される量は少なくほとんどは小腸で吸収
されるので，胃内に留まる分，効果発現には時間がか
かる．また，腸内で薬物が分解されたり，吸収される
前に糞便中に排泄されたり，腸から吸収されても肝臓
で分解されたりするので，投与した薬物量よりも実際
に体内に入った量の方が少ないことに注意が必要であ
る．投与部位から体内に吸収された割合を“バイオア
ベイラビリティ”と呼び，これは静脈内投与時の投与
量から経口剤の投与量を換算するのに用いられる（後
述）．同じ注射でも，静脈内注射と筋肉内注射・皮下
注射には効果発現時間に違いがある．静脈内に投与さ
れた薬物は直ちに心臓に到達し全身に分布するが，筋
肉内注射や皮下注射した場合は局所に留まりゆっくり
と吸収される（筋肉や皮膚の血流量が少ないため）．

２－２）．分布過程
　分布過程は血流による運搬と血管壁の透過という主
に 2 つの因子によって制御されている．薬物は血流に
のって全身に運搬されるので，血流の少ない組織には
薬物はなかなか分布しない．血流の多い肝臓，腎臓，
小腸，肺，心臓，脳などへ薬物は直ぐに分布するが，
血流の少ない筋肉，皮膚，骨・関節や膿瘍への分布は
ゆっくりであり，例えばインプラント部分の感染症に
対して抗菌薬を投与しても効果発現には時間がかか
る．血管壁の透過は薬物の物性の影響を受けやすい．
血管壁（あるいは細胞膜）の主な構成成分は脂質であ
るため，脂溶性の高い薬物は透過しやすく，水溶性の
高い薬物は透過しにくいので，脂溶性薬物は体内で広
く分布する．肝臓や腎臓は薬物を高い濃度で取り込み
分解したり尿中や胆汁中に排出したりして（代謝・排
泄過程），生体にとって異物である薬物を体内から素
早く消失させる．一方，薬物の影響をなるべく受けな
いよう，脳は異物を組織外（血液中）に排出する機構
を持っている．

２－３）．代謝過程
　薬物は主に肝臓で代謝される（小腸や腎臓でも代
謝される場合がある）．肝細胞内のシトクロム P450

（CYP）と呼ばれる酵素群が最も重要な役割を果たし
ている．一般に薬物は脂溶性が高いので，そのままの
状態では生体内に広く分布してなかなか消失しない
が，CYP により酸化代謝されると（酸素分子が分子
内に付与されると）水溶性が高くなり分布しにくくな
る．また，水溶性が高くなると尿中に排泄されやすく
なる（後述）．肝細胞内にはグルクロン酸などを薬物
分子に結合させる酵素（抱合酵素）も多く含まれてお
り，グルクロン酸を抱合することにより薬物の水溶性
と分子量が高くなり，抱合された薬物の消失はより早
くなる．薬物の代謝速度に最も大きく影響するのは肝
細胞内の酵素量である．肝障害や肝硬変では酵素量が
減少するため，薬物の血中濃度が上昇する．また，代
謝過程では薬物間相互作用にも注意が必要である．代
謝反応は薬物が酵素に結合して起きるので，同じ酵素
で代謝される別の薬物を同時に投与すると，酵素との
結合が阻害され薬物の代謝が抑制され血中濃度が上昇
する（図 2）．一方，肝酵素量を増大させる薬物（酵

図１：ADME の概念図
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図1 ADMEの概念図
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素誘導剤という），例えば抗結核薬リファンピシンや
抗てんかん薬カルバマゼピン，抗うつ作用のあるセイ
ヨウオトギリソウ（St. John's wort）などは，他の薬
物の代謝速度を上昇させ血中濃度を低下させるので注
意が必要である．

図２：代謝反応と代謝阻害

図３：腎排泄の３過程

２－４）．排泄過程
　主な排泄経路は腎排泄（尿中排泄）であり，胆汁排
泄の寄与は限定的である．腎排泄には３つの過程，①
糸球体ろ過，②分泌，③再吸収がある（図 3）．医薬
品として販売されている薬物のほとんどは低分子薬物
であるため，糸球体ろ過により尿中に排泄される．し
かし，抗体製剤やペグ化されたタンパク質医薬品（ペ
グインターフェロンなど）は分子量が大きいため，糸
球体のろ過膜を透過できず腎排泄されない．キノロン
系やβラクタム系抗菌薬は糸球体ろ過に加え分泌もさ
れるものが多く，腎排泄されやすい薬物の代表例であ
る．すべての低分子薬物は糸球体ろ過されるが，その
まま尿中に排泄されるわけではない．脂溶性薬物は生
体膜透過性が高く，糸球体ろ過された量のほとんどが
再吸収されて血液中に戻るため，尿中に排泄される量
はごくわずかである．一方，水溶性の高い薬物，例え
ば抗菌薬の多くは生体膜透過性が悪くあまり再吸収さ
れないため，尿中に多くが排泄される．薬物は生体膜
を透過して効果を発揮するという特性があるので，市
販されている薬物の多くは脂溶性の高い物質である．
つまり，腎排泄により体内より消失する薬物はあまり
多くなく，肝代謝型薬物の方が圧倒的に多数である．
腎機能低下時に投与量を変更する必要のある、主な腎
排泄型薬物を表 1 に示す．
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３．臨床薬物動態学の基礎

　薬物動態学の理論は極めて難解であるが，これを単
純化し臨床に応用できるようにしたものが臨床薬物動
態学である．治験により平均的患者群での投与方法と
投与量（用法用量）は決定されているが，これを個々
の患者にとって最適なものに設定することが臨床では
求められる．腎機能が低下したときに投与量をどのよ
うに設定するかが最もよく体験する臨床上の問題と考
えられるので，この点に重点を置いて解説する．
　投与量を設定するには 4 つのパラメータ，バイオア
ベイラビリティ（F），分布容積（Vd），全身クリアラ
ンス（CL），腎排泄率（fR）があれば充分である（図
4）．先に解説したように，“バイオアベイラビリティ”
とは薬物が投与部位から体内に吸収された割合であ
り，“F ×投与量”は生体内に入った薬物量を意味す
る．投与経路を変更するときに用いるが，通常は注射
薬と経口製剤では別々に投与量が添付文書に記載され
ているので，利用する機会は少ない．特に重要なパラ
メータは，負荷投与量を決定する Vd と維持投与量を
決定する CL である．しかし，負荷投与は一瞬だけ血
中濃度を上昇させたいときに投与するものなので，臨
床で用いることは少ない．維持投与とは，血中濃度を
一定に維持するために毎日投与するもので，これが添

付文書に記載されている投与量のことである．よって，
CL が最も重要なパラメータと考えてよい．対象患者
の病態や併用薬がある場合に，CL がどのように変化
するのか推定できれば，患者の投与量を最適化するこ
とができる．

表 1　臨床でよく用いられる代表的な腎排泄型薬物

アンジオテンシン変換酵素阻害薬（例外：テモカプリルは胆汁排泄） →ARBは肝代謝型
一部のβ受容体遮断薬（アテノロール、カルテオロール、ナドロール、ソタロール）
一部の抗不整脈薬（シベンゾリン、ジソピラミド、プロカインアミド、ピルジカイニド）
抗菌薬（マクロライド系、テトラサイクリン系、抗真菌薬以外はだいたい腎排泄型）

アミノグリコシド系、ニューキノロン系（例外：モキシフロキサシン）、グリコペプチド系（バンコマイシン、
テイコプラニン）、βラクタム系（例外：セフォペラゾンは肝代謝型、セフトリアキソンは中間型）
サルファ剤（ST合剤）、エタンブトール（抗結核薬）など

フルコナゾール →他のアゾール系抗真菌薬は肝代謝型）
一部の抗がん剤

白金製剤（シスプラチン、カルボプラチン、オキサリプラチン）、メトトレキサート
ヒスタミンH2受容体拮抗薬（シメチジン、ファモチジンなど） →PPIは肝代謝型
利尿薬

ループ利尿薬（フロセミド）、チアジド系利尿薬、アセタゾラミド
一部の抗てんかん薬（ガバペンチン、トピラマート）
その他

一部の経口血糖降下薬（メトホルミン、シタグリプチン、アログリプチン）
リチウム、アロプリノール活性代謝物（オキシプリノール）、プレガバリン
アシクロビル（バラシクロビル）、ガンシクロビル、アマンタジン、オセルタミビル
ジゴキシン、ダビガトラン、プラミペキソール、パリペリドン
ベザフィブラート（スタチン系は肝代謝型が多い。プラバスタチン、ピタバスタチンは胆汁排泄型）

Vd投与量 消失
F CL

バイオアベイラビリティ 全身クリアランス

分布容積

生体内

肝代謝率
腎排泄率（fR）

腎：Renal

静脈内投与の場合
• 負荷投与量＝Vd×目標血中濃度
• 維持投与量＝CL×目標血中濃度

経口投与の場合
• F×負荷投与量＝Vd×目標血中濃度
• F×維持投与量＝CL×目標血中濃度

図４：投与量の設定に必要な 4 つのパラメータ
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４．腎排泄型と肝代謝型の分類

　薬物の血中濃度が，肝機能と腎機能のどちらの影響
をより受けやすいのかを判断するのに，薬物を腎排泄
型と肝代謝型に分類することは大変重要である．通常
は，腎排泄型とそれ以外の薬物に分類する．これは，
腎機能の指標であるクレアチニンクリアランスは薬物
の投与量の設定に利用できるが，肝機能の指標（AST，
ALT，ビリルビン値など）は投与量の設定にほとん
ど役立たないことに起因している．おそらく肝臓の代
謝酵素量とよく相関する肝機能検査値が存在しないた
めであろう．腎排泄率（fR）の大きな薬物（70％以上）
が腎排泄型薬物である．fR は薬物を静脈内投与した後
の尿中排泄率として算出される．欧米と異なり日本の
添付文書には経口投与後の尿中排泄率しか記載され
ていないので全く役に立たない（欧米では経口製剤で
も治験で静脈内投与が義務付けられている）．よって，
欧米の医薬品情報から fR を入手するとよい 1,2）．だい
たいにおいて日本の医薬品情報はずさんで信用ならな
いので，英文データベースに頼らざるを得ないのが現
状である．

５．腎機能低下時の投与量の設定：腎排泄率（fR）
の利用

　腎機能が低下した時，クレアチニンクリアランスの
低下率を腎機能の低下率とみなして投与量を設定する

（図 5）．なお，Y 軸は CL の残存率（％）でもあり（CL
と投与量は比例関係にある），腎機能低下により CL
がどのように変化するのか推定したものでもある．fR
が 0％，つまり 100％肝代謝型の薬物の場合，クレア
チニンクリアランスが低下しても投与量は変化させる
必要はない（図 5 －①）．一方，fR が 100％（100％腎
排泄型）の薬物の場合，クレアチニンクリアランスの
低下に比例して投与量も減少させなくてはいけない．
例えば，クレアチニンクリアランスが 20 mL/min に
低下（正常値の 20％）したら投与量も常用量の 20％
に低下させる必要がある（図 5 －②）．fR が 50％（50％
腎排泄型）の薬物の場合は次のように考える．まず，
腎機能が全く廃絶してしまった場合を仮定する．腎機
能が正常な時は常用量の 50％は腎臓に排泄され，残

り 50％は肝代謝されていたので，肝臓には 50％分を
処理する能力があるとみなすことができる．よって，
腎機能がゼロになった場合は，腎臓が処理していた
50％が処理できなくなるので，その分だけ投与量を減
少させればよい（図 5 －③）．腎機能が半分になった
とき（クレアチニンクリアランス 50 mL/min の時）は，
腎臓が処理していた 50％が半分の 25％しか処理でき
なくなるので，肝臓の処理分 50％と合わせて常用量
の 75％に投与量を設定すればよい（図 5 －④）．これ
は「25％減量せよ」という意味になるが，fR が 50％
程度では腎機能が大きく低下しても投与量の変更はわ
ずかであり，多くの薬物で投与量の変更を必要としな
い．fR が 70％なら腎機能が 1/3 に低下すると投与量
は 50％減量する必要があるので，さすがに注意が必
要である．

図５：腎機能低下時の投与量の設定
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６．まとめ

　前半は ADME について，後半は臨床薬物動態学に
ついて解説した．ADME は定性的に血中濃度を推定
するのに必要な知識であるのに対し，臨床薬物動態学
は定量的に血中濃度を推定し最適な投与量を算出する
のに必要な知識である．枝葉末節と考えられる部分は
削除し，臨床上よく問題となるケースで役立つ必須部
分のみを抜き出しているため，著者の主観が強く乱暴
な記述も認められるがご容赦いただきたい．大学で薬
物動態学を履修しているので，困ったときは薬剤師に
相談するとよいであろう．
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●海外レポート

6th International CAMLOG Congress (ICC) に参加して

松野　智宣

　日本歯科大学生命歯学部口腔外科学講座

　6 回目を迎えた ICC はポーランドの古都 KRAKOW
（クラクフ）で 2016 年 6 月 9 日から 11 日まで開催さ
れた．CAMLOG インプラントシステムの国際学会で
ある ICC は 2 年毎にヨーロッパで開催されているが、
この ICC とは別に我が国では CAMLOG Congress 
(National CAMLOG Congress; NCC) が ICC の開催年
と重ならないように 2 年毎に行われている．
　今回の開催地である KRAKOW は日本ではあまり
知られていなようだが、ポーランド南部に位置し、ワ
ルシャワに次ぐ第 2 の都市でヨーロッパでは有名な観
光都市である．また、17 世紀初頭にワルシャワに遷
都されるまでのポーランド王国の首都でもあり、ポー
ランド文化の中心地で、さながら日本の京都を思わせ
る．KRAKOW はローマ教皇であったヨハネパウロ 2
世の出身地としても知られ、あの有名なナチスのアウ

シュビッツ収容所に最も近い都市でもある．
　さて、“Tackling everyday challenges”をテーマ
とした 6th ICC は、KRAKOW の旧市街にあるヴァヴェ
ル城からポーランド最長のヴィスワ川を渡ったところ
にある International Conferences and Entertainment 
Center (ICE) で行われた（写真１）．2014 年に完成し
た ICE は近未来的な素晴らしいデザインで、ICC の
会場に相応しい建物であった．その ICE に世界各国
から約1,000名が集まり、臨床に直結するようなトピッ
クスが取り上げられた（写真 2，3，4）．

写真１：ICE から見たヴァヴェル城

写真２：ICE の会場内
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　それでは 3 日間のプログラムをオーバービュー
し て み る（ 写 真 5）． ま ず 初 日 は、PRACTICAL 
WORKSHOPS として 5 つのハンズオンコースが用
意された．その中で私は CAMLOG インプラントの
Guided surgery system である smop のコースに参加
した．非常に簡便で直感的なソフトウェアによってデ
ザイン・作製されたサージカルガイドは、これまで
のものと比べてシンプルでドリリングから埋入まで
短時間かつ正確に行える画期的なガイドシステムで
あった（写真 6）．他にも、動物の顎骨を用いた Bone 
augmentation や Sinus grafting、適切な Flap 形成と

写真３：会場前で（左より梅田和徳先生、筆者、浅野一成先生）

写真５：今回のプログラム表紙

写真４：メインホールでの開会式

縫合などの実習が行われていた．また、初日の午後は
Pre congress として今話題の Digital Dentistry のシ
ンポジウムが行われ、8 名のスピーカーがそれぞれ専
門の Digital workflow について講演された．なお、2
日目以降はメインホールで以下の 7 つのプログラムが
用意され、どの Session も活発な質疑応答があり、ホー
ルは活気に満ち溢れていた．
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写真６：smop で設計・作製されたサージカルガイド 写真７：Hard Rock CAMLOG の会場内

2 日目
　SESSION Ⅰ:   BASIC PRINCIPLES IN TREAT-

MENT PLANNING, IMPLANT
                     SURGERY, AND PROSTHETICS 
　SESSION Ⅱ:   HOW TO MANAGE THE ESTHET-

IC ZONE 
　SESSION Ⅲ:   HOW TO MANAGE THE POSTE-

RIOR AREA 
　SESSION Ⅳ :   FIND THE BALANCE FOR DAILY 

PRACTICE 

3 日目
　SESSION Ⅴ :   CL IN ICAL  RESEARCH FOR 

DAILY PRACTICE – SUPPORTED 
BY

                      THE CAMLOG FOUNDATION
　SESSION Ⅵ : THE TRANSMUCOSAL AREA
　SESSION Ⅶ :   CONTROVERSIAL TOPICS – THE 

BATTLE　

　どれも興味のあるトピックであったが、特に私が関
心を持ったのが、2 日目の SESSION II であった．こ
こでは、審美領域におけるインプラント埋入とグラフ
テイングのタイミングや軟組織のグラフトの適応と
オーバートリートメント、さらに審美性を改善するた
めの材料のオプションについて 3 名の演者が講演され
た．注目すべきトピックは口蓋からの結合組織移植に
代るコラーゲン製品の臨床応用で、その有用性につい

ての新たな知見を得ることができた．また、3 日目の
SESSION VII: CONTROVERSIAL TOPICS – THE 
BATTLE はまさにタイトル通りの相反する考えを持
つ演者による真剣なバトルで、アバットメントコネク
ションである Parallel joint と Conical joint の甲乙付
けがたい論争に耳を奪われた．
　また、ポスターセッションも行われ COMLOG 
Scientific Committee らによる厳正な審査で、日本歯
科大学新潟病院口腔インプラント科の上田一彦准教授
が 3rd Prize を授賞した．
　今回初めて参加した ICC であったが、豊富で最新
の情報がアップデートでき、とても有意義な 3 日間
であった．また、2 日目の夜に催された” Hard Rock 
CAMLOG”と題された パーティーでは、日中真剣
にインプラントロジーに浸っていた参加者が夜通
し Hard Rock の生演奏とお酒に酔いしれていたこ
とも忘れられない思い出となった（写真 7）．毎回、
CAMLOG PARTY は趣向を凝らして行われているよ
うであるが、6th ICC も On と Off のメリハリの効いた
素晴らしい学会であった．次回の開催地は未定のよう
だが、是非参加してみたい．
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●学会広報

バイオインテグレーション学会
第６回学術大会・総会

2016 年３月 13 日（日）大阪歯科大学　創立百周年記念館に於いて行われた。
今井弘一（大阪歯科大学歯科理工学講座　教授）のもとで盛大に開催されました。
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）

メインテーマ：骨再生を科学する

プログラム

特別講演１　　田畑泰彦（京都大学再生医科学研究所生体材料学分野　教授）
　　　　　　　「バイオマテリアル技術からみた再生医療の最前線」
特別講演２　　西村剛（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）
　　　　　　　「嚥下と話しことばの進化」
会長講演　　　今井弘一（大阪歯科大学歯科理工学講座　教授）
　　　　　　　「インプラントの未来永劫の発展を目指して」
シンポジウム　「全てのインテグレーションを臨床的に検証する」
　　　　　　　座長：三村義昭（臨床器材研究所）
　　　　　　　「インテグレーションを画像診断でぶった切る」
　　　　　　　　　　　　　　木村　正（大阪口腔インプラント研究会）
　　　　　　　「歯科用インプラントのインテグレーションの定量化」
　　　　　　　　　　　　　　川原　大（臨床器材研究所）
　　　　　　　「歯科インプラントの周囲組織を検証する」	
　　　　　　　　　　　　　　江原雄二（京都インプラント研究所）	

ポスターセッション
ランチョンセミナー
衛生士セミナー
♦懇親会
　2016 年３月 12 日（土）（大学病院 14 階　レストランプラザ 14）



● 138

バイオインテグレーション学会
第６回学術大会・総会

大会長挨拶

特別講演

シンポジウム

ランチョンセミナー

総会

会長講演

質疑応答

ポスター発表衛生士セミナー

企業展示懇親会
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　第６回バイオインテグレーション学会学術大会・総会は，2016 年３月 12 日（土），13 日（日）の二日間にわたっ
て大阪歯科大学創立百周年記念館で開催されました。大会のメインテーマは，「骨再生を科学する」で，サブテー
マは，臨床家の先生方に興味をもたれることを目標として「全てのインテグレーションを臨床的に検証する」と
しました。特別講演は，バイオマテリアル研究の大御所である京都大学再生医科学研究所の田畑泰彦教授からは

「バイオマテリアル技術からみた再生医療の最前線」，またユニークな研究で有名な京都大学霊長類研究所の西村	
剛准教授からは「嚥下と話しことばの進化」というテーマでした。歯科の世界ではなかなか聞くことができない
題名通りの興味あるお話でした。さらに関西の３つのインプラント研究施設によるシンポジウムと歯科衛生士セ
ミナーも行いました。
　今回，この学会は、初めて関西での開催となりましたが、参加者 150 余名、展示、広告、ランチョンセミナー
等で 30 社から御協力をいただき成功裏に終えることが出来ました。これもひとえに会員ならびに企業の皆様の
ご支援の賜物と深く感謝しております。誠に有難うございました。

準備委員長　橋本典也

第６回学術大会を終えて
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平成 28 年度 総会　議事録

【開催日時】平成 28 年 3 月 12 日（土）15 時から 15 時 30 分（理事＊評議員会）
平成 28 年 3 月 13 日（日）13 時から 13 時 30 分（総会）

【場　　所】大阪歯科大学　創立百周年記念館
【議長及び進行】青木秀希理事長、寳田博専務理事
【出 席 者】3 月 12 日（土）65 名　3 月 13 日（日）162 名

【開会、挨拶】	青木理事長が議長及び進行を兼務し、開会を宣言した。またこの後、青木理事長	より、第 6 回学
術大会開催までの 1 年間の学会の現状と希望が述べられた。今回は、	理事＊評議員会及び総会での
資料配布は行わず、舞台スライドでのプレゼンテーショ	ン形式で行われ、進行された。

【議　　事】		 青木理事長により議長及び進行がされた。なお、議事は、［報告事項］と［審議事項］に分けて進行
された。

　　　　　　以下は、別紙にて詳細報告する。
［報告事項］
１．現在の在籍会員の状況
　　青木理事長より報告された。
　　総会員数 346　賛助会員 18 社　年々少しずつ増加している。
２．		2015 年度事業＊活動報告（各委員会毎の報告）
　　青木理事長より進行され、各委員会委員長又は担当より報告があった。
　①	第 5 回学術大会総会については、朝波常任理事兼前大会長より大成功に終わった趣旨と収支計算の報告がさ

れた。
　②学会誌第 5 巻の発行及び内容の報告を春日井会長兼編集委員長よりされた。
　③ 2015 年度教育研修講演会実績を朝波理事兼学術委員長より報告された。
　④	認定再生医療等委員会の発足とその活動、今年関東甲信越厚生局より認可番号 Z1009188N を与えられたこ

とが、高橋常任理事兼委員長より報告された。
　⑤学術委員会活動を朝波理事兼委員長より報告された。特に、認定専門医の規定と指導医リストが発表された。		
　⑥広報委員会活動を朝波理事兼委員長より報告された。特に、ホームページに注力する旨が話された。
３．学会の人事
　　青木理事長より報告された。役員名簿参照。指導医指導研究者リスト公表された。
４．その他（カンボジアボランティア活動）
　　青木理事長より報告された。カンボジアでの架け橋プロジェクト歯科支援活動が報告された。

［審議事項］
１．		議案第１号	2015 年度収支報告
　　３月 12 日は、塩田財務委員長より報告され、承認された。
　　３月 13 日は、青木理事長より報告され、承認された。
　　会費収入の減少とその原因と事業収入の事項に聴講者から質問があり、説明	、了承された。
２．議案第２号	2015 年度収支の監査報告青木理事長より報告され、承認された。
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３．議案第３号	2016 年度予算案
　	　青木理事長より説明され、了承された。
　　	特に、会費収入の徴収改善と事業収入の柱に再生医療等審査費と認定専門医申請料を追加され、キャッシュ

フローの改善を図る趣旨の説明が追加された。	
４．議案第４号	2016 年度事業計画案			春日井会長より説明され、了承された。	
５．		議案第 5 号	2017 年第 7 回学術大会 * 総会
　　懸田明弘理事より説明をされ、了承された。来年は、東北大学主幹で行われる予定になった。
６．議案第６号　その他
　　全体の質問時間にあてられたが、特に無かった。

【閉　　会】
　上記全ての審議を終了し、全ての議案了承されたため、定刻通り、青木理事長より閉会の宣言がなされた。

　書記　和田典也
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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」 春日井昇平（東医歯大）

2013.4.8
「インプラント治療における不具合を材料学から考える」 青木秀希（国際アパタイト）

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」 塩田　真（東医歯大）

2013.523
「スパッタリング薄膜コーティング技術とは？」 尾関和秀（茨木大）

第 3 回
「全身疾患を有する患者へのインプラント治療」 朝波惣一郎（国際医療福祉大）

2013.6.22
「HA とチタンのたんぱく質反応」 久保木芳徳（北大）

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 関根秀志（東歯大）

2013.9.28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 野間弘康（東歯大）
インプラントで失敗しないための常識としての解剖学 阿部伸一（東歯大）

第 5 回
インプラントを成功に導く咬合 田中　收（東医歯大）

2014.2.22
インプラントを成功に導く咬合力緩和 青木秀希（国際アパタイト）

第 6 回
世界最先端の歯科用 CSD/CAM の現状 坂　清子（クラレノリタケ）

2014.5.14歯科用 CAD/CAM システムの現状 海老沢義則（ジーシー）
CAD/CAM 時代の到来と新しい修復材料への期待 宮崎　隆（昭和大）

第 7 回
インプラント治療と全身管理 砂田勝久（日本歯科大）

2014.7.3
HA とは何だろう？ 菊池正紀（物質・材料機構）

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（東歯大） 2014.1.25

第 10 回
薬剤除去（DDS）を目的とした新しい骨セメント 大塚　誠（武蔵野大学）

2015.2.22
骨補填材の特徴と症例ごとの使い分け 春日井昇平（東医歯大）

第 11 回
インプラントのための臨床解剖学的知識 高橋常男（神奈川大学）

2015.3.28
インプラント手術のためのトラブル防止法 川奈裕正（慶応義塾大学）

第 12 回
超親水性の表面処理 矢嶋龍彦（埼玉工業大学）

2015.6.21
失敗しない！マイナーボーンクラフトのセオリー 堀内克啓（大阪大学）

第 13 回
CT の読影、なぜシュミレーションによる診断なのか 十河基文（大阪大学）

2015.7.26
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 近藤尚知（岩手医科大学）
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第 14 回
レーザーの基礎と歯科への応用 広田文夫（元日本歯科大）

2015.10.25
レーザーによる骨造成、歯肉炎の処置、ホワイトニングの応用 横瀬敏夫（明海大学）

第 15 回
【リン酸カルシウムを用いた骨再生（in	vivo	試験）】 橋本典也（大阪歯科大）

2015.12.12
【インプラント治療と薬物療法	】 松野智宣（日本歯科大）

第 16 回
【骨再生医療に向けた人工知能応用	】 本田義知（大阪歯科大）

2016.3.12
【インプラントオーバーデンチャー】 前田芳信（大阪大学）

第 17 回
【論文の読み方と書き方の基本】 青木秀希（国際アパタイト）

2016.4.28
【プレゼンテーションと症例発表】 春日井昇平（東医歯大）

第 18 回
生体力学とインプラント + 論文 高久田和夫（東医歯大）

2016.5.22
資料をもとに論文作成 青木秀希（国際アパタイト）

第 19 回 ダイオードレーザーが歯科治療を変える 大原盛勝（バイオデンタル） 2016.6.26
第 20 回 インプラントを成功に導くための確実な外科手術 堀内克啓（大阪大学） 2016.7.24
第 21 回 インプラント周囲炎の全て：病因と予防法、治療法 宗像源博（神奈川歯科大） 2016.10.23

第 22 回 インプラント周囲の軟組織を如何に健康で審美的にマネージ
メントするか 鈴木真名（東京 SJCD） 2016.12.11

認定証取得の資格：本講座は BIS インプラント専門医取得に必須となっています。詳しくはお問い合わせください。
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BIS 認定インプラント専門医制度暫定規定

2015 年 1 月 26 日制定
2015 年 12 月 13 日改定
2016 年 2 月 24 日改定

（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、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。）を認定し、	認定証を交付する。

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

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 認定インプラント専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）	



145 ●

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。	　
　３）教育研修講演会を 5 回以上受講していること。	　
　４）BIS 学術大会に 3 回以上参加していること。	　
　５）BIS 認定指導医 2 名の推薦が得られること。	　
　６）１回以上本学会で発表をしていること。（共同演者としての発表でも可）	
　７）下記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（パ

ノラマエックス線写真など）の提出が必要。	
　　（２）		本学会誌に掲載されていること（共著でも可）。他の学会誌でも可であるが、その可否は委員会で決定

するものとする。
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。

第８条	
１．				BIS 認定専門医は 5 年毎に資格の更新をしなければならない。	更新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 年間に 3 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の資格喪失）

第９条
BIS 認定インプラント専門医は、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．資格を辞退したとき。	
２．本会の会員資格を失ったとき。	
３．BIS 認定専門医の資格の更新を怠ったとき。	
４．第 8 条に規定する更新条件が満たされなかったとき。	
５．認定委員会で専門医・指導医として不適当と認めたとき。

（補則）

第 10 条	
１．本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。	

（附則）	
１．本規定は、2016 年 3 月 14 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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〓学術大会内容〓
　・教育研修講座　「インプラントへの最適荷重とは？」	佐々木	啓一先生
　　　　　　　　　「インプラント療法は誰のため？」	小宮山彌太郎先生
　・シンポジウム　「リン酸オクタカルシウム骨補填材が骨再生を促進するメカニズム」　鈴木　治先生
　　　　　　　　　「炎症と骨再生」　春日井昇平先生
　　　　　　　　　「骨再生の臨床」　高橋　哲先生
　・特別講演　　　「ドラッカーから学ぶ歯科医療」　井上　裕之先生

　・ブレックファーストセミナー　「補綴主導型インプラント治療」　関根　秀志先生
　・ランチョンセミナー　「グラフトレス・ソリューションとしてのストローマン・プロアーチの有用性」	

下尾　嘉昭先生

　・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
　嵌植義歯研究所
　〒 980 － 0014　宮城県仙台市青葉区本町 1 － 2 － 16　	
　Tel：022-262-1101　Fax：022-262-1102
　E-mail：bio2017@icloud.com

第7回学術大会・総会
会期：2017 年３月 11 日（土）、12 日（日）
会場：東北大学片平キャンパス さくらホール
　　　（〒 980-8577	宮城県仙台市青葉区片平 2 丁目 1-1	TEL	022-217-4905）
　　　仙台駅（JR）西口より徒歩約 15 分
懇親会（11 日（土））：東北大学片平キャンパスさくらホール１階ラウンジ

メインテーマ：「For The Patient」
大会長：懸田 明弘（医療法人懸田積仁会 嵌植義歯研究所 理事長）
大会顧問：佐々木 啓一（東北大学大学院歯学研究科長・歯学部長）
実行委員長：小山 重人（東北大学病院歯科院インプラントセンター センター長）

バイオインテグレーション学会
第７回学術大会・総会のお知らせ
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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 2-24-1　芝パークビル A 館１階

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

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

株式会社ガイドデント 東京都渋谷区幡ヶ谷 1-34-14　宝ビル３F

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

株式会社国際アパタイト研究所 東京都千代田区三崎町２丁目 12-9　HUB 神田三崎町ビル２F

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 東京都千代田区丸の内 1-7-12　サピアタワー 16 階

大信貿易株式会社 東京都千代田区西神田 1-3-14　大信貿易ビル６F	

株式会社ハーモニック 大阪府大阪市淀川区東三国１丁目 12-15　辻本ビル７階

株式会社プラトンジャパン 東京都町田市大蔵町 56　鶴川アカデメイアビル

プロクター・アンド・ギャンブル・
ジャパン株式会社

東京都新宿区西新宿 3-20-2　東京オペラシティタワー 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２階

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

ライフジャパン株式会社 東京都立川市錦町 1-14-23
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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

50,000 円（別刷り 100 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．abstract はネイティブチェックを外部に依頼する。有料（文字数による）
７．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，結論を明確に記載する．英文の作製あるいは修正は，ネイティブに実費で依頼す
ることもできる．事務局へ相談すること．

　　　３）Key	words は 3 〜 5words の和文および英文とする．
　　　４）緒言
　　　５）材料と方法（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
　　　　　　　　	Ozawa	S,	Kasugai	 S:	Evaluation	 of	 implant	meterials	（hydroxyapatite,	 glass-ceramics,	

titanium）	in	rat	bone	marrow	stromal	cell	culture,	Biomaterials	17:23-29,	1997.	
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　　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．

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

りは所定の日までに返却のこと．
８．別冊
　　	　別冊希望者は論文表紙に希望部数（50 部単位とする）を朱書し，実費を負担する．
９．その他
　　	　この規定にない事項は、別に編集委員会で決定する．
10．原稿送付先
　　　現行の送付先および問い合わせ先は，下記のとおりとする．
　　　　〒 101-0061　東京都都千代田区三崎町 2-12-9　HUB 神田三崎町ビル 2F
　　　　バイオインテグレーション学会　編集委員会
　　　　電話：03-6272-9978，ファックス：03-6272-9968
　　　　	なお，原稿は電子ファイルにして，DVD に焼いたものを提出する。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 28 年 3 月 12 日に改正し，その日から施行する。
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編　集　後　記

　バイオインテグレーション学会誌の編集委員に任命されてから雑誌発刊に際し，再生医療などの最新医療や医療倫理
のあり方について、医学・歯学・工学・薬学関係のエクスパートの編集委員の先生方と議論を重ねてきました．ここに
ようやく，バイオインテグレーション学会誌第 6 巻が形になって現れました。インプラント関連技術としてのバイオマ
テリアル（生体材料）と再生医療、歯周病，感染症などに関係したトピックス，原著論文や症例報告などが掲載されて
います。これらトピックスについての特別企画を含む教育・解説講演 7 題、原著論文 6 題、臨床・症例報告 9 題、海外
レポート、学会広報などバラエティーに富む内容であります。毎回の委員会では、各自の仕事の後三々五々集まり、弁
当をつつきながら活発な意見を交換し、編集作業に取り組んできました。また、委員会後には懇親をかねたビーアホー
ルで学術的な薀蓄を傾ける楽しい時間もありました。氷結ビールジョッキを傾けながら、青木先生の世界をまたに駆け
た講演会と人脈に関する楽しい話題。現役名医の春日井先生から手術の達人寶田，野間名医との禅問答は、「手術のメス
執刀時における呼吸やいかに？」との問いに対し「静かに入刀しゆっくりと吐きながらメスを引くがごとし」！との即
答！！そのレベルの高さに一同感服しました。この編集委員会における個性あふれる多種多様な先生方との交流は、小
生の楽しみでもあります。来年に向けて更なるインプラント関連学術の向上と本学会の発展を期待しています。

武蔵野大学・薬学部教授　大塚　誠
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　＜編集委員会＞
　　委員長　　春日井　昇平
　　委　員　　今井　守夫、大塚　誠、尾関　和秀、岸本　幸康、杵渕　孝雄、西條　英人、藤森　達也、
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