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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 29 年 12 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

武蔵野大学薬学部・薬学研究所　教授
大塚　誠

　世界で稀に見る高齢化社会を既に実現したわが国では、社会の健全化のために、

健康で経験に富み賢い高齢者を人生の達人としてどのよう社会で活躍していただく

かが、大きな問題となっている。ここで高齢者の健康の根本的な基盤は、「医食同源」

の言葉が示すように「食」にあり、「健康」は「食」を通じて、歯科医療に支えられ

ています。

　一方、近年の歯科医療の発展は、歯科医師の技術の向上だけではなく、関連する

医療機器や医薬品の進歩による寄与が多くあります。パノラマデンタルエックス線

や CT 装置などの診断装置はもとより、麻酔薬や抗生剤などの放出制御製剤の開発、

さらにステンレスやセラミックスやポリマーなどの生体親和性材料の発展も大きく

貢献しています。特に、歯科インプラント医療領域では、20 世紀のチタン金属の発明や手術道具などの進歩で

インプラントの成功率を飛躍的に向上させてきました。近年ではコンピュータの発展と普及により各種医療機器

のデジタル化、カルテの電子化、CAD/CAM や三次元プリンターによる補綴物の三次元設計や製造などその進

歩はめまぐるしいものがあります。歯科医は、これらの最新技術の使いこなし、有効で安心・安全な先端歯科医

療を広く万人に広めることにより、わが国の高齢化現象を健康長寿・幸せな国作りに変えることに貢献すること

が望まれております。

　私自身は、薬学領域の製剤学を専門分野として、歯周病や骨関連薬物送達システムの構築をしておりますが、

歯科医師の皆様と連携し、新しい医療機器、歯科材料や医薬品の開発を目指して楽しくやっていきたいと思いま

す。

　本学会は、口腔歯科領域の臨床家とエンジニアあるいは基礎科学者が寄り添って、お互いに協力して楽しみな

がら歯科医療の発展に貢献しようというユニークな学会です。今年は一般社団法人に格上げされたことから、会

員の皆様と共にますます学術的に格調高く、かつ、好奇心旺盛にして、前向きに前進していきたいと思います。



Preface
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　In Japan, an aging society that has been rare in the world has already been realized. In order to soundly oper-

ate Japanese social system in a future, it is necessary that the healthy elders with experience and wise will be 

working actively in the real society. By the way, the fundamental problem for the health of the elderly is based 

on "Foods" as shown in the ancient proverb "Medicines and Foods are of the same origin.". Therefore, "Health" 

may be indirectly supported by dental care through "Foods".

　On the other hand, the development of dental care in recent years has contributed not only to improving the 

clinical skills of dentists but also by the progress of related medical equipment’s and medicines. The develop-

ment of many medical-related technologies has greatly contributed to current advance of dental care. Their 

technologies are diagnostic devices such as panorama dental X-ray device and X-ray computed tomographic 

device, controlled drug release preparations such as anesthetics and antibiotics, biocompatible materials such 

as stainless steel, ceramics and polymers. Especially in the medical field of dental implants, the invention of 

titanium alloys and surgical tools has dramatically improved the success ratio of implants since the beginning 

of the 21th century.　

　Due to the development and spreading of computer technology in recent years, the progress in medical area 

has been made, such as digitization of various medical equipment’s, digitization of charts and three-dimensional 

design and manufacture of prostheses by computer aided design/computer aided manufacturing.　Dentists 

are expected to establish advanced dental care that is safe and secure with the use of the latest technology, 

and spread it widely to all people, and then, they are expected to make Japan healthy, longevity and a happy 

country. 

　I am belonging in the field of pharmaceutical science, and have been developed periodontal disease and bone 

related drug delivery systems. From now on, we would like to cooperate with dentists and to do fun trying to 

develop new medical equipment, dental materials and medicines.

　The Bio-Integration Society is a unique academic society where clinicians, engineers or basic scientists in 

oral dentistry work closely together to cooperate with each other and contribute to the development of dental 

care while having a lot of fun. Since this year the academic society was upgraded to a general incorporated as-

sociation, I would like to increasingly academic curious, and make positive progress with the society members.
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１．はじめに

　インプラント治療においてインプラント埋入手術は
必須である．また，インプラント治療においてインプ
ラント埋入予定部位に十分な骨が存在しないため，骨
造成を必要とする症例は多い．インプラント埋入手術
や骨造成において，粘膜骨膜の剥離と挙上，さらに骨
の切削がおこなわれる．これらの外科的侵襲に対する
組織の反応として，炎症が惹起される．インプラント
治療において治療内容や術式によって程度の差はある

が，炎症の３徴と言われる発赤，腫脹，痛みを避ける
ことはできない．これらの症状は患者さんにとって辛
いため，種々の抗炎症薬が臨床で用いられている．一
方で，炎症は組織修復に進むために必要な過程である．
近年の炎症に関連する分子生物学的研究によって，炎
症に関連する分子が組織再生過程において極めて重要
な役割を果たしていることが明らかにされている．そ
こで，炎症に関連するシグナル分子と骨再生について
の研究を紹介し，インプラント臨床における炎症のコ
ントロールについて考察する．

Abstract

In dental implant treatments surgeries for placing implants are essential. In addition, there are many cases in 
which bone augmentation procedures are required due to the insufficient bone at the implant placement site. 
Cutting the mucosa and the periosteum, raising them and drilling the bone are the common surgical procedure 
for placing the implant. These surgical procedures induce inflammation at the surgical site. After these surgical 
procedures, redness, swelling and pain, which are called “three signs of inflammation”, are inevitable although 
there are differences in degree depending on surgical procedures. Since these three signs of inflammation suf-
fer the patient, various anti-inflammatory drugs are used clinically. On the other hand, inflammation is a very 
important step for regeneration. In recent years molecular biological studies revealed that the molecules, which 
are related to inflammation, play important roles in bone regeneration. In this article I will introduce the studies 
concerning inflammation-related signal molecules and bone regeneration. Then, I will discuss controlling inflam-
mation in dental implant surgeries.

(J Bio-Integ 7 : 1 - 6, 2017.)
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２．炎症の時間経過とその病理

　外科的侵襲によって炎症が惹起されるが，炎症の
症 状 は「 発 赤（redness）」，「 熱 感（heat）」，「 腫 脹

（swelling）」，「疼痛（pain）」を特徴とし，炎症症状
のこれら４つの特徴は「炎症の４徴候」と呼ばれる．
さらに炎症によって起きる「機能障害」を加えて，「炎
症の５徴候」と呼ばれる．炎症の４徴候はローマ時代
の医学書に既に記載されているが，機能障害は 19 世
紀の著名な病理学者である Rudolf Virchow によって
付け加えられた．
　外科的侵襲が加わると，その付近の血管は一時的に
収縮するが，その後血管は拡張して血管透過性が亢進
する．血液中の液体成分が血管の外に漏出して浮腫を
生じる．この段階を「炎症の第一期」と呼ぶ．その後，
白血球が血管の外へ遊走（extravasation）する．最
初に遊走するのは好中球であり，単球およびリンパ球
が続いて遊走する．この段階を「炎症の第二期」と呼
ぶ．外科的に損傷を受けた部位には肉芽組織の形成と，
血管の新生が起きて，組織の修復がおこなわれる．こ
の段階を「炎症の三期」と呼ぶ．
　炎症は外科的侵襲以外にも，病原体の侵入，化学物
質の刺激，細胞の代謝異常，免疫系の過剰反応によっ
ても惹起される．炎症の原因が継続して存在しない場
合には，通常前記の経過は短期間で終息する．しかし，
炎症の原因が継続して存在する場合には，炎症は終息
せずに継続する．炎症が早期に収まる場合を「急性炎
症」，炎症の症状が長期継続する場合を「慢性炎症」
という．

３．炎症に関わるシグナル分子

　炎症の実験動物モデルを用いた研究によって，炎症
に関わるシグナル分子が明らかにされてきた．初期
の血管透過性亢進に関与する分子として，Histamine
と Bradykinin が あ り，Bradykinin は 発 痛 物 質 で
もある．これに続いて，血管内皮細胞が活性化さ
れ，白血球（好中球）の血管外への移動を媒介する
Adhesion Molecules（ 細 胞 接 着 分 子 ） や Cytokine
や Chemokine が 発 現 す る．Cytokine と は 免 疫 系
の細胞から分泌されるシグナル分子の総称であり，

Cytokine の中で白血球の遊走を促進する分子は特に
Chemokine と呼ばれる．
　次いで，Lipoxins および一部の Prostaglandins は
抗炎症作用を示すシグナル分子であり，これらは白血
球の遊走を抑制し，白血球のアポトーシスおよび炎症
部位からの白血球のクリアランスを促進する．単核細
胞によるアポトーシス細胞の貪食は，Transforming 
Growth Factor 1（TGF-1）などの抗炎症作用を示す
シグナル分子の放出を促進する．
　これらのシグナル分子に加えて，多くのシグナル分
子が炎症の過程で重要な役割を果たしていることが明
らかにされており，それらのシグナル分子を表１に示
した．

４．Prostaglandins（プロタグランディン類）
産生経路と抗炎症剤の作用機序

　細胞膜のリン脂質に酵素の Phospholipase A2（フォ
スフォリパーゼ A2）が作用して，Arachidonic Acid

（アラキドン酸）が産生され，Arachidonic Acid に
酵素の Cyclo-oxigenase（シクロオキシゲナーゼ）が

表１：急性炎症をコントロールするメディエーター
種類 炎症促進 炎症抑制

Amines Histamine, 
Bradykinin

Adrenaline, 
Noradrenaline

Lipid mediators PGE2, PGI2, 
LTB4, LTC4

PGJ2, PGA1/2, 
Lipoxins

Complement C3a, C5a C1q receptor
Cyclic 
nucleotides cGMP cAMP

Adhesion 
molecules

E-selectin, 
P-selectin, 
ICAM1, VCAM1

αvβ3 integrin, 
TSP receptor 
PS receptor

Cytokines TNF, IL-1β, IL-6 TGF-β1, IL-10

Chemokines

IL-8 (CCL8), 
GRO/KC 
MIP1α(CCL3), 
MCP1(CCL2)

Steroid 
hormones Glucocorticoids

ICAM1, Intercellular adhesion molecule 1; LT, Leukotriene; MCP1, 
monocyte chemotactic protein 1; MIPα, macrophage inflammatory 
protein 1a; PG, prostaglandin; PS, phosphatidyl serine; TSP, throm-
bospondin; VCAM, vascular cell adhesion molecule 1
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作用して，Prostaglandins, Throboxanes（トロンボ
キサン）が産生される（図１）．また，Arachidonic 
Acids に酵素の Lipoxigenase（リポキシゲナーゼ）が
作用して Leukotoriens（ロイコトリエン）が産生さ
れる（図１）．様々な異なる Prostaglandins および
Leukotoriens が存在し，それぞれが炎症の場におい
て重要な役割を果たしている．
　抗炎症薬にはステロイド系抗炎症薬と，非ステ
ロイド系抗炎症薬の２種類がある．副腎皮質ホル
モ ン の Cortisol（ コ ル チ ゾ ー ル ） は，Arachidonic 
Acid 合成酵素である Phospholipase A2 を阻害する
Lipocortin の産生を誘導することで，強力な抗炎症作
用を示す（図２）．Prednisolone（プレドニゾロン），
Triamcinolone（トリアムシノロン），Dexamethasone

（デキサメタゾン），Betamethasone（ベタメタゾン）
等の様々な合成のステロイド系抗炎症薬が使用されて
いる．これらのステロイド系抗炎症薬は強力な抗炎症
作用を示す一方で，免疫を抑制し，副腎を萎縮させ，
多くの副作用を起こす．
　 非 ス テ ロ イ ド 系 抗 炎 症 薬（Non-Steroidal Anti-
Inflammatory Drug） は 略 し て，“NSAID” あ る い
は“NSAIDs”とも呼ばれている．非ステロイド系抗
炎症薬は鎮痛作用と解熱作用を示す．Acetylsalicylic 
Acid（アセチルサリチル酸）は，ドイツのバイエル
社によって開発された鎮痛薬であり，その商品名が
Aspirin（アスピリン）である．Aspirin は世界で初め
て合成された薬物であり，非ステロイド系抗炎症薬の
代表的薬物である．Loxoprofen (Loxonin) , Ibuprofen 
(Brufen) , Diclofenac (Voltaren) 等 の 非 ス テ ロ イ ド
系抗炎症薬は，歯科臨床において鎮痛の目的で使用
されている． これらの非ステロイド系抗炎症薬は，
Prostaglandins 合成酵素である Cyclooxigenase を抑
制することによって抗炎症作用を示す（図２）．
　Cyclooxigenase に は，Cycolooxigenase 1 (COX1)
と Cyclooxigenase 2 (COX2) の２種類のアイソザイム
がある．COX-1 は全身の組織に広く分布し，種々の
刺激により誘導されることはなく，常時細胞内に一定
量存在しているので，「構成型 COX」とも呼ばれる．
COX-2 は脳や腎臓など一部の組織で常時発現してい
るが，その他の組織では通常発現が低く，炎症時に発
現が誘導されることから「誘導型 COX」と称される．
近年，COX-1 と異なり，脳内に多く存在する COX-3

図１： 細胞膜のリン脂質から Prostaglandins, Throboxanes, 
Leukotoriens の産生経路

図２： ステロイドと非ステロイド系抗炎症薬（NSAIDs）の炎
症抑制機序

が発見された．COX-3 は，Acetoaminophen に特異
的に阻害され，痛みの知覚に関与すると言われている．

５．COX-2 による骨芽細胞分化と骨形成の制御

　通常の野生型のマウスに比較して，遺伝子改変操
作によって COX-2 の発現を完全に無くしたマウス

（COX-2 ノックアウトマウス）においては，骨髄の間
葉系幹細胞から骨芽細胞への分化が抑制され，そして
骨折の治癒が遅延する 1）．興味深いことに，COX-2ノッ
クアウトマウスから採取した骨髄培養系に PGE2 を添
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加すると，骨芽細胞への分化が回復する 1）．
　アスピリンに代表される従来の非ステロイド性の抗
炎症薬は，COX-1 と COX-2 の両方を抑制する．従来
の非ステロイド性抗炎症薬は，炎症によって誘導され
た COX-2 を抑制することで抗炎症作用を示すが，同
時に COX-1 も抑制する．COX-1 は胃の粘膜維持に重
要な役割を果たしているため，非ステロイド性抗炎症
薬は胃への障害作用を示す．近年，誘導型の COX-2
を選択的に抑制する非ステロイド性の抗炎症薬が開発
された．
　COX-2 を選択的に抑制する非ステロイド性の抗炎
症薬を長期間ラットに投与すると，骨折の治癒が抑制
され，投与を中止すると骨折治癒は回復する 2）．非選
択的 COX 阻害薬も長期投与すると骨折治癒を抑制す
るが，選択的 COC-2 阻害薬に比較して，骨折治癒抑
制効果は低い 2）．また，ラットの骨折モデルにおいて，
骨折部位に COX-2 を遺伝子導入によって強制発現さ
せると，骨折の治癒が促進する 3）．
　これらの研究から，骨芽細胞の分化，骨が損傷を受
けた後の治癒過程において，COX-2 が極めて重要な
役割を果たしていることが示唆される．

６．プロスタグランディンの分解抑制による
組織再生促進効果

　 プ ロ ス タ グ ラ ン デ ィ ン の 分 解 酵 素 で あ る
15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase (15-PGDH)
を抑制すると，組織再生が促進されることが報告され
た 4）．この研究において，15-PGDH を阻害する化合
物 SW033291 が同定され，SW033291 の投与によって
は様々な組織の PGE2 のレベルが上昇する．そして，
SW033291 は結腸および肝臓での組織再生を促進す
る．さらに，15-PGDH の発現を完全に抑制した遺伝
子改変マウス（15-PGDH ノックアウトマウス）にお
いても，組織再生が促進される．したがって，組織中
の PGE2 濃度を上げることによって，組織再生を促進
することが可能である．

７．PGE2 受容体サブタイプと骨折治癒
および骨再生

　PGE2 は細胞膜表面に存在する PGE2 の受容体に結

合して様々な作用を表す．近年，PGE2 の受容体サブ
タイプとして EP1, EP2, EP3, EP4 の 4 種類が同定さ
れ，PGE2 がこれらの受容体に結合した後の細胞内シ
グナル伝達系が，それぞれ異なることが明らかにされ
た．
　野生型の通常の高齢マウスに比較して，PGE2 受容
体サブタイプの EP4 の発現を完全に抑制した高齢の
遺伝子改変マウス（EP4 ノックアウトマウス）の骨量
は減少しており，高齢の EP4 ノックアウトマウスは
骨折を起こすと治癒が抑制される 5）．高齢の EP4 ノッ
クアウトマウスにおいて，骨形成の抑制と骨吸収の促
進が観察されるが，骨形成の抑制は骨芽細胞への分化
抑制によって起きている 5）．
　ラットの大腿骨にドリルで骨欠損を作り，その骨欠
損部の修復を組織学的および放射線学的に検討する方
法は簡便であり，骨再生の研究において多用される実
験モデルである．この実験モデルにおいて，ラットに
骨欠損作製前から EP4 に特異的に結合するアゴニス
ト（ONO-4819.CD）を腹腔に投与すると，この薬物
を投与されていない対照群のラットに比較して，骨欠
損部の骨再生が促進される 6）．EP4 アゴニストを投与
されたラットの骨欠損部において，骨のリモデリング
が亢進し，骨の修復が促進される 6）．
　これらの研究結果から，PGE2 受容体サブタイプの
EP4 が，生理的状態の骨組織の維持と，さらに骨が
損傷を受けた後の修復過程において，極めて重要な役
割を果たしていること示している．

８．Prostaglandin E1および E2 の骨増加作用

　ラットに PGE2 を全身投与すると骨量が増加する
7,8）．卵巣摘出ラットは，女性の閉経後骨粗鬆症の動物
モデルとして良く用いられている．この動物実験モデ
ルにおいて骨量減少が起きるが，PGE2 を投与すると
骨量減少が抑制される 7,8）．
　我々は，生体内で分解する高分子材料の PLGA に
Prostaglandin E1 (PGE1) を混合した棒状の材料を作
製した．そして，ラットの下顎切歯を抜去してその抜
歯窩に，この PGE1 を含む棒状の材料を適用すると，
抜歯窩の治癒が促進され，歯槽骨の肥大化が起きるこ
とを報告した 9）．
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９．術後の炎症のコントロール：ステロイド剤

　上顎洞底挙上術，GBR による骨造成，下顎枝から
の自家骨採取，多数のインプラント埋入手術において
は，広い範囲の粘膜骨膜弁が剥離挙上される．その結
果，術後に手術部に腫脹を生じることが多い．このよ
うに比較的侵襲の大きい手術後に，筆者はプレドニン

（5mg/day）の３日間の投与をおこなっている．プレ
ドニン 5mg/day 相当のコルチゾールは副腎から分泌
されており，プレドニン 20mg/day 以下なら日和見
感染リスクは少ないとされている．自己免疫疾患の患
者には，プレドニン 5mg/day の数カ月間の長期投与
がおこなわれており，プレドニンは胎盤を通過しない．
したがって，プレドニン 5mg/day の３日間の投与は
安全であり，インプラント臨床において術後の腫脹と
痛みを著しく軽減させることができる利点は大きい．

10．術後の炎症のコントロール：冷却

　日本整形外科学会はスポーツ外傷の応急処置とし
て，「RICE 処置」を推奨している 10）．患部の出血や
腫脹や疼痛を防ぐことを目的に患部を安静 (Rest) に
して，氷で冷却（Icing）して，包帯やテーピング
で圧迫（Compression）して，患部を挙上すること

（Elevation）が基本的応急処置である．“Rest”, “Icing”, 
“Compression”, “Elevation”の頭文字を並べて「RICE
処置」と言われている．
　筆者の知る範囲では，我が国においては，インプラ
ント埋入や骨造成に伴う手術後に，手術部位を冷却す
ることは推奨されていない．しかし，歯科インプラン
ト治療に関連する海外の学会，特に米国の学会におい
て，手術後の冷却を積極的におこなうための機器の展
示を見る機会が多い．インプラント埋入手術や骨造成
に伴う手術においても，スポーツ外傷と同様に炎症が
惹起されるので，冷却することで腫れと痛みを低減さ
せると考えられる．術後３日間，冷却材をタオルで包
んで，手術部位を口腔外から冷却することの利点は大
きいと考えられる．手術後の冷却の有効性を否定する
臨床家も多いので，臨床試験をおこなって検討する必
要があると筆者は考えている．

11．まとめ

　炎症はその後に続く再生のための重要なステップで
あり，臨床においては炎症の適切なコントロールが
必要である．PGE は炎症のメディエーターであるが，
骨再生において極めて重要な分子である．
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１．緒　言

　歯科医院経営を取り巻く環境が厳しくなっていると
いう話をよく耳にするようになりました．しかし改め
て見渡してみると，こういった状況は歯科界に限った
ものではなく，日本におけるほとんどの業種が，同じ
ような状況になっています．
　少子高齢化による人口の減少，市場の成熟化，デフ
レスパイラルの深刻化など，中期的に GDP（国内総
生産）の上昇は見込めないと言われています．また，
500 万を超えるといわれているニート，フリーター，
派遣社員の問題，年金問題，増税問題など，国民の可
処分所得は確実に減少しており，預貯金ゼロの家庭は
22％にも上っています．
　このように市場環境は 10 年前とはまったく違うも
のになっており，かつてのような顧客拡大，売上の上
昇による利益拡大，右肩上がりの経済成長を前提とし
たビジネスモデルでは発展するのが難しくなっている
のです．
　右肩上がりの追い風が吹いているときは，テクニッ
クやノウハウを導入すれば収益を伸ばすことができま
した．これまでそういったものを実行することで収益
を伸ばしてきた歯科医院もあるでしょう．しかし，現
代のような環境下では，ビジネスモデルの大幅なイノ

ベーションや，根本的な再構築が必要になります．
　そんな中で近年，最注目されているのが，日本人で
は松下幸之助さん，海外の人としてはピーター・F・
ドラッカー．書店でもこの 2 人の書籍を見ることが増
えました．
　両者に共通しているのは，経営に関する根本的な思
考や価値観について述べていること．
　それも目新しいものではなく，時代に左右されない，
不変的な思考や価値観についてです．
　ノウハウもテクニックも語らないこの 2 人が最注目
されているのは，もう小手先の技では通用しなくなっ
ており，時代を乗り切るには，経営と真摯に向かい合
い合うことが重要であることを多くの人が肌で感じて
いるからなのでしょう．
　私事になりますが，若かりし頃，「地域で世界レベ
ルの医療を」を自身のテーマに利用提供者としてひた
すらにスキルアップをしてきました．しかし，医院が
大きくなるにつれ，それだけでは足りないことに気づ
き，多くの経営学や経営理論を学ぶようになりました．
その中で，その目指す高みに感動し，影響を受けたの
がドラッカーでした．
　しかし，ドラッカーの語る理論は非常に複雑で難解
です．
　また，その理論は企業を中心軸に語られているため
に，そのままでは歯科医院には当てはまらないものも

(J Bio-Integ 7 : 7 - 12, 2017.)
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あります．私自身，自院の経営に落とし込む取り組み
をするなかで，その事を強く実感してきたことです．
　今回，バイオインテグレーション学会において，ド
ラッカーの経営理論を歯科医院に当てはめてたものを
依頼され，当院で試行錯誤をしながら結果を出してき
た経験が，多くの歯科医院経営者のお役に立てばと考
え，講演させて頂きました．

２．歯科医院は何業？

　「歯科医院はサービス業」だという人が時々います
が，それは間違いです．
　もし，院長が歯科医院の仕事をそのように捉えてい
るとしたら，間違えた方向に舵取りをしてしまうかも
しれません．商品やサービスを販売しているモデルは
プロダクツビジネス．コンビニエンスストアから地域
の商店，それから通販まで，私たちに最も身近なビジ
ネスモデルです．商品にサービスが加わったモデルが
サービスビジネス．ホテルや飲食店など一般的にサー
ビス業といわれる職種はこれに分類されます．
　そして，歯科医院は「ヒューマンビジネス」．これ
はそこで働く一人ひとりの知識や技術，そして人間力
が収益になるモデルです．プロダクツビジネスとサー
ビスビジネスは取扱商品ありきのモデル．対応やサー
ビスは商品に付随した付加価値です．このモデルの場
合，商品の品質やグレード，それからどのような付加
価値があるのかが売上を左右します．
　そのため歯科医院をサービス業だと捉えていると，
売上を伸ばすために対応やサービスの強化が必要だと
考えてしまいます．実際，そういった取り組みに力を
入れている歯科医院も少なくありません．そういった
取り組みをすること自体は悪いことではありません．
良い対応は患者さんが安心して医療を受けるのに必要
な要素だからです．ただ，歯科医院経営の本質ではな
いので，そこに力を入れても，売れる歯科医院になる
のは難しいのです．
　ヒューマンビジネスは商品ありきのモデルではあり
ません．患者さん詰めものや被せもの，入れ歯やイン
プラントを購入するために来院しているわけではない
のです．
　このモデルの場合，経営者を含めそこに所属する人
間の技術や知識，人間性や人間力が売上を左右します．

つまり，医療を提供していることに誇りを持ち，医院
の目標をチームで達成するために必要な技術や知識の
習得したり，他のスタッフとより良い関係の構築，仕
事を通して人間力を成長させ，自己実現をすることな
どにヤル気や喜びを感じる組織を作ると，その結果と
して売上が伸びるモデルなのです．また，このような
組織を持つことは，より高いレベルの医療や安心の医
療を患者さんに提供することにもつながるので，医院
も，スタッフも，患者さんも幸せにすることになるの
です．歯科医院経営者の仕事は？
　優れたスタッフの働きで，患者様との関係が良好に
なったり，自費の契約が決まったり，クレームが減っ
たといった経験は，歯科医院経営者なら誰もが持って
いるでしょう．逆に優れたスタッフが退職したために
正反対の体験をしたことがある方もいるかもしれませ
ん．
　このように優れた人材は組織にとってまさに「宝」
なのですが，もし，そういった人材が入ってくるのを
待っているとしたら強い組織を作ることはできませ
ん．そうではなく，強い組織を持つには，既存のスタッ
フが優れた人材に育つ方法を考えるべきなのです．
　では，優れたスタッフを育てるにはどうすればいい
のでしょうか？
　近年，スタッフの意識やスキルを高めるための研修
やセミナーが歯科医院経営者の人気を集めています．
確かにこういったものにスタッフを参加させることも
大切ですが，参加さえさせておけば優れたスタッフが
育つと考えているとしたら，それは間違いです．

３．人は環境に影響を受ける生き物

　セミナーや研修室というひとつの空間に閉じ込めら
れ，今まで聴いたことが無いような内容に触れ，ヤル
気になっている人たちに囲まれていると，その雰囲気
でヤル気になります．
　研修に行って一週間くらいは，そのモチベーション
が続くでしょうが，いつもの環境で働きはじめれると
元にもどってしまうからです．そしてモチベーション
が下がると，せっかく学んだ内容も実践しなくなるの
が一般的．これではいつまでたっても人は育ちません．
　優れた人材を育てる方法はシンプルで，モチベー
ションに溢れた職場環境にすること．研修やセミナー
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は意識を変える場ではなく，あくまで必要なスキルを
学びにいくところに過ぎないのです．そしてこのモチ
ベーションの高い職場環境を作るのは，誰もでもない
歯科医院経営者の仕事です．優れたスタッフが入って
くれば，職場環境が良くなるのに…などとは考えては
いけないのです．ここから導き出される答えは，歯科
医師の仕事は患者さんに治療を提供することですが，
歯科医院経営者の仕事は，職場環境を整え，そこに所
属することでモチベーションが高まるような組織を作
ることであるということ．歯科医院経営者はプレー
ヤーとマネージャーの両方の仕事をしなければいけな
いのです．ドラッカーって？
　強い組織を作るのに欠かせないのがマネジメント．
　このマネジメントの発明者と呼ばれているのが，
ピーター・ファーディナンド・ドラッカー（1909 年
11 月 19 日 - 2005 年 11 月 11 日）です．
　オーストリア，ウィーン生まれで，フランクフルト
大学を卒業後，経済記者，論説委員として活躍してい
ましたが，1933 年にナチス・ドイツの不興を買うこ
とを承知で論文を発表してロンドンへ移住．マーチャ
ントバンクでアナリストをつとめたのち，37 年にア
メリカへ．ニューヨーク大学教授などを経て，71 年，
ロサンゼルス近郊のクレアモント大学院大学教授に就
任し，以降この地で著作とコンサルティング活動を行
いました．
　「民営化」「ベンチマーキング」「コアコンピタンス」
をはじめ，マネジメントスキルのほとんどを生み育て
た功績から，現代経済学，あるいはマネジメントの発
明者と呼ばれています．
　しかし，ドラッカー自身は，自らのことを「社会生
態学者」と名乗っていました．
　彼のもっとも基本的な関心は「ヒトはどうすれば幸
福になるか」でした．大きく見ると，人間は「個人と
してのヒト」と「社会（組織）の中のヒト」の二つに
規定できます．ドラッカーは，後者の立場から，「人
が幸福になる方法」を研究したのです．社会的存在と
してのヒトは何かしらの「組織」に属しています．こ
のヒトが所属をする組織の中で幸福になる方法を研究
した結果，「マネジメント」を考察しました．マネジ
メントは日本語で「管理」なので，マネジメントと聞
くと，組織を管理する無機質でドライな方法論をイ
メージする人が多いのですが，ドラッカーのネジメン

ト論はそういったものではありません．
　個人が幸福になるのは，組織を幸福にすればよく，
そのためには社会を幸福にすればいい．そうやって，
個人，組織，社会を幸福で繋げ，ひとつの大きな有機
体のようにすればいいという，非常に人間味の溢れる
ウェットなものなのです．どこかにストレスのかかる
構造は，どんな分野であれ真の力を発揮することはで
きませんし，長続きさせることもできません．
　ドラッカーの掲げる，全部が喜びに溢れるモデルは
どこにもストレスがいない優れた理論として世界中の
経営者に指示され，多くの企業が彼の理論に基づいた
組織作りをしているのです．

４．組織を持とう

　本書を読まれている方の中にも，既に研修やセミ
ナーなどに参加して詳しくドラッカーについて学んだ
ことがある方もいらっしゃるかもしれません．
　例えば，経営に関するものであれば，「ドラッカー
5 つの質問」などが有名です．
　このドラッカー 5 つの質問は，1990 年代にドラッ
カーによって開発されたもので，組織とその活動全体
を自己評価するための手法です．非常にシンプルであ
りながら，とても奥深く，ドラッカーの全経営思想の
真髄と評価されているものです．
　１．われわれのミッションは何か？
　２．われわれの顧客は誰か？
　３．顧客にとっての価値は何か？
　４．われわれにとっての成果は何か？
　５．われわれの計画は何か？
　この 5 つの問いに答えることで，組織活動を自己評
価することができます．また，5 つの質問を考えてい
くことで，自らの組織がなすべきことを明らかにし，
それに向かって正しく活動を進めることもできます．
つまり，この 5 つの質問は，既に行っている活動の評
価をすることもできれば，事業の方向性や活動を決定
していくことにも使える優れものなのです．
　しかし，残念ですが，ほとんどの歯科医院にドラッ
カーの 5 つの質問は不要でしょう．
　何故なら，歯科医院の多くは「組織」というものを
持っていないからです．
　例えば，多くの歯科医院では，資格と勤続年数で序
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列を決めています．どんなに優れていても歯科助手が
衛生士の上のポジションになることはなく，そして同
じ資格を持っていれば，勤続年数が長いほうが上位に
なります．これが組織と呼べるでしょうか？世の中に
は，資格や勤続年数と役職が完全に連動しているなど
という組織はありません．何の資格も持たない人間が，
一級建築士や危険物取扱者などの国家資格を持った人
の上司になっていたり，勤続年数が浅い人が，古株よ
り先に管理職になるというのはよくあること．何故な
ら，資格を持っているのと，人を管理したり，モチベー
ションと高める能力は，まったく関係が無いものだか
ら．それに，勤続年数と管理能力も比例するものでは
ないからです．
　マネジメント論とは，組織があることを前提として
います．だから，学んだマネジメント論を活かすには，
歯科医院経営者はまずは組織を作るところから始める
べきなのです．

５．ミッションとは？

　石を積み職人と旅人の話をご存知でしょうか？
　昔々，ある街を歩いていた旅人が，道端で一生懸命，
石を積んでいる職人に出会い，「あなたは何をしてい
るのですか」と質問しました．すると，その職人は「見
ればわかるだろう，石を積んでいるのだ」と答えまし
た．旅人は，もう少し歩いて，同じように石を積んで
いる別の職人に同じ質問をしてみました．すると，そ
の職人は「教会を造っているのです」と答えました．
旅人は，また別の職人に同じ質問をしました．すると
その職人は「人々の平安や希望，そえに勇気を造って
いるんだ」と答えました．3 人の職人は同じことをし
ていましたが，一人目はそれを単なる作業として捉え，
二人目は仕事の全体図を把握していて，三人目は自分
のやっている仕事が世の中にもたらす変化（価値）を
理解していたのです．
　この三人の中で，仕事に対するモチベーションが一
番高いのは誰だと思いますか？
　当然，三人目の職人ですね．続いて，二人目の職人，
そして，一人目の職人が一番モチベーションは低いの
です．さて，ドラッカー 5 つの質問のひとつめは，『わ
れわれのミッションは何か？』でした．ドラッカーは，

「組織はすべて，人と社会をより良いものにするため

に存在する．すなわちミッションがある．目的があり，
存在理由がある」と言っていますが，まさにミッショ
ンとは組織が存在する目的であり理由なのです．
　この組織が存在する目的や理由を，別の言葉で現す
なら「組織が社会に提供する価値」であり，「組織が
社会に問う価値」です．これを内部に浸透させると，
三人目の職人のように高いモチベーションのスタッフ
を育てることができます．それに，ミッションを外部
に打ち出せば，地域の人々に自院がどんな医院なのか
を知ってもらうことができます．また，ミッションは
地域の人々との約束でもあります．この約束を実行し
続けることで，医院はブランド化されていきます．そ
れから，ミッションは経営判断をするときの軸にもな
ります．どこを目指し，何を行い，何を行わないかな
ど，日々，行わなければいけない様々な決断や判断の
基準となるのです．このようにミッションは，経営全
般に様々な影響を与えるもので，これ無くしては経営
が成り立たないというものなのです．

６．ミッションを作るポイント

　実は，ドラッカー５つの質問には，それぞれ，いく
つかの追加質問があり，それを考えることでより深い
気づきが得られるようになっています．
　『われわれのミッションは何か？』の追加質問は，
次のようなものです．
 • われわれの組織の存在理由は何か？
 • 今行っていることはなぜ行っているのか？
 • 要するに，われわれは何をもって憶えられたいのか？
　存在理由とは，社会の一部として，どのような役割
を果たそうとしているのかということ．
　どんな医療を提供したいのか．または医療を提供す
ることで，どんな問題を無くしたいのか．どんな喜び
を提供したいのか．もしくは，問題を無くしたり，喜
びを増やすことで，どんな価値を作っていこうとして
いるのかなどです．これがミッションであり，現在，
行っていることの意味であり，地域の人々に覚えて欲
しいことになります．
　ミッションは日本語で「使命」という意味ですが，
理念と聞いたほうが，どのようなものかイメージしや
すいかもしれません．ミッションや理念は，解説する
人によって若干定義が違っていますが，根本的には同
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じものだと考えて問題は無いと考えていいでしょう．
　さて，このミッションを作る際のポイントは 3 つ．
ひとつめは，全体で作ること．次に，カッコいい言葉
に捉われないこと．そして，最初から完成したものに
こだわらないことです．
　多くの組織で，ミッションが単なる評語になってし
まっているのは，経営者から押し付けられたものだか
ら．どんなに素晴らしいミッションでも，一方的に押
し付けられると心に響かなくて当然です．それに，カッ
コいい言葉でまとめることにこだわっていると，耳障
りはよくても府に落ちず，共感できないものになって
しまうことが多いのです．また，経営というものは，
様々なことを経験する中で気づき，成長します．その
結果，ミッションを変化させてもいいのです．最初か
ら生涯使い続けられる完成品を作らなければいけない
と考えていると，難しく考えすぎてしまって，いつま
でも作ることができなくなります．
　ミッションは，一度決定したら二度と変更できない
なんて決まりは無いのですから，，「気づきがあれば途
中で変更してもいいんだ」と考えて作るくらいでいい
のです．

７．情熱と本気について

　ラポールを形成すれば，更に強くミッションや目的
の共有ができるようになります．モチベーションを高
める基本は褒めることにあり，ラポールを形成した上
でそれを行えば，スタッフは自発的に動き始めるよう
になるでしょう．
　「プロフェッショナルの条件」の中に，こんな件が
あります．
　『優先順位の決定については，いくつかの重要な原
則がある．しかしそれらの原則はすべて，分析ではな
く勇気に関わるものである．すなわち第一に，過去で
はなく未来を選ぶことである．第二に，問題ではなく
機会に焦点を当てることである．第三に，横並びでは
なく自らの方向性をもつことである．第四に，無難で
容易なものではなく，変革をもたらすものに照準を合
わせることである』
　これは成果を出すための「優先順位決定の法則」に
ついて述べられたものですが，優先順位をつけるとき
だけでなく，行動を起こすために必要な視点でもある

と私は考えています．
　やるべき事は明確になりました．後は，ドラッカー
が言っているように，先生自身が勇気を持って実践す
るかどうかです．
　これまでと違う取り組みをすることは，誰にとって
も怖いこと．失敗をするかもしれないし，これまで無
かった問題が起こってくるかもしれないのですから．
　それでも，勇気を持って実行することが重要です．
行動を起こして変化するか，起こさずに現状に甘んじ
るか．経営にはその二者選択しかないからです．

　日本には「画竜点睛を欠く」というコトワザがあり
ます．ご存知のように，どんなによく出来たものでも，
肝心なところが欠けていれば完全とはならない様のこ
と．
　やるべき事は明確になりました．それを実行し，成
果を出すための「竜の睛」は，先生の本気と情熱です．
　急に精神論になったと思われるかもしれませんが，
本当に良い組織は方法論だけでは作ることはできませ
ん．そこに経営者の本気と情熱があってこそ，それに
当てられ，ほだされて，人の心が纏まり，本当に良い
組織にすることができるのです．
　是非，医院に携わる全ての人を幸せにできる組織を
作ることに本気になり，情熱を持って実行し，幸福な
経営をしていきましょう．

８．まとめ

　私自身，18 年ほど前から，理想の歯科医院を作る
ことに興味を持ち，世界中の経営に関するプログラム
を受講しました．ドラッカーについても，書籍を読む
だけでなく，専門のコースをいくつも受講したもので
す．
　ドラッカーの教えは，非常に本質的で，それまで多
くの経営学を学んできた私に，多くの驚きと感動を与
えてくれました．しかし，今だから告白しますが，当
時の私は，知識を得たことに喜びを感じているだけで，
その理論を実際の経営には落とし込みきることはでき
ていなかったのです．ドラッカーの理論は素晴らしい．
彼の示しているような組織を作りたい．でも実現でき
ない．そんなことに長い間，矛盾とジレンマを感じて
いたのです．そんな中，私の経営する医院で，患者さ



● 12

バイオインテグレーション学会誌　第７巻 J Bio-Integ 7 : 7 - 12, 2017.

んに世界規準の満足と安全を提供するためと，スタッ
フに人間性の向上させるために，ISO を取得する取り
組みをすることになりました．
　現在，いのうえ歯科医院では，品質管理，顧客ニー
ズに応えるための規格である ISO9001（品質マネジ
メントシステム）と，環境負荷低減の ISO14001（環
境マネジメントシステム）を取得しています．正直，
ISO の規準というハードルを越えることは，困難の連
続でした．学ばなければいけないこと，やらなければ
いけない業務があまりにもたくさんあり，私も含め，
スタッフに徹夜を強いることもありました．しかし，
この ISO の取得をする取り組みの中で，私はドラッ
カーに再会したのです．皆さんも感じていることだと
思いますが，医療機関と一般企業では，異なる点が多
くあります．そのため，企業と組織について述べられ
たドラッカーの理論を自院に落とし込むことができて
いなかったのですが，ISO を取得するために，医院の
様々な規準やシステムを構築することは，そのままド
ラッカーのマネジメントを医院で実現することでも
あったのです．
　私は現在，一年の半分は医院を離れ，自分のやりた
いことに投資をしています．歯科医師を始めて二十数
年．周りを見渡すと，同じ年代の歯科医院経営者の中
には，将来に対する不安を抱えている人が少なくあり
ません．年齢を重ね，視力や集中力が落ちてくる中で，
自分が最前線に立たなければ動かない組織を抱え，こ
れから 10 年，20 年と，どこまで満足の行く治療がで
きるのか，そして，どこまで引っ張っていけるのかに
大きな不安を抱え始めているのです．人生をかけ，多
くの人をステキな笑顔にしてきた結果がこれでは寂し
すぎます．
　世の中を見てください．年齢を重ねるほど，知識や
経験が増やし，その能力を発揮して，益々，活き活き
と活躍している経営者がどれほど多いことか．70 代，
80 代でも経営を楽しんでいる人はたくさんいます．
年齢による体の変化や体力の衰えと共に，地域への貢
献ができなくなったり，経営者が不安を持つ経営なん
てナンセンスです．
　歯科医院経営が変わらなければいけない現代におい
て，本書にかかれたことを実行する個で，これからの
時代を生き残り，発展するだけでなく，先生が生涯，
楽しく，活き活きと仕事をし，先生に携わる全ての人

を幸福にできる経営をしていただければ，こんなに嬉
しいことはありません．
　最後になりますが，この投稿が会員の皆様に少しで
お役にたつことを願います．

文　献

「マネジメント　基本と原則」エッセンシャル版
「マネジメント」
「プロフェッショナルの条件」
「ネクスト・ソサイティ」
「ドラッカー名言集」
「勉強しろ！と言わずに子どもの学力を伸ばす法」
「わが子のやる気スイッチを入れる」
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１．変化するインプラント治療のコンセプト

　インプラント治療の臨床応用の歴史は長く，さまざ
まなタイプのインプラントシステムが開発されてき
た．多くはインプラント体の周囲に繊維性組織が存在
するインプラントであったが，イエテボリ大学のブ
ローネマルク教授によるオッセオインテグレーション
の発見により 1），インプラント体表面に骨が直接接触
する状態を成立させるインプラントシステムが広く応
用されることとなった．それに伴い，インプラント治
療の成功の基準が刷新された 2）．
　オッセオインテグレーションの獲得には，埋入され
たインプラント体に十分な初期固定が得られた状態か

ら，一定の免荷期間を設け，インプラント体の微小動
揺を 150µm 以下に抑えることが求められた．初期の
オッセオインテグレーテッドインプラントの表面は機
械加工であり，オッセオインテグレーションの獲得に
は骨質が良好で十分な初期固定が得らることが強く望
まれた．したがって，インプラント体の長径は可能な
限り長いものを選択し，骨量を確保できる部位にイン
プラント体を埋入して，それに併せて上部構造を製作
する外科処置を優先する治療方法が定着した．
　しかしながら，トロント会議で示されたインプラン
ト治療の成功の基準には「患者と歯科医師の両者が満
足する機能的および審美的な上部構造」がインプラン
トに支持されていることとされており，患者のニーヅ
を取り入れ，さまざまな症例に対して機能的かつ審美

Abstract

As digitization is advancing rapidly in everyday life, the speed of digitalization is also drastically accelerating 
in dental care. Development and clinical application of digital technology related to implant treatment are also 
rapidly progressing. From the viewpoint of jawbone oriented implant treatment reconsideration of stabilizing 
the implant body in the jawbone, prosthetic oriented implant treatment has been recommended for a long time. 
After that, the concept of treatment is changing to treatment according to requires of the patient using interdis-
ciplinary treatment. Though there are many reports on the good long-term results after implant treatment, the 
importance of oral function has been once again re-recognized in Japan, which advances an unexampled super 
aged society. Sufficient care is required for dealing with the elderly to which the implant treatment is applied.

(J Bio-Integ 7 : 13 - 20, 2017.)
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的な咬合の回復を優先する補綴主導型 3）へ治療概念
が変化した（図１）．そこには，インプラント治療に
関わる診療技術の向上として，術前の画像診断法の
確立が大きく関わっていたと考えられる．すなわち，
CT による画像診断の普及と診断用ガイドプレートを
用いた治療計画立案の流れが確立され，補綴装置の製
作に適切な硬組織の存在を確認することが可能とな
り，治療結果を予測することが容易になったことが，
患者の満足を高めることに益している．さらに，それ
ぞれの治療がどのような結果をもたらすのかを客観的
に比較できる科学的根拠の蓄積が基盤となり，インプ
ラント治療の適用は，無歯顎から少数歯欠損，単歯欠
損へと広がった．特に，下顎無歯顎に対して２本のイ
ンプラントで支持するオーバーデンチャーが補綴治療
の第一選択となることが示され 4），機能性，患者満足
度のみならず，経済性，治療時間などの評価項目につ
いても総合的な治療個かが高いことが確認された 5）．
2006 年にまとめられた AO コンセンサス 6）では，イ
ンプラント治療が天然歯支持型補綴装置と比較して有
意な差がないことなどが指摘され，インプラント治療
の普及の一因となった．
　インプラント治療結果に対する要望はさらに高ま
り，欠損部に回復した上部構造が残存組織と調和した，
高度な審美性の回復が求められることとなった．この
ような高い要求に対し，硬組織・軟組織の管理を含む
あらゆる手段を検討して治療を行う学際的アプローチ
が実施されるようになり，補綴装置周囲の軟組織に依
存した治療へと変化することとなった．（図２）
　抜歯に伴い失われた硬・軟組織を回復してインプラ
ント治療を可能にすることに加え，上部構造にとって
理想的な位置へのインプラント体埋入を可能として，
高い審美性と機能性の回復を求める手法が開発され
た．それらの処置は，治療効果が高いことに対して，
治療期間が長期化すること，外科的侵襲が大きくなる
ことなどの欠点を伴うものであった．さらに，増生し
た硬組織の長期的安定性に関する調査が 7）が実施さ
れ，既存骨に対する治療の効果について客観的な評価
が進んでいる．また，粗面表面のインプラント体を使
用し，骨質を考慮した埋入窩形成を行うことにより長
径が短いインプラント体の成績がより長いインプラン
ト体の成績に遜色ないこと 8）が明らかとなり，手術
侵襲を最小限に抑える治療を選択することの裏づけと

なっている．
　以上のように，インプラント治療に関わる材料の発
展と技術の開発により，治療は画一的なものではなく
なり，さまざまな治療オプションを選択することが可
能となった．それぞれの治療オプションの結果につい
ての科学的根拠は，まだ乏しい現状であるが，患者の
要望に沿った治療計画が立案されることが望まれる．

図 2：インプラント治療概念の変遷

図 1：インプラント治療の進化と成功の基準の変遷
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２．外科用ガイドプレートの変化

　補綴主導型インプラント治療では，欠損部を中心と
した局所の診察に伴い，咬合再構成の最終目標を想定
した補綴学的診断が行われる．すなわち，咬合器に適
切に装着された研究用模型上で診断用ワックスアップ
を行い，それを基に作製された診断用ガイドプレート
を用いた X 線撮影により，インプラント体の埋入位
置と方向，インプラント体の本数とサイズを決定する
手法である（図３，４）．一般歯科医療における画像診
断法に則り，インプラント治療においても，画像検査

により多くの所見を得ることができ，治療法に反映さ
れる．口腔周囲の全体的評価のためには，パノラマ X
線画像はきわめて有効であり，埋入部位の骨質と骨量
の把握には CT 画像が必須である．画像診断により，
インプラント体埋入位置のみならず，インプラント体
の形状・埋入術式について，さらに付加的処置の必要
性についても術前に検討することが可能となった．
　この補綴主導型の診断法において，導入当初は X
線フィルムをライトボックス上でトレースし，X 線
画像の拡大率を勘案しながらインプラント体の選択
を行った．パノラマ画像はもとより２次元で表示さ
れるが，CT 画像についても３次元構築された画像か
ら１～２mm 間隔でクロスセクショナル画像を出力
し，主に２次元での評価が行われた．クロスセクショ
ナル画像では，顎骨の内部構造を確認できることか
ら，皮質骨の厚みと海綿骨の骨梁構造を診断材料とし
て，骨質の評価を行った．ここで用いられていたのは，
Lekholm と Zarb の分類であり 9），おおよその見当で
手術に臨み，最終評価は術中の骨切削感で術者が主観
的に行っていた．
　また，インプラント体埋入手術に際しては，X 線撮
影に応用した診断用ガイドプレートを外科用ガイドプ
レートへ改造し，インプラント体埋入位置と方向の大
まかな指標として用いていた（図５）．
　CT の普及に伴い，画像検査システムのデジタル化
が進み，エックス線フィルムによる画像診断から，コ
ンピューター上でインプラント体埋入をシミュレー図 3：補綴主導の治療計画

図 4：初期型診断用ガイドを用いた画像診断 図 5：エックス線造影性材料の利用
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ションすることができるソフトが開発され，デジタル
化されたコンピューター支援治療が広がった．コン
ピューター上でのシミュレーションは治療計画の立案
のみならず，患者への説明用のツールとしても有用で
ある．手術に伴うリスクの把握と対策について，十分
な患者の理解を得ることがインフォームドコンセント
の基となることから，シミュレーションソフトの使用
は急速に広まった（図６，７）．
　加えて，シミュレーションにより決定したインプラ
ント体の埋入の位置と方向を規制する外科用ガイドプ
レートをCAD/CAMで製作することが可能となった．
CAD/CAM 外科用ガイドプレートの利用により，上

記した診断用ガイドプレートを改造した外科用ガイド
プレートによる手術と比較して，インプラント体埋入
手術の精度は高まり，安全性の向上とインプラント体
埋入位置不正による不具合を大きく減少させることと
なった．開発当初は，インプラント体埋入窩形成に使
用するツイストドリルの直径ごとのガイドプレートが
用いられた．その後，ガイデッドサージェリー専用の
外科器具が開発され，１つのガイドプレートで，複数
の直径のツイストドリルを使用することが可能となっ
た．また，インプラント体埋入窩の水平的な位置と形
成方向のみを規制できるガイドプレートから，形成深
度を規制することができるガイドシステムが開発さ
れ，ガイドプレートを介してインプラント体を埋入す
るシステムも考案された．ガイドプレートを介してイ
ンプラント体埋入を行う場合には，そのガイドプレー
トを利用して術前にインプラント体の埋入位置が再現
された作業用模型を製作することが可能であり，即時
付荷術式を採用した際の暫間補綴装置の準備に大きく
役立っている．
　CAD/CAM 外科用ガイドプレートの臨床応用に
伴って，ガイドプレートの精度に関する調査が行われ
るようになった．そのような調査から，術前のシミュ
レーションによるインプラント体の位置と，実際に埋
入されたインプラント体の位置のずれが生じることが
明らかとなった．ずれの大きさは報告により異なるが，
おおよそ起始点で１～２mm，インプラント体先端で
１～３mm，角度では７度ほどのずれが報告されてい
る 10）．
　このようなずれを生じる原因として，第一にガイド
プレートの支持様式が挙げられる．外科用ガイドプ
レートの支持様式には，粘膜支持，歯支持，骨支持と
その複合がある．粘膜支持では，粘膜の被圧変位がガ
イドプレートの位置に影響を及ぼす．エックス線撮影
時の診断用ガイドプレートの位置と正確に同じ位置に
外科用ガイドプレートを設置することが求められるほ
か，手術中に外科用ガイドプレートが動揺しないこと
が望まれる．そのため，多くの粘膜支持型ガイドプ
レートでは，ガイドプレートの固定を顎骨に求めるシ
ステムが使用されている．ガイドプレートの固定につ
いては，手術中に取り外しが可能かどうかについても
手術操作への影響は大きい．インプラント体埋入窩を
形成・拡大していく過程で，ガイドプレートを一度外

図 6：コンピューター支援治療

図 7：シミュレーションとガイデッドサージェリー
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して形成状態を目視で確認する必要がある場合，ガイ
ドプレートの取り外しが容易であることが望まれる．
また，取り外しのたびごとに，正確に同じ位置に復位
することが重要となる．次に，ガイドプレートの適合
性が埋入位置のずれの原因と考えられる．シミュレー
ションソフトのデータを基にした外科用ガイドプレー
トは，開発当初より光造形あるいは CAD/CAM で加
工された．加工の基となるデータは CT データであり，
CT データの信頼性あるいは誤差が，ガイドプレート
に反映されて，埋入されたインプラント体の位置のず
れを生じさせる一因となったと考えられる．特に，残
存歯に金属修復物が装着されている場合，CT 画像上
に修復物金属の障害陰影を生じることから，歯冠形態
が極めて不正確になる．そのため，歯支持のガイドプ
レートの適合性が低く，インプラント体の埋入位置の
ずれに現れることとなった．その後，診断用ワック
スアップを行った研究用模型をスキャンしたデータ
と，CT データを重ね合わせる技術が開発され，歯支
持ガイドプレートの適合性は飛躍的に向上し，臨床応
用されている．さらに，ガイドドリルのチューブの長
さ，チューブの直径とドリル直径との差すなわちガイ
ドチューブの遊びの大きさがインプラント体埋入位置
のずれにチューブの長さが短い場合，かさねてチュー
ブとドリルの遊びが大きい場合には，形成が不正確に
なる．また，顎骨の骨質が形成過程の深度によって変
化することから，硬い骨質の部位から軟らかい骨質の
部位へ形成中のドリルが流される現象が指摘されてい
る．チューブとドリルの遊びが少ない場合，両者間に
大きな摩擦を生じ，術者が形成中に骨質を把握するた
めの情報のひとつである顎骨の切削感が損なわれ，顎
骨内部の構造の把握が困難になる．加えて，インプラ
ント体埋入時に摩擦を生じた場合には初期固定の把握
に影響を与える可能性がある．ガイドプレートを介し
たインプラント体埋入窩形成では，注水による顎骨の
冷却が損なわれ，骨火傷などの顎骨への障害を引き起
こす可能性が高くなるほか，臼歯部領域への適応では
開口量が不足し，ドリル操作が不可能となる場合があ
る．外科用ガイドプレートの使用に当たっては，術前
の口腔内作業環境の把握と確保が重要である．
　以上のように，CAD/CAM 外科用ガイドプレート
を使用しても，シミュレーションとまったく一致した
インプラント体埋入は不可能であり，一定の誤差を許

容できるよう安全領域を確保した埋入シミュレーショ
ンが必須である（図８）．
　CAD/CAM 技術は急速な発展を遂げ，歯科治療技
術に大きな変化をもたらしている．歯の欠損に対し
て，スキャンデータ上で歯冠をデザイニングする技術
を応用し，診断用ワックスアップを行わずに補綴主導
型治療を実施する治療の流れが実施可能となった．上
記した診断用ワックスアップから診断用ガイドプレー
トを製作する流れと異なり，欠損歯列の研究用模型を
スキャンしたデータ上で，理想と考えられる歯冠形態
をデザイニングし，そのデータを CT データと重ね合
わせることにより，インプラント体埋入位置の決定を
行う方法である．口腔内スキャナーを用いた光学印象
が可能な場合，研究用模型のための印象採得，模型作
製から模型のスキャンというステップを省くことが可
能となっている．

図 8：外科用ガイド適用時の注意点

３．超高齢社会に対応する変化

　本邦では 65 歳以上の人口が総人口に対して占める
割合が 2007 年に 21％を超え，超高齢社会となった．
その傾向はとどまらず，最新のデータでは 27.7％にお
よんでいる．3500 万人を超える高齢者のうち，約 400
万人が要介護状態であり，200 万人が認知症状を有す
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るとされている．一般に高齢となるにつれ，自立度が
低下し，手段的日常生活動作に支障をきたす頻度が高
まることから，咀嚼して食事を摂ること，適正な口腔
衛生管理を行うことが困難となる．
　高齢者に対するインプラント治療の成績は，成人と
ほぼ変わらないことが報告されている．治療効果が高
いことを鑑みるならば，インプラント治療の適用が有
効である場合が存在すると考えられる．ここで，高齢
者に対するインプラント治療の利点として
① オッセオインテグレーションにより安定した咬合支

持を求めることができる
② 必要に応じてパーツを交換し，異なった目的で支台

として利用できる
③ 補綴装置が安定することで口腔ならびに全身に関連

した QOL を向上できる．
④ 機能的な付加を周囲骨に伝えてリモデリングを促進

し，顎骨を維持できる．
とされている一方，高齢者に対するインプラント治療
の欠点として
① プラークの付着しやすい部分が露出して清掃が困難

になる場合がある
② インプラント体が口腔内に突出して周囲組織に障害

を与える場合がある
③ インプラント体周囲に炎症と骨吸収が生じ，外科的

な方法での撤去が必要となる場合がある
④ 全身状態や服薬との関連から，感染源であってもイ

ンプラントを撤去できない場合がある
ことが指摘されている．そのため，高齢者のための上
部構造のデザインとして
① 上部構造がクラウンの場合には，プラットフォーム

ではなくアバットメント上にマージンを設定する．
② 上部構造がブリッジの場合には，ポンティック部は

顎堤からの距離を与えて自浄性のある形態とする．
③ 上部構造が可撤性ブリッジあるいはオーバーデン

チャーの場合には，インプラント体から支台装置へ
の立ち上がり部をゆるやかにし，全周にわたって清
掃しやすい形態とする

ことが推奨されている 8）．
　認知症高齢者の生活自立度の判定にはいくつか
の方法が著されているが，Functional Assessment 
Staging: FAST 11）では，７段階あるステージの内，
ステージ３を軽度の認知機能低下の境界状態と規定し

ている（図９）．いわゆる軽度な認知機能の低下が認
められる Mild Congnitive Impairment: MCI の状態と
判断される．臨床症状としては，昔から知っている者
の名前が出てきにくい，最近の出来事を忘れることが
ある，約束を忘れるなどとされている（図 10）．この
ような状態では，介助者を伴い歯科外来を受診するこ
とが可能である．このような時期に介助者がケアしや
すいシンプルな口腔環境を整えることが効果的である
と考えられる．要介護状態において，固定性インプラ
ントブリッジの清掃・口腔衛生管理は容易ではないこ
とから，インプラントオーバーデンチャーへの改変が
検討される．要介護状態におけるインプラントオー
バーデンチャーの利点として
① 咀嚼機能を維持しつつ口腔ケアが容易
② 口腔周囲の不随意運動がある場合にも義歯の動きを

防止できる
③ 接触機能の改善を目的とした舌接触補助床としても

活用できる
などが挙げられることから，オーバーデンチャーへの
移行は有用であると考えられる（図 11）．固定性イン
プラント補綴を計画する際には，このようなオーバー
デンチャーへの以降の可能性を検討し，そのような改
変をしやすい，改変に必要となる負担を可能な限り少
なくする配慮が求められる．
　一方，オーバーデンチャーへの移行には，少なから
ず歯科診療を要することから，MCI と判断される時
期に積極的な歯科的介入が効果的であると考えられ
る．患者本人とその家族に対し，適切な時期に積極的
な歯科的介入を行うことの必要性を十分に説明し，理
解を得ることが重要である．
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図 9： 認知症高齢者の生活自立度（Functional Assessment 
Staging: FAST）

図 10： 軽度認知障害（Mild Cognitive Impairment: MCI）の
臨床症状

図 11：要介護における Implant Overdenture: IOD の利点
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抄　録

　日常生活において急速にデジタル化が進むごとく，歯科医療
においてもデジタル化のスピードは速まるばかりである．イン
プラント治療に関わるデジタル技術の開発・臨床応用も日進月
歩である．顎骨内にインプラント体を安定させることを最優先
と考えた顎骨主導型インプラント治療の反省から，補綴装置主
導の治療が推奨されて久しい．その後，学際的な治療を駆使し
た，患者の要望に沿った治療へと治療概念が変化している．
　インプラント治療の良好な長期経過に関する多数の報告があ
る一方，他に類のない超高齢社会を進む本邦において，口腔機
能の重要性があらためて再認識されている．インプラント治療
が適用された高齢者への対応には，十分な配慮が求められる． 
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Abstract

This review summarizes the mechanism inducing osteoconductive property of synthetic octacalcium phosphate 
(OCP) bone substitute materials we developed. OCP is known as an intermediate phase in hydroxyapatite (HA) 
formation from supersaturated solution with respect to HA. OCP has also been advocated to be a precursor to 
bone apatite crystals although there is a still controversy as to whether OCP is involved in bone mineralization. 
When synthetic OCP was placed onto mouse calvaria, the crystals in newly bone tissue were directly bond to the 
surface of OCP crystals, indicating that OCP is an osteoconductive material. In vitro studies showed that OCP 
can enhance osteoblastic cell differentiation and osteoclast formation from bone marrow cells in the presence of 
osteoblasts. OCP acquires not only its moldability by combining with natural polymers, such as collagen, gelatin, 
alginate and hyaluronic acid, but also increases its osteoconductivity in the form of the composite. Such OCP-
based materials could be candidate as bone substitute materials to fill various bone defects.

Key words: リン酸八（オクタ）カルシウム, 骨再生， 生体内吸収性
                octacalcium phosphate, bone regeneration, biodegradability

(J Bio-Integ 7 : 21 - 26, 2017.)

１．緒　言

　整形外科および口腔外科をはじめ外傷や疾病により
失われた骨欠損を再生するため古くより種々の人工材
料が開発され，臨床への適用が検討されてきた．セラ

ミックス材料の中でハイドロキシアパタイト（HA）
1,2），ガラスセラミックス 3,4）は骨と直接に結合できる
骨伝導材料として見いだされ，自家骨を代替する骨補
填材として臨床応用されてきた．さらに，より骨伝導
を高めた材料として HA の未焼成ナノ結晶がコラー
ゲン基質材料に分散された HA/Collagen 複合体が開
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発された 5）．一方，β-リン酸三カルシウム（β-TCP）
は生体内吸収性を示す材料として，非吸収性に分類さ
れる焼結 HA とは異なる生体内挙動を示す材料とし
て開発され臨床で用いられてきた 6）．私達はリン酸八

（オクタ）カルシウム（OCP）が HA の前駆体である
ことに着目し，合成 OCP が骨伝導を示す材料である
ことを確認して以来 7），OCP の骨補填材としての応
用ならびに骨伝導のメカニズムの解明に取り組んでき
た．本稿では OCP の骨伝導発現のメカニズムおよび
骨補填材としての性質について纏めてみたい．

２．OCP 骨補填材開発の経緯

１）OCPが骨伝導を示すことを確認した最初の実験
　OCP は水溶液中の HA 形成の前駆体のひとつであ
ることから 8,9），骨および歯の形成における生体アパ
タイト結晶の前駆体である可能性が提案された 10）．
私達はもし骨形成の場に合成の OCP を導入したら
OCP が骨形成におけるミネラル形成の核（前駆体）
として働き骨形成を促進するのではないかとの仮説を
考え，マウス頭蓋冠上に埋入した顆粒状 OCP の骨形
成について，未焼成 HA の顆粒を比較に用いて確認
する研究を行った 7）．この研究から，１）OCP は生
体内でアパタイト構造に転換する傾向があること，２）
OCP は HA より早期に骨形成を生じさせること，ま
た，３）OCP の初期骨形成の部位の透過型電子顕微
鏡観察による超微形態が膜性骨形成の初期に見られる
非コラーゲン性タンパク質が石灰化物周辺に集積した
bone nodule 様構造 11）と類似していたことから，天
然骨形成を模倣して骨形成を促進している可能性が示
唆された 7,12）．このように OCP は骨形成に促進的に
作用することが示唆されたことから，以降は骨補填材
の開発並びに OCP の骨伝導の発現メカニズムを研究
した．

２）OCP骨補填材の開発
　OCP の組成式は Ca8H2(PO4)6･5H2O であり，結晶水
を含んでいる 8）．そのため HA やβ-TCP のように単
一相として焼結・成型できない．そこで賦形性を付与
するため種々の生体由来高分子あるいは天然高分子と
の複合化をはかり，コラーゲン 13），ゼラチン 14），ア
ルギン酸 15），ヒアルロン酸 16）との複合体の骨形成能

について検討した．表１はこれまでに共同研究者らと
開発してきた生体由来あるいは天然高分子と OCP の
複合体である．どの天然高分子と組み合わせるかによ
りこれら高分子材料の性質に依存した異なった骨伝導
を有する OCP 複合体が得られる可能性を期待した．
ブタ皮膚由来のコラーゲンおよびコラーゲンの変性産
物であるとゼラチンの再構成基質材料は細胞接着ドメ
インを保存している 17,18）．一方，アルギン酸とヒアル
ロン酸は細胞非接着性基質材料となるが OCP に形態
賦形性や注入可能な操作性を与える 15,16）．

表１：OCP と生体由来あるいは天然高分子との複合体
OCP 複合体 略名 材料の形態と特徴

OCP/Collagen 13,34） OCP/Col スポンジ，OCP 顆粒
との混合タイプ

OCP/Gelatin 14,38） OCP/Gel
スポンジ，OCP 析出
タイプあるいは顆粒
との混合タイプ

OCP/Alginate 15） OCP/Alg スポンジ，OCP 析出
タイプ

OCP/Hyaluronic 
acid 16） OCP/HyA 流動体，OCP 顆粒と

の混合タイプ

３．OCP の骨伝導の特徴

　OCP を顆粒状に成型して骨欠損に埋入すると骨伝
導を示すが，その特徴として骨芽細胞による骨形成の
促進と破骨細胞様細胞による材料の吸収があげられ
る 19）．図１はラット頭蓋冠臨界径骨欠損へ OCP 顆粒
を埋入し８週間経過後の脱灰標本による組織像であ
る 20）．OCP 顆粒周囲に新生骨が形成され，また多核
巨細胞により OCP 顆粒が吸収を受けている．いくつ
かの動物モデルの検討から多核巨細胞は酒石酸耐性酸
性フォスファターゼ（TRAP）陽性の破骨細胞様細胞
であることが明らかとなっている 19）．また OCP の溶
解性に関連して結晶周囲へマクロファージが遊走さ
れる傾向があり，この性質が OCP 周囲で観察される
破骨細胞様細胞の出現に関連することが示唆された
21）．OCP は結晶構造が HA と類似しており，構造の
単位は HA の１／２格子からなるアパタイト層とリ
ン酸カルシウムが水和した水和層と呼ばれる層が互い
に積層した構造をとることが知られている 8）．そこで
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OCP と HA の骨伝導能の比較を行うことを考えた 22）．
しかしながら，HA は非化学量論組成をとり得る幅広
い組成を示すだけでなく粒子形態も調整方法により変
化することから 23），OCP の真の対照になると考えら
れる OCP から転換して形成された HA（粒子形態が
OCP と類似し Ca 含有が理論量よりも低い OCP の加
水分解産物：Ca 欠損 HA）を用いて骨形成を比較した．
その結果 OCP は OCP 由来 Ca 欠損 HA を含むいくつ
かの HA と比較してより早い骨形成を促す材料であ
ることがわかった 7,19,22,24）．

性型ビタミン D3 の非存在下で破骨細胞形成を促進す
ることがわかった 26）．
　OCP の生体内埋入で認められる OCP から HA への
進行的な結晶構造の転換が培養環境下でも観察された
22）．生理的環境下における OCP-HA 転換では，Ca お
よびリン酸のイオンの出入りや 24），アルブミン吸着
親和性を連続的に変化させる他 27），OCP が骨形成に
関連するとの報告があるアポリポ E タンパク質 28,29）

等をラット血清中から集積し得る 30）. これらの実験的
証拠に基づき，OCP は HA へ加水分解して転換する
過程で，OCP 周囲の生体環境と多様に相互作用する
ことで骨伝導を発現していると考えられた．図２は
OCP の骨伝導発現メカニズムの概念図である．

図１： ラット頭蓋冠臨界径骨欠損（9㎜径）に OCP 顆粒（300-
500µm 径）を埋入後，8 週後の脱灰標本によるヘマ
ト キ シ リ ン・ エ オ ジ ン 染 色 像．Bar=100µm．ACS 
Publications から許可を得て，Kobayashi K et al. ACS 
Appl Mater Interfaces 6: 22602 − 22611 (2014), Fig.5(f) 
20）を一部改変して転載引用．

４．OCP の細胞応答性と骨伝導発現メカニズム

　OCP の骨伝導がどのように発現するのか材料と細
胞の相互作用を調べるため培養系を開発し細胞応答性
を解析した 22,25,26）．OCP と HA の粉体を培養皿にコー
ティングして，その上でマウス骨髄由来間質 ST-2 細
胞を培養し，細胞増殖および骨芽細胞への分化を調
べた 22,25）．OCP は用量依存的に ST-2 細胞の骨芽細胞
への分化マーカーであるアルカリフォスファターゼ

（ALP），osterix，type I collagen の mRNA 発現を増
大させた 25）．また，OCP は骨芽細胞の共存下，骨髄
由来細胞（破骨細胞前駆細胞を含む細胞）から破骨細
胞の形成を促進した 26）．OCP は破骨細胞形成促進因
子である RANKL の骨芽細胞における発現を増大さ
せる機能を有していた 26）．骨芽細胞の RANKL 発現
は活性型ビタミン D3 により増大されるが，OCP は活

５．骨補填材としての性質

　表１に示したように生体由来あるいは天然高分子と
の OCP 複 合 体 は OCP/Collagen（OCP/Col），OCP/
Gelatin（OCP/Gel） お よ び OCP/Alginate（OCP/
Alg）はスポンジ状であり 31），OCP/Hyaluronic acid

（HyA）は流動性を持つ複合体である 16）．

１）OCP/Col 複合体
　OCP/Col はブタ皮膚由来アテロコラーゲンと OCP
顆粒との複合体である 13）．ラット頭蓋冠臨界径骨欠
損への埋入試験により OCP 顆粒単体よりも高い骨再

図２： OCP による骨伝導発現のメカニズム．OCP は生理的環
境下で Ca 欠損 HA に進行的に転換する過程で生じる物
理化学的変化を通じ，骨芽細胞分化および破骨細胞形成
を促進する．
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生を示すこと 13），OCP 含有量に依存してより高い骨
再生が得られること 32），ラット骨髄由来間葉系幹細
胞（MSC）と複合化することで，OCP/Col 単独と比
較してより短い期間で骨再生が得られることが示され
ている 33）．また，臨床研究により上顎骨嚢胞摘出後
の骨欠損部へ OCP/Col を埋入後 12 カ月まで観察した
ところ，経時的に徐々に CT によるレントゲン不透過
性が増大することが確認された 34）．OCP/Col は口腔
外科領域において企業主導治験に至っている．

２）OCP/Gel 複合体
　Gel は Col が変性して分子鎖の三次元的構造がほど
けた状態にあり，Col と同様に細胞接着部位を保存し
ている 17,18）．架橋により生体内吸収性の調節や成長
因子の担体として機能することが報告されている 35）．
Gel 共存下で OCP を共沈殿させた OCP/Gel の成型体
をラット頭蓋冠臨界径骨欠損へ埋入すると，高い生
体内吸収性と吸収に追随する骨再生が確認された 14）．
また，同様の骨欠損（ラット頭蓋冠臨界径骨欠損）へ
の埋入にて配向性の高い新生骨基質が再生すること
36），家兎脛骨骨欠損への埋入で天然骨と同等の強度（押
し込み荷重値）を持つ新生骨が再生されることが確認
されている 37）．また，OCP 顆粒との複合体において
も家兎脛骨骨欠損への埋入で材料の高い生体内吸収性
が確認されている 38）．
　図３に OCP/Col および OCP/Gel によるラットおよ
び家兎骨欠損モデルを用いて検討した骨再生を示す X
線像を示す．

３）OCP/Alg 複合体およびOCP/HyA複合体
　細胞接着モチーフを有しない Alg 共存下で OCP を
共沈殿させた OCP/Alg の成型体をマウス頭蓋冠臨
界径骨欠損へ埋入すると OCP 用量依存的に高い骨再
生が得られる 15）．また，in vitro でマウス骨髄由来間
質 ST-2 細胞の接着性が OCP 含有により促進される
ことが明らかとなっている．一方，注入可能な性状
を獲得するために HyA 製剤と OCP 顆粒の複合体を
調整した．マウス頭蓋冠上での注入モデル実験にお
いて OCP 単独よりも複合化することでより高い骨形
成が得られた 16）．HyA との複合化により OCP の破
骨細胞様細胞による吸収が影響を受けることが示唆
された．In vitro においてマクロファージ様細胞から

RANKL 添加にて破骨細胞を誘導させる系において，
HyA の存在が破骨細胞の形成に影響を及ぼすことが
示された．In vivo において，HyA が OCP 自体の破
骨細胞様細胞の形成に影響を与え，結果として骨形成
に促進的に作用する可能性が示唆された 16）．

６．結　言

　これまでの私達の研究から OCP の in vivo におけ
る骨伝導は in vitro で確認された骨芽細胞の分化促進
と破骨細胞様細胞の形成促進が働くことにより発現し
ていることが示唆された．OCP を基材とする骨補填
材は生体内吸収性を示すだけでなく骨再生を促進して
いると考えられることから，様々な骨欠損へ応用が期
待される．一方，いまだ自家骨が第一選択となってい

図３： OCP と生体由来高分子との複合体による骨再生を示
す X 線像．（a），（b）ラット頭蓋冠臨界径骨欠損（9㎜
径）に OCP/Collagen（OCP/Col）ディスク（9㎜径，
1㎜厚）を埋入後，12 週後の軟 X 線像．Bar=4mm．
Mary Ann Liebert, Inc. から許可を得て，Kawai T et 
al. Tissue Eng Part A 15: 23-32 (2009), Fig.1 32）を一部
改変して転載引用．（c），（d）家兎脛骨規格化骨欠損に
OCP/Gelatin（OCP/Gel）ディスク（6㎜径，7㎜高さ）
を埋入後，8 週後の µCT 像．Willey Periodicals, Inc. か
ら許可を得て，Chiba S et al. J Biomed Mater Res Part 
A:104A:2833–2842 (2016), Fig.3 37）を一部改変して転載
引用．
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ることから，さらなる生体材料学的検討によりさらに
高い骨再生能を示す OCP 骨補填材の開発を目指した
いと考えている．
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抄　録

　私達は骨アパタイト結晶の前駆体のひとつに位置づけられる
リン酸八（オクタ）カルシウム（OCP）が骨形成に促進的に
作用するのではないかとの仮説を立て，人工合成の OCP を基
盤材料とする OCP 骨補填材を開発してきた．OCP はハイドロ
キシアパタイト（HA）やβ-リン酸三カルシウム（β-TCP）と
比肩し得る高い骨伝導を示す．OCP は in vitro でマウス骨髄
由来間質細胞から骨芽細胞への分化を促進し，また骨芽細胞の
共存下で骨髄由来細胞から破骨細胞の形成を促進する．これら
のバイオアクティブな性質は，生理的環境下に置かれた OCP
が HA へ経時的に転換する際に生じる物理化学的な変化が周
囲成分と多様に相互作用することで誘導されると考えられる．
OCP は，コラーゲン，ゼラチン，アルギン酸，ヒアルロン酸
など生体由来あるいは天然高分子と複合化することで賦形性の
ある骨補填材となり得る．本稿では筆者らがこれまでに明らか
にした OCP 骨補填材が骨再生を促進するメカニズムについて
纏めてみたい．
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Abstract

    Implant  therapy  has  become  a  common  treatment  standard  of  partial  and  total  edentulism  during  
the  past  quarter-century.  In  clinical  examination,  Multi  Detector-row  Computed  Tomography  or  Corn  
Beam  Computed  Tomography  is  generally  used  to  identify  anatomical  features  of  patient  jaws  that  
needs  implant  therapy.  However,  some  problems  should  be  considered  such  as  radiation  exposure  and  
impossible  of  real-time  display.  Optical  Coherence  Tomography  (OCT)  is  a  real-time  display  technique,  
which  is  characterized  by  no  contact,  no  invasion  and  no  radiation  exposure  to  realize  images.  The  aim  
of  this  study  was  to  investigate  the  potential  for  real-time  display  of  OCT  to  image  implant  sockets.  
To  exclude  the  influence  of  blood  in  sockets  and  obtain  clean  images,  a  prototype  glass  probe  was  
produced.  Firstly,  the  glass  probe  and  OCT  were  tested  their  ability  to  take  images  of  thin  bone  us-
ing  human  dry  skull.  Secondly  we  applied  them  to  explore  implant  socket  that  was  prepared  in  use  
of  crestal  approach  sinus  lifting.  As  a  result,  real-time  images  of  thin  bone  in  human  dry  skull  were  
acquired  with  the  glass  probe  and  OCT.  In  addition,  we  identified  the  bottom  of  an  implant  socket  
through  the  glass  probe,  in  the  case  of  crestal  approach  for  sinus  augmentation.  However,  images  were  
not  adequately  acquired,  when  remaining  teeth  or  surrounding  bone  obstructed  the  correct  positioning  
of  OCT  apparatus.  In  order  to  expand  indications,  more  improvements  of  OCT  attachment  should  be  
needed.

Key words : Optical Coherence Tomography (OCT),  glass probe,  real-time
(J Bio-Integ 7 : 27 - 31, 2017.)
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１．緒　言

　近年，インプラント治療は歯を喪失した患者におけ
る治療のスタンダードとなってきている．インプラン
ト治療が進展する中で，患者の知識普及や認識向上に
伴い，いっそうの安心・安全がインプラント治療に求
められている．インプラント治療に付随する多くのリ
スクの中で，埋入手術時における解剖学的構造の損傷
は治療の成否につながるものであり，細心の注意が求
められる．とくに上顎洞粘膜の穿孔 1）や下顎管の損傷 2）

は重篤な問題に繫がることがあり，慎重な検査が不可
欠である．これらのインプラント予定部位の解剖学的
形態の把握には通常 MDCT や CBCT による放射線学
的診査が用いられているが，被ばくの問題やリアルタ
イムによる撮影ができないなどの問題が伴っている．
　光干渉断層画像（Optical Coherence Tomography，
以下 OCT）診断法はリアルタイムでの撮影に加え，
無侵襲，無被ばくの診断法 3）であり，インプラント
治療に大きく利すると考えられる．
　OCT とは，近赤外線を用いて光源から出た光を２
つの経路に分け，一方を対象物，もう一方をミラーで
反射させ，双方から反射した光を再び 1 つにし，干渉
の強さを利用して断面の情報を取得する画像診断法で
ある（図 1）．
　先行研究において，我々は OCT がポケット内残留
セメントの検出に有用であることの報告を行っている
が，今回は OCT のインプラント手術への応用の可能
性として，リアルタイムでの解剖学的な形態把握の有
効性を検討した．

２．材料と方法

　OCT 撮影装置として，歯科用光干渉断層撮影装置
（（株）吉田製作所製）を使用した（図 2）．また，先
行研究から血液中のヘモグロビンが近赤外線の透過を
妨げて OCT の撮影に影響することが明らかになった
ため，インプラント埋入窩からの血液排除を目的とし
たガラス製プローブ（直径 3.5mm，長さ 5mm ならび
に 10mm）を作製し，埋入窩の撮影に用いた．

1）�乾燥頭蓋骨を用いたOCT装置の撮像状態の検証
　硬組織に対する OCT 装置の撮像状態を確認するた
めに，乾燥頭蓋骨の菲薄部の厚径を測定した後に，同
部の OCT 撮影を直接的に行った（図 3）．さらに，同
部位（図 4）ならびに抜歯窩（図 5）にガラス製プロー
ブを置いて OCT 撮影を行った．

2）�OCT 装置によるインプラント埋入窩の撮像状態
の確認

　インプラント手術時の埋入窩の撮像状態を確認する
ため，サイナスリフト クレスタルアプローチ法を併
用してインプラント埋入手術を行う患者に対して，ガ
ラス製プローブを応用した OCT 撮影を試みた．本症
例は，上顎右側臼歯部欠損を有する 73 歳女性であり，
上顎右側第一大臼歯部の切削器具による埋入窩形成後
ならびにサイナスリフト後にガラス製プローブを応用
して OCT 撮影を施行した（図 6，7）．
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　本研究は，東京医科歯科大学歯学部倫理審査委員会
の承認を得ており，被験者に同意を得た上で行った（承
認番号 D2015 − 507）．

３．結　果

1）乾燥頭蓋骨の撮影
　（1）菲薄部の直接的な撮影
　　 　骨の厚径は 0.5mm であり，骨上縁，骨下縁と

もに OCT 装置により撮像が可能であった（図 8）．

　（2）菲薄部のガラス製プローブを使用した撮影
　　 　元来平坦な骨表面に画像上で段差が生じてお

り，ガラス製プローブ留置相当部が周辺より凹ん
だ状態の像が得られた．しかし，同部の上縁，下
縁の把握は可能であった（図 9）．

　（3）抜歯窩のガラス製プローブを使用した撮影
　　 　8mm × 8mm の撮像範囲内に抜歯窩底部の骨

がガラス製プローブ直下に認められた．また，抜
歯窩側壁の骨は上下が反転して撮像された（図
10）．
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2）インプラント埋入窩の撮影
　サイナスリフトの前後双方でガラス製プローブ直下
に埋入窩底部の骨が認められた（図 11，12）．サイナ
スリフト前の撮影では，埋入窩側壁の骨が撮像範囲外
に位置したため画像上に埋入窩側壁は写らなかった．
サイナスリフト後の画像では埋入窩側壁の骨が上下反
転して撮像された．

４．考　察

　OCT による残留セメントの検出は 2.5mm 未満の
厚さの歯肉で可能であると報告されており 4），また
OCT によるう蝕の診断において，歯冠咬合面の撮像
深さはおよそ 2mm であると報告されている 5）．した
がって，歯肉や歯質を通して OCT を応用する場合に
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は臨床的に十分な有効性があると考えられる．今回の
研究において，歯肉や歯質と比較して光透過性に劣る
骨でも 0.5mm 厚径程度であれば OCT で撮像するこ
とが可能であることが明らかとなり，OCT の骨への
応用も有効であると考えられる．
　今回，インプラント埋入窩底部ならびに，より深度
の OCT 撮影をするために，貯留血液排除を目的とし
てガラス製プローブを試作した．ガラス製プローブを
応用した骨菲薄部での撮影において，画像に現わされ
た段差は屈折率の違いにより生じたと考えられる．屈
折率は空気が 1.0 に対し，ガラスは 1.4 から 2.1 であり，
両媒体を透過する光の速度の差が画像に現われたと考
えられる．したがって，ガラス製プローブを応用した
OCT の撮影は画像の認識を慎重に行わなければなら
ないものの骨を十分確認できることが理解された．
　インプラント埋入窩のガラス製プローブを応用し
た OCT 撮影では，窩底部の骨の撮影が可能であった．
これは，ガラス製プローブによる血液排除が行われた
ことを示すものであり，同プローブの有用性が確認さ
れた．
　乾燥頭蓋骨の抜歯窩側壁およびインプラント手術時
の埋入窩側壁の一部が上下反転した画像として示され
たが，これは焦点範囲と実体との距離の差に起因する
ものであり，OCT の原理に基づく特有の画像である
と考えられる．上下反転した画像は解釈を難しくさせ
るため，撮影機材の改良と画像解釈の簡易化が今後の
課題である．

５．結　論

　ガラス製プローブを応用することにより，リアルタ
イムでの OCT 撮影によるインプラント埋入窩底部の
骨の把握は可能であった．OCT プローブの干渉に伴
う撮影手技の困難さや焦点範囲に基づく，一部画像領
域の反転などの問題もあり，更なる機材の改良が必要
と考えられる．
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Abstract

Various studies have been conducted on regenerative medicine, by which iPS cells are differentiated to produce 
tissues and organs to be transplanted into the injured sites of patients. Results obtained with mouse ES cells are 
likely to be applied to studies on iPS and ES cell differentiation cultures. Mouse MEF (Mouse Fibroblast Feeder) 
cells are utilized as feeder cells. Since ES cells are derived from the reproductive organs, such as the uterus and 
fallopian tube, MEF cells should be applied as feeder cells to ES cell differentiation culture. Therefore, uterus- 
and fallopian tube-derived feeder cells were prepared to examine the cardiomyocyte differentiation of ES cells. 
EL M3 and ES-R1-EGFP B2/EGFP cells were uterus- and fallopian tube-derived cells, respectively. They showed 
higher cardiomyocyte differentiation rates than the control MEF cells, whereas other fallopian tube-derived cells 
showed lower rates, suggesting the contamination of heterogeneous cells. Thus, the uterus- and fallopian tube-
derived cells also served as feeder cells, some of which were more suitable for cardiomyocyte differentiation than 
commercially - available feeder cells, MEF cells.

Key Words: feeder cells, cell differentiation, EL-M3 cells, ES-R1-EGFP B2/EGFP cells, uterus
(J Bio-Integ 7 : 33 - 37, 2017.)

1. Introduction

The main theme of regenerative medicine in the 21st 
century is the establishment of culture techniques 
for iPS 1,2) and embryonic stem cells 3,4). If these cells 
can be differentiated into organs and tissues of in-
terest to be transplanted into patients, the lives of 
many patients can be saved, with an improved qual-
ity of life. However, large amounts of basic data on 

differentiation cultures are needed to differentiate 
human-derived iPS or ES cells into complex tissues 
and organs. In addition, the use of human-derived 
cells poses ethical problems. Therefore, data obtained 
with mouse-derived cell cultures are generally uti-
lized as reference data on the differentiation cultures 
of human-derived iPS and ES cells. Furthermore, the 
same cell culture techniques are applied to iPS cells 
as to ES cells. Mouse-derived ES cells allow studies 
on state-of-the-art cell differentiation cultures. The re-
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sults thus obtained provide important reference data 
for human-derived cells, and are likely to obviate un-
necessary experiments.
    For iPS and ES cells, feeder cells are common-
ly employed unless special cells or media are used. 
Currently, various mouse-derived MEF cells (Mouse 
Fibroblast Feeder Cells, Lot.20161222, ReproCELL 
Inc, Yokohama, Japan) are available. For example, 
ES cells may have some intercellular communication 
with cells derived from reproductive organs, such as 
the uterus and fallopian tube. Thus, feeder cells may 
have more significant effects on the differentiation 
cultures of ES cells than MEF cells derived from un-
related connective tissues.
    Thus, feeder cells were prepared from the mouse 
uterus- and fallopian tube-derived cells to compare 
their abilities to differentiate ES cells into cardiomyo-
cytes with that of commercially available MEF cells.

2. Materials and Methods

1)��Preparation�of�feeder�layers�of�mouse�uter-
us-�and�fallopian�tube-derived�cells

Uterus and fallopian tube tissues collected from 
11-week-old DBA/2NCrlCrlj mice were fragmented. 
These fragments were treated with a 0.25% Trypsin/
EDTA solution (GIBCO®, Life Technologies Corp., NY, 
USA) for 20 minutes, followed by centrifugation in a 
PBS (-) solution (Wako Pure Chemical Industries, Ltd., 
Osaka, Japan). Subsequently, 1 mL of the supernatant 
was placed in 10 culture flasks (25 mL, Iwaki®, AGC 
Techno Glass Co., Ltd., Shizuoka, Japan), to which 5 
mL of DMEM (GIBCO®) supplemented with 10% FBS 
(HyCloneTM, GE Healthcare Life Sciences, UT, USA) 
was added as culture medium, followed by culturing 
for one week in the CO2 incubator (Espec, Osaka, Ja-
pan). After culturing, the cells were observed with an 
inverted phase contrast microscope (IX-70, Olympus 
Corp., Tokyo, Japan) to select four flasks with the 
proliferation and colonization of cells adhered to the 
flask bottom (Fig.1). The cells were detached with 
a 0.25% Trypsin/EDTA solution and centrifuged for 

subculture in fresh culture medium. Nearly conflu-
ent cells on the flask bottom after 14 days of culture 
were further subcultured. In each flask, uterus- and 
fallopian tube-derived cells were designated as A, B, 
C and D, respectively (Fig.2). The cells were plated 
in 12-well dishes (Iwaki®), and, 24 hours later, treated 
with mitomycin C (Nacalai Tesque, Inc., Kobe, Japan) 
for 2 hours to prepare feeder cells.

Fig.1:  The inverted phase contrast microscopic images of cells 
that started to grow at the bottom of the four flasks 
(A～D).

        A:uterus-derived cells    No.1
        B:uterus-derived cells    No.２
        C:fallopian tube- derived cells    No.1
        D:fallopian tube- derived cells    No.２

 50µm

Fig.2:  Four inverted phase contrast microscopic images of the 
cells after 14 days of culture (A～D)．

        A:uterus-derived cells    No.1
        B:uterus-derived cells    No.２
        C:fallopian tube- derived cells    No.1
        D:fallopian tube- derived cells    No.２

 50µm
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2)��Preparation�of�EBs�(embryo�bodies)�using�
two�kinds�of�ES�cells

EL M3 and ES-R1-EGFP B2/EGFP cells (Fig.3), which 
require mouse-derived ES cells as feeder cells for cell 
culture, were cultured in suspension using DMEM 
(GIBCO®) supplemented with heat-inactivated 20% 
FBS (HyCloneTM), 1% Non-Essential Amino Acids 
(NAA, Invitrogen, CA, USA), β-mercaptoethanol (In-
vitrogen), L-glutamine, and penicillin/streptomycin  
(Invitrogen) for 3 days on the back of a dish lid with 
a diameter of 10 cm, generating small cell masses. In 
addition, EBs (Embryoid Bodies) were prepared by 
statically culturing the cell masses for 2 days with 
fresh culture medium in a bacterial culture dish (Iwa-
ki®), untreated for cell adhesion.

medium for ES cells, followed by culturing for 1 hour. 
EBs were placed in each well and cultured for 7 days 
in the CO2 incubator (Espec).
    After culturing, cardiomyocyte differentiation 
rates were calculated from the percentages of cells 
with myocardial pulsation of the total number of the 
wells using an inverted phase contrast microscope. In 
addition, ALP activity (Alkaline Phosphatase Staining 
Kit, StemTAGTM, Cell Biolabs, Inc. CA, USA) 5) was 
determined.

Fig.3: Two type of ES cells 
        (Left:EL-M3 cells, Right:ES-R1-EGFP B2/EGFP cells)

 100µm

3)�EB�cell�differentiation�culture
Five kinds of feeder cells, including control MEF cells 
(Fig.4), were added to 5 mL of DMEM (GIBCO®) sup-
plemented with 10% FBS (HyCloneTM),. Subsequently, 
0.25 mL each of gelatin solution (Specialty Media, Mil-
liporeSigma, MA, USA) was added in a 24-well dish 
(Iwaki®), followed by culturing for 2 hours in the CO2 

incubator (Espec). The gelatin solution was removed 
with a pipette, and 0.25 mL of a feeder cell suspen-
sion was added for culturing for 24 hours in an incu-
bator (Espec). After confirming the spreading of the 
feeder cells on the bottom surfaces of each well using 
an inverted phase contrast microscope, the culture 
mediums in each well were replaced by a culture 

            Fig.4: MEF cells

50µm

3. Results

The cardiomyocyte differentiation rates of EL-M3 
and ES-R1-EGFP B2/EGFP cells with various feeder 
cells are shown in Figure 5 (EL M3 cells: 63% for 
the control MEF cells, 71% for uterus-derived A cells, 
63% for B cells, 73% for fallopian tube-derived C cells, 
and 39% for D cells; ES-R1-EGFP B2/EGFP cells: 55% 
for the control MEF cells, 58% for A cells, 46% for B 
cells, 60% for C cells, and 44% for D cells). The results 
of ALP activity are shown in Figure 6. None showed 
ALP activity after culturing. None showed any differ-
ence from the negative control.



● 36

バイオインテグレーション学会誌　第７巻 J Bio-Integ 7 : 33 - 37, 2017.

4. Discussion

The cardiomyocyte differentiation rates of the two 
kinds of ES cells were higher with uterus-derived A 
and fallopian tube-derived C cells than the control 
MEF cells. However, the cardiomyocyte differentia-
tion rate was low with fallopian tube-derived D cells 
and slightly lower with uterus-derived B cells. The 
fallopian tube-derived D cells were observed with 
an inverted phase contrast microscope, showing the 

presence of many small cells. Many slightly hetero-
morphic cells may have served as feeder cells to in-
fluence the cardiomyocyte differentiation of ES cells. 
Of the two kinds of ES cells, ES-R1-EGFP B2/EGFP 
cells showed a slightly lower differentiation rate than 
EL M3 cells, as previously reported for the differen-
tiation rates using MEF cells as feeder cells. In ad-
dition, similar results were obtained in the previous 
culture of EL M3 cells 6-8).
    We have investigated embryotoxicity using ES 
cells 9-12). For this purpose, cell types that ensure dif-
ferentiation should be identified. Variable and very 
low differentiation rates preclude developmental tox-
icity tests using ES cells, because it becomes difficult 
to determine whether or not decreased cell differen-
tiation is attributable to a chemical substance of inter-
est. In addition, feeder cells should be developed to 
improve the differentiation rate of the control group 
and obtain more reliable data in developmental tox-
icity tests. ES-D3 cells, which do not require feeder 
cells, are used as ES cells for standard developmen-
tal toxicity tests. However, multiple kinds of ES cells 
should be examined.
    In the present study, we found that uterus- and fal-
lopian tube-derived cells served as feeder cells, some 
of which showed higher cardiomyocyte differentia-
tion than commercially available feeder cells, MEF 
cells. In the future, the effects of genital cells on the 
differentiation culture of ES cells should be examined.

5. Summary

MEF cells are generally used as feeder cells for dif-
ferentiation culture of iPS cells and ES cells. We used 
the uterus- and fallopian tube-derived cells as feeder 
cells. They showed higher cardiomyocyte differentia-
tion rates than the control MEF cells, whereas other 
fallopian tube-derived cells showed lower rates, sug-
gesting the contamination of heterogeneous cells. 
Thus, the uterus- and fallopian tube-derived cells also 
served as feeder cells, some of which were more suit-
able for cardiomyocyte differentiation than MEF cells.

Fig.5:  Cell differentiation rate of two types of ES cells with five 
kinds of feeder cells including MEF. (bar=SD)

Fig.6:  Results of ALP assay of two types of ES cells in five 
kinds of feeder cells including MEF. (bar=SD)

         Embryo Body shows high ALP value due to undif-
ferentiation, but ES cell showed low ALP value by cell 
differentiation.



37 ●

バイオインテグレーション学会誌　第７巻 J Bio-Integ 7 : 33 - 37, 2017.

6. Acknowledgments

The authors would like to thank Dr. Horst Spielmann, 
Honorary Professor of the Free University of Berlin, 
Germany, and thanks to Dr.Takashima who kindly 
provided the organs of the mouse. This work was 
partly supported by JSPS KAKENHI Nos. 25463040, 
16K11668. This study was carried out using the In-
stitute of Dental Research, Osaka Dental University.

References

 1)  Takahashi K, Yamanaka S : Induction of pluripotent stem 
cells from mouse embryonic and adult fibroblast cultures 
by defined factors. Cell, 126: 663-676, 2006.

 2)  Okita K, Ichisaka T, Yamanaka S : Generation of germline-
competent induced pluripotent stem cells. Nature, 448: 313-
317, 2007.

 3)  Evans MJ, Kaufman MH : Establishment in culture of plu-
ripotential cells from mouse embryos. Nature, 292:154-156, 
1981.

 4)  Martin GR : Isolation of a pluripotent cell line from early 
mouse embryos cultured in medium conditioned by terato-
carcinoma stem cells. Proc Natl Acad Sci U S A, 78: 7634-
7638, 1981.

 5)  Shi X, Xue L, Tepper CG, Gandour-Edward R, Ghosh P, 
Kung H, deVere White RW : The oncogenic potential of 
a prostate cancer-derived androgen receptor mutant. The 
Prostate, 67. 591-602, 2007.

 6)  Imai K, Takeda S, Tanoue A, Nakamura K, Suese K, Wa-
tari F, Takashima H : An attempt to cell differentiation in 
three-dimensional culture system using non- feeder ES-D3 
cells and feeder layer type ES cells. J Oral Tissue Engin, 
8: 203-211, 2011.

 7)  Imai K, Akasaka T, Watari F, Tanoue A, Nakamura K, 
Suese K, Takashima H, Nishikawa T, Tanaka F, Takeda S 
: In vitro study of cell differentiation by two type  mouse 
embryo stem cells on mono- and multilayer nanocarbon 
tubes. Applied Surface Sci, 258: 8444-8447, 2012.

 8)  Imai K, Nishikawa T, Okumura T, Tanaka A, Suese K, 
Honda Y, Shirai T, Ogawa F, Sawai H, Watari F : Effects 
of C60 fullerene on cell differentiation with EL-M3 and ES-
R1-EGFP B2/EGFP cell lines. Nano Biomed, 6: 78-84, 2014.

 9)  Imai K, Spielmann H, Scholz G, Pohl I, Nakamura M. In 
vitro embryotoxicity testing of polymeric substances for 
dental use by differentiation of embryonic stem cells. AA-
TEX, 8: 31-33, 2001.

10)  Imai K, Nakamura M. In vitro embryotoxicity testing of 
metals for dental use by differentiation of embryonic stem 
cell test. Congenital Anomalies, 46: 34-38, 2006.

11)  Imai K, Kusakawa S, Tanoue A, Kuwagata M, Senuma M, 
Furuya M, Takashima H. In vitro embryotoxicity testing of 
mercury vapour by differentiation of ES-D3 cells. AATEX, 
13: 118-122, 2008.

12)  Imai K. Development of technique for in vitro embryotoxic-
ity of dental biomaterials. J Dent Sci Rev, 52: 54-62, 2016.





39 ●

●原著論文

超薄ハイドロキシアパタイトシートの作製とその審美効果

本津  茂樹 1），平井  瑞樹 1），片山  一郎 1），山本  衛 1），加藤  暢宏 1），吉川  一志 2）

Preparation of ultrathin opaque white hydroxyapatite sheets 
and their aesthetic effects

Shigeki Hontsu 1), Mizuki Hirai 1), Ichiro Katayama 1), Ei Yamamoto 1), Mobuhiro Kato 1), 

Kazushi Yoshikawa 2)

Abstract

Tooth bleaching and laminate veneer restoration methods are widely used in cosmetic dentistry. However, 
despite their aesthetic appeal, these methods damage tooth enamel, which cannot regenerate, and the adhesive 
used with laminate veneers can cause an allergic reaction. We are attempting to develop a novel esthetic den-
tistry sheet that would be applicable to both enamel restoration and cosmetic dentistry. An amorphous calcium 
phosphate (ACP) sheet was fabricated from low density hydroxyapatite (HAp) using a pulsed laser deposition 
method. The whiteness level of the sheet increased, as judged from the increase in the number of particles on 
the sheet surface. The HAp sheet was crystallized using a post-annealing process, and this also increased the 
whiteness of the sheet compared to an ACP sheet for the growth of a grain boundary introduced into the sheet 
by crystallization. A change in whiteness of the opaque white sheets according to the Commission Internationale 
de l’Eclairage (WICIE) masked the discoloration of a human avulsed tooth, as measured using a spectrum color-
imeter. The whiteness values increased and the yellow values decreased as the number of overlapping sheets 
increased, demonstrating that the aesthetic effects of opaque white HAp sheets are very promising in cosmetic 
dentistry.

(J Bio-Integ 7 : 39 - 43, 2017.)

１．緒　言

　審美歯科は口腔内治療を目的とせず，歯の美的な側
面と機能的な側面に焦点を当てることにより，人々の
QOL 向上を目的とする総合的な歯科医療であり，歯
を白くしたいという要望もその一つである．歯を白く

する審美法として，ホワイトニング法やラミネートベ
ニア法が一般に用いられている．前者のホワイトにン
グ法は高濃度の過酸化水素等の薬剤をエナメル質表
面に塗布することで漂白して白くする方法あり 1），後
者のラミネートベニア方はエナメル質を 0.5 ～ 0.7mm
切削し，その場所に審美材であるラミネートベニアを
接着剤により貼り付ける方法である 2）．これらの審美

　１）近畿大学　生物理工学部
　２）大阪歯科大学 歯科保存学講座
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法は共に二度と再生することのないエナメル質に損傷
を与えているという問題を抱えており，後者において
はさらに接着剤によるアレルギー反応の問題もある
3,4）．我々のグループは，歯と同成分であるハイドロキ
シアパタイト（Ca10(PO4)6(OH)2；以下，HAp と記す）シー
トを作製し，歯質に貼付することでエナメル質の修復
や 5），象牙質知覚過敏症を治療する研究を行っている
6）．
　本研究では HAp シートの表面の凹凸（ラフネス）
を大きくし，シート表面での光の乱反射を増加させる
方法と，シート内部に結晶粒界（グレインバウンダ
リー）を生成させシート内部での光の乱反射を増加さ
せる方法でシートに乳濁色を付加することで，エナメ
ル質修復と審美を同時に行える新たな審美シートを開
発し，このシートを用いた歯の審美効果について評価
したので報告する．

２．実験方法

１）ターゲットの作製
　HAp 粉末（太平化学産業製 HAP-100）1 g を油
圧式プレス機にて 19.6 MPa で加圧形成し，直径約
16mm，厚さ 3mm のディスクを作製し，その後 450 
℃温度において 10 時間大気中で焼成したものを薄膜
作製用のターゲットとした．焼成後，ターゲットの密
度を質量と体積から算出した．また，ターゲットの
表面を走査型電子顕微鏡（SEM; Miniscope TM-1000, 
日立ハイテクノロジー）にて観察した．

２）白色非晶質リン酸カルシウムシートの作製�
　シートの元になる薄膜の作製には KrF レーザーデ
ポジション（PLD）法を用いた 7）．この方法は，真空
容器内に作製した HAp ターゲットを置き，これに紫
外線パルスレーザー光（波長 248 nm）を照射し，ター
ゲット表面で光エネルギーによる爆発的な剝離・分解
反応（アブレーション）を生じさせ，ターゲット材
料を原子・分子・イオンといった各種の状態に分解
して表面から飛び出させ，これらをターゲットに対
向配置した基材表面に繰り返し付着・堆積させて薄
膜を形成した．基板には Si ウェハ上にレジストを 1 
µm コーティングしたものを用い，この基板の上に厚
さ 4 µm の非晶質リン酸カルシウム（ACP）薄膜を作

製した．成膜条件は，基板温度は室温，雰囲気ガスは
H2O+O2，ガス圧は 0.1 Pa である．続いて，HAp 薄
膜の付着したレジスト塗布 Si 基板をアセトンに浸漬
し，中間層のレジストのみを溶解させて，ACP 薄膜
を極薄 ACP シートとして回収した．さらに，歯科用
測色器であるシェードアップナビ（松風株式会社）を
用いて，作製した ACP シートの白色度を簡易的に評
価した．以下この白色度を松風白色度と記述する．

３）白色HApシートの作製
　ACP シートをポストアニール処理することにより
結晶化させ，乳濁色 HAp シートを作製した．アニー
ル温度は，先行研究より最も結晶性が高く CaO が出
現しない 450 ℃とした 7）．ACP シートを 450 ℃，10
時間ポストアニールを行うことで白色 HAp シートを
作製し，その松風白色度をシェードアップナビで測定
した．

４）白色HApシートの審美効果の評価
　作製した白色 HAp シート貼付用の歯として，変色
モデルヒト抜去歯を用いた．ヒト抜去歯の使用につい
ては大阪歯科大学医の倫理委員会の許可（承認番号：
大歯医倫 100501）を受けた．
　まず，ヒト抜去歯の平らな変色部が上を向くように
レジンで固定した．次に，塩酸により pH 2.0 に調整
した第一リン酸カルシウム水溶液を作製し，これを
シートの貼付液とした．まず，分光測色計（CM-2600d，
コニカミノルタ株式会社）を用いてシート貼付前のヒ
ト抜去歯を 20 回測定し，波長 360nm ～ 740nm の分
光反射率係数を求めた．次に，ヒト抜去歯上に貼付
液を塗布し，その上に UV オゾン洗浄装置（UV-208，
株式会社テクノビジョン）を用いて 600 秒表面洗浄し
た白色 HAp シートを貼付することで，シートとヒト
抜去歯の表面を一度脱灰させた．シートとヒト抜去歯
を接着させる目的で 10 分間指圧し，その後一度脱灰
したシートと抜去歯の界面を再石灰化させる目的で人
工唾液（帝人ファーマ製 サリベート ®）を塗布した．
シートを貼付したヒト抜去歯は，口腔内環境に近づけ
るため，37℃の恒温槽にて水を含んだ濾紙上に 24 時
間静置した．24 時間後，ブロワーでヒト抜去歯の水
滴を飛ばし，乾燥させ後，分光測色計を用いて前述と
同様に分光反射率係数を測定した．測定後 2 枚目の白
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色シートを貼付し 24 時間後に同様の測定を行った．
さらに 3 枚目の白色 HAp シートを同条件で貼付し，
24 時間後に同様の測定を行い，白色シートを重ね貼
りしたときの審美効果について評価した．

３．実験結果および考察

１）薄膜作製用ターゲットの評価結果
　図 1 に 450 ℃，750 ℃，1050 ℃で焼成したター
ゲットの外観を，図 2 に焼成温度とターゲット表面
の SEM 観測結果との関係を示す．質量と体積から算
出したターゲットの密度は焼結前，450 ℃，750 ℃，
1050 ℃の各焼成温度に対し 1.64，1.66，1.77，2.49 g/
mm3 となり，高い温度で焼成したターゲットほど密
度が高くなることがわかり，図 1 のターゲットの外観
からとも合致する．図 2 から 450℃の低温の焼成にお
いてはグレインサイズが大きく，かつ結晶粒の結合が
粗になっており，高温の焼成ほど結晶粒が密に結合し
ていることがわかる．この結果は，高温による焼成ほ
ど固相反応が進み，緻密化か生じることに対応してい
る．

0.2，7.9 ± 0.1，8.6 ± 0.1 となり，密度の低いターゲッ
トを用いて作製したシートほど松風白色度が高くなっ
ていた．図 3 に 450℃，750℃，1050℃の各種ターゲッ
トを用いて作製した ACP シートの表面の SEM 観察
結果を示す．図より焼成温度の低いターゲットを用い
て作製したシートほど表面に多くのパーティクルが見
られ，表面が荒れていることがわかる．この結果は，
低密度ターゲットを用いて成膜した場合，ターゲット
粒子間の結合力が弱いため，アブレーション時にター
ゲットより飛散する大きな結晶粒の量が増え，その結
果シートに付加される粗大パーティクルの量が増えて
シート表面の凹凸が大きくなり，表面での乱反射が増
加して松風白色度が増加することを示すものである．

図１：焼成温度の相違によるターゲット寸法の相違

図２： ターゲット焼成温度の相違によるターゲット表面の
SEM 観測結果

２）白色非晶質リン酸カルシウムシートの評価結果
　次に各種焼成温度のターゲットを用い，PLD 法に
て ACP シートを作製し，ターゲットの焼成温度と松
風白色度の関係を調べた結果，450 ℃，750 ℃，1050 
℃で焼成したターゲットに対し松風白色度は 7.3 ±

図３： ターゲットの焼成温度の相違による ACP シートの表面
の SEM 観察結果

３）白色HApシートの評価結果
　次に，焼結温度 450℃のターゲットを用いて作製し
た，最も松風白色度の高かったシートを 450℃− 10
時間でポストアニールした．得られた白色 HAp シー
トを図 4 に示す．このシートの松風白色度は 6.5 ± 0.2
となり，アニール前の ACP シートと比べ松風白色度
は約 0.8 上昇し，日本人の歯の平均松風白色度の 6.5
～ 7.0 と同程度の値となっ
た．この松風白色度が増
加した理由として，ポス
トアニールによる結晶化
によりシート内部にグレ
インバウンダリーが生成
され，シート内部での光
の乱反射が増加したため
と考えられる．

４）白色HApシートの審美効果の評価結果
　図 5 に変色モデルヒト抜去歯と白色 HAp シートを
貼付後の抜去歯を示す．

図４： 450℃− 10 時間ポスト
アニールした白色 HAp
シート
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　本章の２）項および３）項では，最適な審美効果を
有する白色 HAp シートの選別を目的として，松風白
色度を用いた．しかし，松風白色度は，ホワイトニン
グ効果を数値化したものではあるが，測定機材固有の
尺度値であり，測色学的な定義が不明である．そこで，
測色学的見地から審美効果を評価するため，国際照明
委員会（CIE）が勧告し，日本工業規格に採用されて
いる CIE 白色度（WICIE）8）を用いて検討した．CIE
白色度は，20 回測定した分光反射率係数の平均値か
ら算出した．イルミナント条件は標準イルミナント
D65 とした．白色 HAp シートの貼付による CIE 白色
度の変化を図 6 に示す．

　図 7 から，Grum 白色度も CIE 白色度と同様に，
白色 HAp シートの貼付によって値が上昇することが
確認できる．しかし，どの貼付条件においても Grum
白色度が負値となることから，Grum 白色度が想定し
ている評価対象から逸脱していると考えられる．つま
り，観念的に歯冠色は「白色」と捉えられているが，
本研究で用いたヒト抜去歯は，白色 HAp シートの貼
付の有無に関わらず，測色学的には「白色」の範疇に
入らない．以上の結果を受けて，白色 HAp シートの
貼付による審美効果の定量的評価指標として，黄色
度（YI）10）に注目した．黄色度は白色近傍の樹脂の
黄色みおよび黄変の程度を定量的に評価する指標であ
り，ASTM および日本工業規格として定められてい
る．白色 HAp シートの貼付による黄色度（YI）の変
化を図 8 に示す．イルミナント条件は標準イルミナン
ト D65 とした．

図５： 白色 HAp シートを貼付する前とシートを貼付後の変色
モデルヒト抜去歯

図６：白色 HAp シートの貼付による CIE 白色度の変化

　図 6 からは，白色 HAp シートの貼付によって CIE
白色度が上昇することがわかる．しかし，CIE 白色度
には，適用可能な範囲が定められており，CIE 白色度
が 40 以下となる物体に対しては適用できない．そこ
で，明示的に適用範囲が設定されておらず，視感評価
結果とよく相関する Grum 白色度（WIGrum）9）を算出
し，貼付による白色度の変化を検討した．その結果を
図 7 に示す．

図７：白色 HAp シートの貼付による Grum 白色度の変化

図８：白色 HAp シートの貼付による黄色度の変化

　図 8 から明らかなように，白色 HAp シートの貼付
によって黄色度が低下している．つまり，貼付による
歯冠色の黄色みの減少が確認できる．さらに，白色度
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による評価結果と共通しているが，審美効果は 2 枚以
上貼付した場合に顕著に表れることが判明した．

４．結　論

　エナメル質修復と審美を同時に行える新たな審美
シートの開発を試みた．その結果，密度の低いター
ゲットを用いて PLD 法で作製した ACP シートほど
白色度が高くなることがわかった．また，ACP シー
トをポストアニールにより結晶化した HAp シートは，
ACP シートよりさらに白色度が増加し，日本人の歯
の平均白色度と同程度の白色度をもつことがわかっ
た．この白色シートを変色モデルヒト抜去歯に 3 枚重
ね貼りをしたところ，白色度（WI）は増加し，黄色
度（YI）は低下することがわかり，シートの審美効
果を確認した．
　以上より，本研究で開発した白色 HAp シートは審
美とエナメル質修復を同時に行える新たな白色審美
シートとして有望であることを確認した．
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抄　録

　審美歯科では，一般にホワイトニング法やラミネートベニア
法が用いられている．しかし，これらの審美法は二度と再生す
ることのないエナメル質に損傷を与えるという問題を抱えてお
り，さらに後者においては接着剤によるアレルギー反応の問題
もある．我々は，エナメル質の修復と審美を同時に行える新奇
の審美シートの開発を試みた．まず，レーザーデポジション

（PLD）法で作製した非晶質リン酸カルシウム（ACP）シート
は，低密度のハイドロキシアパタイト（HAp）のターゲット
を用いるほど，シート表面のパーティクルの量が増えることで
白色度が高くなることがわかった．また，ACP シートをポス
トアニールにより結晶化したハイドロキシアパタイト（HAp）
シートの白色度はシート内部に導入された粒界のために ACP
シートよりさらに増加した．変色ヒト抜去歯に白色シートを重
ね貼りしたときの CIE 白色度（WICIE）の変化が分光測色計に
より測定された．シートの重ね貼りの枚数に対応して白色度

（WI）は増加し，黄色度（YI）は低下した．以上の結果より，
白色 HAp シートは審美シートとして非常に有望であることが
分かった．
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Abstract

This study aimed to simultaneously quantify the concentration of herbal and inorganic active pharmaceutical 
ingredients in suspensions for dental caries prevention by using near-infrared spectroscopy. Fifteen suspensions 
containing various concentrations of active pharmaceutical ingredients, i.e. α-mangostin and calcium phosphate 
containing silver ion, were prepared. The near-infrared spectrum of each suspension was measured and corre-
lated with concentrations of active pharmaceutical ingredients by partial least square regression. The predicted 
results from various pre-treatments were compared to obtain the best calibration model, and was validated with 
the external validation data set. The equation and correlation coefficient value for the prediction of α-mangostin 
concentration were y = 0.8983x - 0.0184 and 0.8988, respectively. The equation and correlation coefficient value 
for the prediction of concentration of calcium phosphate containing silver ion were y = 0.9732x + 0.0346 and 
0.9672, respectively. The results showed that near-infrared spectroscopy could predict the concentrations of both 
active pharmaceutical ingredients in suspensions with sufficient accuracy. It could be a useful tool for the quan-
titative analysis of the oral care suspensions containing the mixing of herbal and inorganic medicine.

Keywords:  herbal medicine, inorganic medicine, near-infrared, non-destructive analysis, partial least square re-
gression 

(J Bio-Integ 7 : 45 - 52, 2017.)

1. Introduction

Dental caries is a worldwide public health problem. It 
has been identified as the infectious disease. An acid 
produced from cariogenic bacteria, such as Strep-
tococcus mutans, leads to carious lesion on dental 

enamel 1-5). The prevention of dental caries is typical-
ly associated with remineralizing improvement and 
bacterial control. Calcium phosphate containing silver 
(CPs, Apacider® AW) is silver ion housed in a calcium 
phosphate carrier 6). It is very interesting agent due 
to it provides both remineralizing activity from cal-
cium phosphate, and antibacterial activity from silver 
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ion. Silver ion have capacity to inhibit bacteria, which 
the interaction between silver ion and thiol groups in 
protein and enzyme plays an essential role 7). How-
ever, the preliminary study by well-agar diffusion 
method revealed that antibacterial activity of CPs 
against S. mutans was quite low in comparison with 
2 % (w/w) chlorhexidine viscous solution (Consepsis® 
V, Ultradent, USA). Therefore, to synergist antibacte-
rial activity, fruit rind extract of Garcinia mangostana 
(mangosteen) was incorporated to the preparation. 
The major components of the extract are xanthones 
such as alpha-, beta- and gamma- mangostin (α-, β-, 
γ- MG) 8). All of them, αMG exhibits the most po-
tent biological activity. There were studies reported 
an antibacterial activity of αMG against cariogenic 
bacteria such as S. mutans 9-10). The mechanism of 
antibacterial action of αMG is an inhibitory effect on 
many enzymes, such as glucan synthesis enzymes, 
acid production enzymes, and acid tolerance enzymes 
(glucosyltransferases B and C, phosphotransferase-
PTS system, and F1F0-ATPase) 10). Therefore, the 
present formulation was totally expected for excel-
lent output in dental caries prevention.
    In recent years, since active ingredients contained 
in pharmaceuticals and health maintenance prod-
ucts are multicomponent, the analytical method for 
maintaining the quality is complicated and its cost is 
increasing. Quantitative analysis of active ingredient 
is a major process for high quality product develop-
ment. The analytical method should be developed to 
accurate, rapid and costless the measurement. The 
challenge is product containing multi-active ingredi-
ents, and the analytical method which measure the 
concentration of all active ingredients at a time is 
interesting as ecumenical aspect.
    The suspensions contain αMG as herbal medicine, 
and CPs as an inorganic medicine. Since the suspen-
sions have two kinds of the active pharmaceutical in-
gredients with different physical and chemical prop-
erties, the conventional method is usually divided the 
analytical process to two parts, i.e. to analyze αMG 
by using high performance liquid chromatography 

(HPLC), and to analyze CPs by using atomic absorp-
tion spectroscopy (AA). Both methods i.e. HPLC and 
AA, are destructive, high cost and time-consuming.
    Near-infrared (NIR) spectroscopy is recognized 
as a useful technique in pharmaceutical analysis for 
raw material testing, process monitoring and qual-
ity control 11-13). NIR spectroscopy can be quantify 
all active ingredients such as organic and inorganic 
components from single spectrum. Moreover, the ad-
vantages of NIR spectroscopy over the conventional 
methods are rapidity, little or no sample preparation, 
non-destructive, environmentally friendly, ability for 
remote measurement by using fiber-optic probes 14-19). 
Chemometric techniques could be used to correlate 
spectral data with physical and chemical properties 
of the samples 20-22). It has been proved to be very 
reliable compared with the conventional methods of 
analysis.
    The objective of this research is to rapidly and 
simultaneously determine pure chemical component 
αMG and CPs concentrations in the suspensions us-
ing NIR spectroscopy with chemometrics. Fifteen 
suspensions containing various concentrations of 
αMG and CPs were prepared. The spectrum of each 
sample was correlated with αMG and CPs concentra-
tions by partial least square (PLS) regression. The 
robustness of the final PLS model was evaluated ac-
cording to the standard error of validation (SEV) and 
correlation coefficient (R2) value.  

2. Materials and Methods

1)�Materials
Mangosteen fruit rind crude extract was purchased 
from Bio Actives (Tokyo, Japan). CPs (Apacider® AW) 
was kindly provided from Sangi Company (Tokyo, 
Japan). Aerosil® was kindly provided from Evonik 
Industry (Tokyo, Japan). Standard αMG (95 %) and 
polyethylene glycol (MW = 400) were purchased from 
Wako Pure Chemical Industries (Tokyo, Japan). Ace-
tonitrile and formic acid were HPLC grade and other 
chemical reagents were analytical grade.
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2)�Measurement�of�αMG
The αMG was analyzed by using HPLC (Shimadzu 
liquid chromatograph LC-10AD VP, Japan). The anal-
ysis was performed on an Inertsil® ODS-3 column 
with particle size of 5 µm, length of 250 mm and di-
ameter of 4.6 mm (GL Sciences Inc., Japan). The elu-
tion system consisting of acetonitrile and 0.2 % (v/v) 
formic acid (at a 7:3 ratio). The evaluate conditions 
were a flow rate of 2 mL/min, a sample injection vol-
ume was 20 µL, and the eluate was detected with a 
UV-vis detector at a wavelength of 320 nm 23-24). HPLC 
chromatogram of αMG in the crude extract showed 
the retention times close to those in standard αMG 
(in the range of 14.90-14.94 minutes). The linear cali-
bration equation (from concentrations and peak area) 
was y = 2.806 × 104x – 1.642 × 102 with R2 = 1.0000. 
The content of αMG in the crude extract was 21.96 
± 0.03 %. These data were used to calculate αMG 
concentration in all suspensions. 

3)�Preparation�of�the�suspensions
Fifteen kinds of the sample suspensions containing 
αMG and CPs were prepared (Table 1). The concen-
trations of αMG and CPs were varied between 0.2-1.3 

% (by weight) and 2.0-12.0 % (by weight), respective-
ly. The blank suspensions consisting of hydrophilic 
Aerosil® and polyethylene glycol was prepared by 
mortar and pestle. αMG and CPs were accurately 
weighted, and then incorporated in the suspensions. 
The suspensions were manually mixed until the pow-
der of both actives were homogeneous distributed. 
After that, the suspensions were mixed again by a 
conditioning centrifugal mixture machine (Thinky® 
AR-100, Japan) for 30 seconds to get the homoge-
neous suspensions.  

4)�NIR�spectroscopy�and�multivariate�analysis
Set of NIR spectra of the sample suspensions were 
collected with NIR reflectance spectrometer (Bruker 
MPA, USA) aligned with a fiber-optic probe. Each 
sample was placed in a clear-glass bottle and mea-
sured for 10 spectra. The bottle was randomly 
moved before each measurement. Thirty-two scans 
per suspensions were recorded in the spectral range 
of 4000-12000 cm-1. In order to obtain the calibration 
regression model, total 150 NIR spectra for 15 stan-
dard sample suspensions were measured, and were 
randomly divided into 75 spectra for the calibration 

Table 1:  The measured and the predicted concentrations of αMG and CPs in suspensions from the best model of 
prediction (SNV and normalize, respectively).

Formulation 
No.

αMG concentration (% by weight) CPs concentration (% by weight)
Measured Predicted % RSD Measured Predicted % RSD

1 0.2113 0.3083 29.7124 2.0440 2.2701 11.1170
2 0.2163 0.1858 36.0940 5.0040 4.7415 2.6608
3 0.5489 0.5318 5.4403 2.0120 1.7661 24.6119
4 0.5504 0.5518 6.9845 5.0060 5.0790 7.4127
5 0.5471 0.5282 17.6384 8.0110 8.1844 6.3408
6 0.8770 0.8358 3.3812 5.0130 5.5664 5.8834
7 0.8766 0.7096 11.5217 8.0020 7.7800 5.6273
8 0.8755 0.7862 5.6911 10.0010 10.7794 2.9557
9 1.0947 1.0259 1.9748 8.0090 7.8506 2.3551
10 1.0964 1.0061 1.6069 10.0090 9.9197 5.8565
11 1.0940 0.9623 1.6836 12.0020 10.8580 3.4720
12 1.3141 1.1804 3.1237 10.0130 10.0281 7.1509
13 1.3152 1.2018 4.0934 12.0060 10.9059 5.5895
14 1.0956 0.7292 11.1488 0.0000 0.0000 0.0000
15 0.0000 0.0000 0.0000 10.0010 9.7630 8.1871
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set and the other 75 spectra for the external valida-
tion set.
    PLS regression was performed based on αMG and 
CPs as objective functions using Piruette software 
version 4.5 and a maximum number of 5 principal 
components (PC). The raw spectroscopic data were 
mathematically transformed. The optimum pre-treat-
ment was established based upon the model that ob-
tained the overall lowest standard error of calibration 
(SEC) and SEV, and the highest R2 value. SEC and 
SEV are the standard deviations of the residue due to 
differences between the actual and the predicted val-
ues for samples within the calibration and validation 
data sets, respectively. They are used as estimators 
of the accuracy of NIR method.
    A predictive ability of the model was tested by 
applying a validation of each model to a set of exter-
nal validation samples. The predicted concentrations 
of αMG and CPs were then statistically compared 
to the measured concentration. The model with the 
highest R2 value of the validation data set (R2

val) will 
be selected 25). The correlation between the measured 
and the predicted concentrations of αMG and CPs 
were reported.

3. Results and discussion

1)��NIR� spectra� of� the� suspensions� and� raw�
materials

A total of fifteen suspensions with various concen-
trations of αMG and CPs were prepared. The NIR 
spectra of each raw sample were clearly separated. 
Figure 1 shows the diffused NIR spectra of the raw 
materials and sample suspensions with various drugs 
concentrations. The spectra of the sample suspen-
sions were measured 10 times repeatedly, and were 
not significantly different. Therefore, NIR spectros-
copy has sufficient efficacy to quantitative determina-
tion of chemical components in the suspensions.

2)��Construction�of�PLS�calibration�models�to�
determine� organic/inorganic� active� phar-
maceutical�ingredients�in�the�suspensions

To establish the calibration model to predict αMG or 
CPs concentrations in the suspensions, after various 
kinds of pre-treatments, PLS analysis was performed 
on the raw NIR spectroscopic data of the suspensions. 
Chemometric parameters of the calibration models to 
predict αMG and CPs concentrations were obtained 
as the cumulative percentage variance (%V), SEC, R2 
value of the calibration data set (R2

cal), SEV, and R2
val, 

and summarized in Table 2. The standard normal 
variate (SNV) and normalize pre-treatments calibra-
tion model could predict the concentration of αMG 
and CPs most accurately, respectively. 
    As the best fitted PLS models, linear relationship 
between the measured and the predicted concentra-
tions of αMG and CPs in suspensions of calibration 
and validation data sets were shown in Figures 2 and 
3, respectively. The measured and the predicted con-
centrations of αMG and CPs in the suspensions are 
shown in Table 1. The equation and R2 values for the 
prediction of αMG concentration were y = 0.8983x – 
0.0184 and 0.8988, respectively, and those for CPs con-
centration were y = 0.9732x + 0.0346 and 0.9672, re-

Fig. 1:  The untreated NIR spectra of the αMG and CPs sus-
pensions at various concentrations, blank suspensions, 
mangosteen crude extract, standard αMG (95 %), and 
CPs powder.
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Fig. 2:  Relationship between the measured and the predicted concentrations of αMG in suspensions (SNV data). (a) Calibration, (b) 
Validation.

Table 2: Summary of calibration and validation results from PLS analysis

Sample Pre-
treatment PC calibration validation

%V SEC R2
cal SEV R2

val

αMG NON 3 99.52 0.0847 0.9491 0.0863 0.7396
2nd a 5 88.50 0.0087 0.9994 0.0147 0.2724

MULb 3 99.52 0.0847 0.9491 0.0863 0.7396
NORc 2 95.37 0.0406 0.9880 0.0419 0.8536
SMd 5 99.82 0.0745 0.9618 0.1255 0.7813
SNVe 5 94.45 0.0018 1.0000 0.0025 0.8983*

CPs NON 2 99.12 0.7423 0.9602 0.7588 0.8470
2nd a 5 89.12 0.1078 0.9992 0.1311 0.5699

MULb 2 99.12 0.7423 0.9569 0.7582 0.8469
NORc 3 98.49 0.0764 0.9996 0.0792 0.9671*
SMd 2 99.24 0.8144 0.9522 0.8335 0.8481
Subsf 2 99.12 0.7422 0.9602 0.7581 0.8469

a2nd Derivative, bMultiply, cNormalize, dSmoothing,  eStandard Normal Variate, fSubstrate, * the best fitted

Fig. 3:  Relationship between the measured and the predicted concentrations of CPs in suspensions (Normalize data). (a) Calibration, 
(b) Validation.
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spectively. The R2
val of αMG concentration was 0.8988, 

which in the range of 0.8300 - 0.9000, indicating that 
the model is useable for most applications including 
research 26). The R2

val of CPs concentration was 0.9672, 
which higher than 0.9200, indicating that the model 
is usable in most applications including quality as-
surance 26). The CPs concentration model was thus 
slightly more accurate than the αMG concentration 
model, which might be because the concentration of 
CPs in the suspensions was higher than αMG. In addi-
tion, mangosteen fruit rind crude extract used in this 
study contains various similar compounds that might 
disturb αMG measurement. The result of the suspen-
sions might be further improved by using enriched 
αMG. The validation results indicated that the con-
centration of both αMG and CPs in the suspensions 
were predicted with sufficient accuracy and repeat-
ability.

3)��Verification� of� the� scientific� evidence� for�
the�calibration�models�to�predict�chemical�
and�physical�properties.

The regression vectors of the best calibration models 
to predict αMG and CPs concentrations in suspen-
sions are shown in Figure 4. From the vectors, the 
major peaks of αMG were found at wavenumbers 
5772, 5180, 4846 and 4333 cm-1. The major peaks of 
CPs were found at wavenumbers 8196, 6892, 5783, 
5172 and 4360 cm-1. The peaks attributable to both 
αMG and CPs were appeared in the regression vec-
tor of the suspensions. The peak at 8196 cm-1 arose 
due to the second overtones of C-H stretching 27). The 
peaks at around 6892 and 4333 cm-1 arose due to 
C-H stretching and bending 28). The peaks at around 
5783 and 5772 cm-1 arose due to the first overtone 
of C-H stretching 29). The peaks at around 5180 and 
5172 cm-1 arose due to O-H stretching 27). The results 
of the regression vectors of the αMG concentration 
prediction models showed characteristic absorption 
peaks due to αMG concentration. In contrast, the vec-
tor of the CPs concentration prediction model is af-
fected the shift and slope of the baseline in addition to 

the characteristic absorption peaks due to CPs.
    Tanabe et al. 30) reported on prediction of the tablet 
hardness and tablet porosity by NIR spectroscopy, 
the regression vector of the model to predict tablet 
hardness involved in chemical information showed a 
characteristic absorption peak related to binding of 
the particles. In contrast, in the vector to predict the 
porosity related to physical information, it appeared 
in the slope and intercept of the vector. The result 
suggested that the αMG and the CPs concentra-
tions were predicted based different information, the 
former was based on chemical information, but the 
later was based on chemical and physical informa-
tion. Therefore, the present result indicated that the 
obtained both calibration models measured the αMG 
and CPs concentrations in the suspensions reflecting 
sufficient chemical and physical information in the 
dosage form.

4. Conclusions

The suspensions for dental caries prevention contain-
ing αMG and CPs, which were organic and inorganic 
active pharmaceutical ingredients, respectively, could 
be determined quantitatively by using NIR spectros-
copy with chemometrics. After various pre-treat-
ments, the best calibration model to predict αMG 

Fig. 4:  Regression vector of NIR spectra from αMG and CPs 
suspensions (SNV and Normalize data, respectively).
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concentration was obtained by SNV pre-treatment, 
and those for CPs concentration was by normalize 
pre-treatment. The validation results of the αMG and 
CPs concentrations suggested that R2

val of the plot 
for the test data was acceptable values i.e. 0.8988 and 
0.9672, respectively. The regression vectors indicated 
that the obtained calibration models were reflected 
chemical information of both αMG and CPs. All of the 
results showed that NIR spectroscopy could be a use-
ful tool for the quantitative analysis of the suspen-
sions containing the mixing of herbal (organic) and 
inorganic medicine with a sufficient accuracy.
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Development of a dissolution testing methodology 
for orally rapid disintegration films

Kae Ishibashi 1), Hisanobu Nishikawa 2), Kiyonori Nagata 2), Yusuke Hattori 1), Makoto Otsuka 1)

Abstract

Orally disintegrating tablets (ODT) and films (ODF) with its rapid disintegration in the oral cavity are useful 
for elderly and pediatric patients to reduce choking risks. Research investigations focused on the methods and 
formulations of ODT and ODF has led to significant progress; however, disintegration testing methods and ad-
equate testing devices have yet to be defined in the current Japanese Pharmacopoeia (JP17) and United State 
Pharmacopoeia (USP39). Hence the development of a robust and standardized method for the evaluation of 
disintegration and drug release properties is necessary. In the present study, the drug release mechanisms of 
three-layered ODF were investigated through the use of an originally developed testing system imitating the 
physiological conditions of the oral cavity. The drug layer was composed of hydroxypropyl cellulose (HPC) and 
polyethylene glycol (PEG) and was sandwiched between two coating layers composed of hydroxypropylmethyl 
cellulose (HPMC) and PEG. We found that the drug release of three-layered ODF was faster than that of the 
single drug layered ODF. We suggest that the drug release was accelerated as a result of the fast disintegration 
of the coating HPMC layer preceded by swelling of the drug HPC layer.

(J Bio-Integ 7 : 53 - 58, 2017.)

1. Introduction

Oral solid dosage forms such as tablets and capsules 
are preferred by most patients, however, some el-
derly and pediatric patients present with difficulties 
swallowing solid-dosage forms 1, 2). When the patient 
struggles with swallowing, conventional solid dosage 
forms are associated with increased risks of choking. 
It is critical that oral dosage forms be optimized in or-
der to facilitate swallowing for those patients 3). Orally 
disintegrating tablets (ODT) and films (ODF) with 
rapid disintegration and rapid collapse in the oral cav-

ity, are useful as solid dosage forms to reduce chok-
ing risks. ODTs contain a wide variety of pharmaceu-
tical active ingredients spanning many therapeutic 
categories 4). ODFs are also intended to disintegrate 
and dissolve within 30 seconds. Both forms have ad-
vantages such as administration without water, rapid 
onset of action and convenience of dosing 3). 
    A number of studies have investigated orally dis-
integrating dosage forms. More particularly, many 
reports have documented the properties and func-
tions of polymers used as base material in oral dosage 
forms 5-9). The various formulations were assessed on 
the basis of their role in enabling faster disintegra-
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tion, dissolution 10-13), and controlled release of active 
pharmaceutical ingredients 14-16). Using an original 
testing system mimicking the environment found in 
the oral cavity, drug release mechanisms of three-
layered ODFs were investigated. Similarly, the bit-
ter taste associated with solid dosage forms is also a 
significant issue that remains to be addressed. Phar-
maceutical formulations were investigated towards 
improving taste by masking it with a polymer base, 
and the quantitative evaluation of taste was simulta-
neously reported 17, 18). 
    As investigations on the method and formulation 
design of ODTs and ODFs advance, it is also impor-
tant to develop an appropriate testing system for the 
evaluation of their properties. In the current Japa-
nese Pharmacopoeia (JP17) and United State Pharma-
copoeia (USP39), the disintegration testing methods 
and test devices to be used for orally disintegrating 
dosage forms are not specified. ODTs and ODFs are 
formulated to disintegrate and dissolve within 30 sec-
onds once in the oral cavity, so it is too short an in-
terval to make any measurement using the current 
dissolution and disintegration testing methods.
    One of the most important phenomena, which 
is represented by the “rapid disintegration” of ODTs 
and ODFs may not be objectively evaluated using 
current disintegration tests, and as such, improve-
ment of the current testing method is necessary. The 
most commonly used testing machines are currently 
the ODT-101 disintegration tester (Toyama Indus-
tries Co., Ltd.) 17, 19, 20) or the Tricorp Tester (Okada 
Seiko Co., Ltd) 21). A disintegration testing machine 
was developed to measure disintegration time upon 
application of a given amount of artificial saliva. The 
testing results were highly correlated with the disin-
tegration time in the oral cavity 17, 19-21). The petri dish 
method was also reported by Takeuchi et al. 22) as a 
disintegration test method for ODF. However, most 
studies reporting on the drug release of orally disinte-
grating dosage forms have been conducted using the 
conventional paddle or the basket method 23, 24). These 
test methods do not accurately mimic the oral cavity.

    In the present study, we focused on ODFs and we 
developed a dissolution testing system which closely 
mimic oral cavity.

2. Materials and Method

2.1�Materials
The ODF was composed of three layers whereby an 
active ingredient was included in the middle layer. 
The middle layer was sandwiched between coating 
layers. The coating layer consisted of hydroxylpro-
pylmethylcellulose (HPMC, Shin-Etsu Chemical, To-
kyo, Japan) and polyethylene glycol (PEG, NOF cor-
poration, Tokyo) with an average molecular weight 
of 400, while the drug layer consisted of a drug, hy-
droxypropylcellulose (HPC, Nippon Soda, Tokyo) and 
PEG. d-Chlorpheniramine maleate was used as the 
model active pharmaceutical ingredient (API).

2.2�Sample�preparation
The single drug and three-layered films were respec-
tively prepared with various grades of HPC (HPC-
SSL: 2-2.9 mPa·s, HPC-SL: 3-5.9 mPa·s, HPC-L: 6-10 
mPa·s) and HPMC (TC-5E: 3 mPa·s, TC-5R: 6 mPa·s, 
TC-5S: 15 mPa·s) to investigate the effect of polymer 
grade on dissolution. These grades were classified 
with a viscosity of 2% aqueous solution at 20°C. The 
API content was equal to approximately 3 mg per 
film. Compositions of the prepared films are summa-
rized in Table 1. The materials were dissolved in wa-
ter/ethanol binary solvent and made into a thin layer 
using a comma coater. The ODFs used in the present 
study were adjusted to a size of 14 mm × 20 mm and 
a thickness of 80-130 µm.

2.3�Dissolution�testing
A conventional dissolution test was performed with 
900 mL of water using the paddle method (JP16) at 
100 rpm rotation speed and at 37 °C. The original dis-
solution testing system was composed of two glass 
filters (10-16 μm pore size), a fluid reservoir with a 
35 mL volume, a circulation pump (880-PU, JASCO, 
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Tokyo), and a UV detector (Blue-wave, StellarNet, 
Tampa, FL). The test was carried out by sandwich-
ing a sample film between two glass filters, and the 
lower filter was bound to the reservoir. The test solu-
tion was circulated into the closed loop, going from 
the reservoir via the UV detector, and dropped to the 
upper glass filter to dissolve the sample film. The test 
solution was flowed at a rate of 2 mL/min at 27 °C.

3. Results and Discussion

The conventional dissolution testing method was as-
sociated with a slow dissolution rate as the sample 
film was found floating at the surface of the solution 
without sinking. Upon water absorption, the drug 
was rapidly released; however, the volume of the test 
solution and the device used to simulate the volume 
of adult stomach were not appropriate to investigate 
the disintegration and dissolution of the ODFs. More 
particularly, the conventional paddle method fails 
to simulate the oral cavity environment; as a conse-
quence, the thinning of the ODF was influenced by 
the water flow caused by the paddle rotation. Indeed, 
since the ODF either floated at the surface of the test 
solution or adhered to the paddle, it was difficult to 
evaluate the dissolution accurately. Similarly, in the 
case of testing using the basket method, the ODF 

adhered to the basket and the evaluation could not be 
performed correctly.

Figure 1 :  Dissolution profiles of (a) standard drug film of SSL-
P1 (b) SSL-P2, (c) SSL-P4, and (d) SSL-5E.

Table 1:  Compositions of prepared drug and coating 
layers

Polymer- 
Grade

Layer 
type

Drug layer (wt%) Coating 
layer (wt%)

HPC PEG API HPMC PEG
SSL-P1 Single 87 4 9 - -
SSL-P2 Single 83 8 8 - -
SSL-P4 Single 77 15 8 - -
SL-P1 Single 87 4 9 - -
L-P1 Single 87 4 9 - -
SSL-5E* Triple 43 7 12 80 9
SSL-5R* Triple 43 7 12 80 9
SSL-5S* Triple 43 7 12 80 9

*  The drug and coating layers include 38% and 11% of other sub-
stances, respectively.

In order to elucidate the effect of PEG content on 
drug release rate, single drug films were prepared 
with HPC-SSL and used in dissolution tests using the 
original setup. The films consisted of different amount 
of PEG; (1) control, (2) double amount of PEG (SSL-
P2), (3) quadruple amount of PEG (SSL-P4). It was ex-
pected that the wettability of the film would increase 
with increasing amount of PEG. The dissolution rate 
tended to be slightly faster with increasing amount 
of PEG; however, the effect was quite small and there 
was no significant difference among the control and 
the other two samples. According to the dissolution 
test results, the amount of PEG does not impact on 
drug release rate and hence may contribute only to 
film plasticity. On the other hand, despite its thick 
structure, the standard three-layered SSL-5E film de-
noted a more rapid rate of drug release compared to 
single drug films. Upon dissolution, the single drug 
film showed drug release without disintegration of 
the film; while the three-layered film immediately dis-
integrated. The layering structure obtained with the 
combination of HPMC coating layer and HPC drug 
layer resulted in rapid disintegration and rapid drug 
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release. 
    In Figure 2 are represented the dissolution profiles 
of single drug films with various HPC grades. The 
SSL-P1 film, which presents the lowest molecular 
weight, provided the most rapid drug release among 
the three HPC grades tested. The L-P1 film showed 
slower drug release rate than the SSL-P1 film and 
was followed by the drug release rate of the SL-P1 
film. The molecular weight of HPC-SL is lower than 
that of HPC-L; however, the initial drug release rate 
of the SL-P1 film was slower than that of the L-P1 
film. Additionally, the slopes of the dissolution pro-
files associated with the SL-P1 and L-P1 films seem to 
change discontinuously. The high molecular weight 
HPC has high swelling property and turns into a gel 
in water. Change in the slope of the drug release rate 
may be attributed to the two-step slow release mech-
anism characterized by an initial swelling phase and 
followed by a dissolution phase due to disintegration 
of the gel. Thus, the L-P1 film swells faster than the 
SL-P1 film; however, the disintegration of the L-P1 
film is slower than the SL-P1 film due to its higher 
molecular weight. The SSL-P1 film may induce fast 
disintegration without swelling.

In Figure 3 are shown the dissolution profiles of ODF 
with various HPMC grades. Drug release was de-
layed with increasing HPMC molecular weight. Due 
to the low swelling property of HPMC, every HPMC 
grade induced film disintegration without swelling 
and the drug was released in a one-step process. 
Thus, depending on the mechanical strength of the 
coating layer, which relates to the molecular weight 
of HPMC, drug release is delayed.
    Our results provide a clear indication on the influ-
ences exerted by the amount of PEG and by the HPC 
and HPMC grades on the drug release of ODFs.　Of 
all the films tested, the same dissolution behavior was 
observed regardless of the amount of PEG used. The 
HPC film associated with the lowest viscosity showed 
the fastest drug release. The dissolution profile 
showed a change in its slope, following a two-step pat-
tern; a swelling phase ensued by a dissolution phase, 
and then collapse. There was a correlation between 
the HPMC grade and film disintegration, and the dis-
solution profile presented a one-step pattern. The film 
containing the lowest HPMC molecular weight dis-
solved faster than the films containing higher HPMC 
molecular weight. The swelling property of the used 
HPMC is indeed too low to swell and sustain drug re-
lease. Finally, in Figure 4 are shown the drug release 

Figure 2 :  Dissolution profiles of single drug films with various 
grades of HPC, (a) SSL-P1, (b) SL-P1, and (c) L-P1.

Figure 3 :  Dissolution profiles of three-layered films with vari-
ous grades of HPMC coating layer, (a) SSL-5E, (b) 
SSL-5R, and (c) SSL-5S.
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mechanisms of ODF. We suggest that HPC leads to 
water penetration into the drug layer, and that HPMC 
induces disintegration of the film. The combination of 
HPC and HPMC low molecular weight result in faster 
disintegration and drug release.
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4. Conclusion

Using an original testing system mimicking the phys-
iological environment of the oral cavity, we investi-
gated the drug release mechanisms of ODFs. ODFs 
present limitations in terms of polymeric base, drug 
volume and thickness because of their portable size 
and rapid oral dissolution. It is essential to select the 
appropriate polymers in function of the characteris-
tics of the drug substance, hence the need to under-
stand in detail the physical characteristics of each 
polymeric base, their properties in film preparation 
and their effects on dissolution. The methodology 
could provide detailed information such as optimal 
molecular weight and optimal amount of polymer to 
be used in films, in order to improve ODF formula-
tions. Our testing methodology may be a useful tool 
for the careful selection of various fillers and poly-
mers. 
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Abstract

Purpose
Osteoporosis is a progressive and debilitating metabolic bone disease characterized by low bone mass and struc-
tural deterioration leading to increased bone fragility. Carbonated hydroxyapatite cement can be a potential 
biomaterial to be used as a drug carrier. We reported previously that sustainable release of simvastatin (SIM) 
from poly (lactic-co-glycolic acid) (PLGA) formulations could induce bone formation. The aim of this study was 
to develop a SIM-loaded PLGA microspheres (SPMs)/self-setting carbonated hydroxyapatite (CHAP) composite, 
and investigate the effect of SIM released from that composite in comparison with a SIM/CHAP composite used 
as a control.
Methods
SPMs were prepared by O/W emulsion technique. The self-setting CHAP cements were fabricated using the 
cement powder consisted of tetraclcium phosphate (TTCP), dicalcium phosphate dehydrate (DCPD) and NaHCO3. 
The SIM release from SPMs, SIM/CHAP and SPMs/CHAP cement composite scaffolds in simulated body fluid 
solution were determined by UV spectrometer. Cell proliferation was determined using WST-8 assay. SPMs, 
SIM/CHAP and SPMs/CHAP cement composite scaffolds were put into 96 well plate. MC3T3-E1 cells were 
seeded at 5.0 × 103 cells/well and cultured for 1, 2, 3, 4 weeks. In addition, alkaline phosphatase activity was 
evaluated after 7, 14, 21 days culture.
Results
X-ray diffraction analysis (XRD) and Fourier-transformed infrared spectroscopy (FT-IR) results showed most 
parts of the cement bulk powder transformed into carbonated hydroxyapatite. The SPMs and SPMs/CHAP 
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were able to produce sustained release of SIM for 1 month, whereas the SIM/CHAP released SIM for 2 weeks. 
The proliferation of MC3T3-E1 cells on the SPLGAMs/CHAP showed no significant difference in comparison 
with the SIM/CHAP. However, the SPLGAMs/CHAP significantly increased alkaline phosphate activity, a dif-
ferentiation marker of MC3T3-E1 cells, compared with the SIM/CHAP.
Conclusion
This study showed that the SPLGAMs/CHAP could release SIM sustainably and induce proliferation and dif-
ferentiation of MC3T3-E1 more effectively than the SIM/CHAP.

Keywords
Bone regeneration, Simvastatin, PLGA, Drug delivery system, Carboneted hydroxyapatite

１．緒　言

　シンバスタチン（SIM）による骨形成効果の報告は，
1999 年に Mundy らによって BMP-2 分泌促進効果が
あると初めて報告された 1）．SIM は，骨密度の増大に
よる骨折予防効果や，骨分化マーカーの発現促進効果
を有することが報告されており，今後の応用が期待さ
れている．しかしながら，SIM は血中半減期が短い
ため，持続的に目的部位に SIM を供給することので
きる徐放性 DDS 製剤が開発されてきた 2,3）．これまで
に筆者らは生分解性の徐放性基剤であるポリ乳酸・グ
リコール酸共重合体（PLGA）からなるマイクロ粒子
中に SIM を封入し，その SIM 封入 PLGA マイクロ
粒子が骨形成能を促進することを報告してきた 4）．し
かし，PLGA は溶解すると酸性の副産物（グリコール
酸及び乳酸）が生じるため，骨形成には不都合である
と考えられる 5）．本研究では，歯科領域独特の骨形成
治療を行う場合に有用な方法として，骨セメントを用
いた SIM 徐放性骨補填材の開発を企画し， PLGA か
らなるマイクロ粒子中に SIM を封入し，その SIM 封
入 PLGA マイクロ粒子（SPMs）を骨セメントに含有
させた．第四リン酸カルシウム（TTCP）及び第二リ
ン酸カルシウム二水和物（DCPD）を主成分とし，炭
酸水素ナトリウムを配合した自己硬化型炭酸置換ハイ
ドロキシアパタイト（CHAP）骨セメントは骨との結
合性がよく，適度な強度を有するため，歯科インプラ
ント治療による歯槽骨の骨造成などに使用できること
が考えられる．しかしながら，臨床現場において骨セ
メント中に PLGA 粒子を含有させることで，薬物放

出や骨形成効果にどのような影響を与えるのか，まだ
明らかとなっていない．本研究では，無機・有機物複
合体である調製した SPMs/CHAP 複合体が，歯科イ
ンプラント埋入部位において，徐放性を有するかど
うかを検討するために，擬似体液（Simulated Body 
Flood; SBF）中における SPMs/CHAP 複合体からの
SIM 放出挙動を評価した．さらに，in vitro における
骨形成効果を評価するために，マウス由来骨芽細胞
MC3T3-E1 細胞株を用いて細胞毒性試験及び分化能
の評価を行った．

２．材料と方法

2.1）SPMsの調製と物性評価
　SPMs は O/W エマルション水中乾燥法により調
製を行った．SIM:PLGA=1:50（質量比）となるよう
に，10 mg の SIM と 500 mg の PLGA を 3 mL の
DCM に添加し，油相を得た．次に，ホモジナイザー

（Distromix B, ATEC Japan, Tokyo, Japan） を 用 い
て 0.25 % POVACOAT® 水溶液 300 mL（外水相）を
10,000 rpm で高速撹拌しながら，ガラス製シリンジ
を用いて油相を添加した．室温下で，プロペラ撹拌
機を用いて，溶液を 350 rpm で 6 時間撹拌し，DCM
を揮発させることで SPMs エマルション分散液を得
た．この分散液を遠心し，水による洗浄を 3 回行っ
た．凍結乾燥機（DC800, Yamato, Tokyo, Japan）を
用いて 24 時間凍結乾燥することにより，SPMs 粉末
を得た．得られた SPMs は，-80℃の冷凍庫内で保存
した．SPMs の粒子形態を走査型電子顕微鏡（SEM; 
JSM-6510LV, JEOL Ltd., Tokyo, Japan）を用いて観
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察・撮影した．得られた画像から 100 個の粒子のフェ
レー径を測定し，粒度分布を得た後，平均粒子径を算
出した．
　SIM の封入率は UV（UV-2550, Shimadzu, Kyoto, 
Japan）を用いて測定した．封入率の計算は以下のよ
うに行った．
　封入率（%）= 実測値／理論値× 100

2.2）�自己硬化型 SPMs/CHAP 複合体の作製と物
性評価

　前項で得られた SPMs を用いて，SPMs 含有自己硬
化型 CHAP を作製した．CHAP の作製は前報に従っ
た 6）．CHAP は，TTCP，DCPD 及び炭酸水素ナトリ
ウムを用いて，練合後 24 時間，37℃，100% 湿度下
で自己硬化させ調製した．この CHAP 中に，それぞ
れ SIM 及び SPMs を充填し，それぞれ SIM/CHAP
及び SPMs/CHAP を作製した．作製後，各種 CHAP
の物性評価を行うために，X 線回折装置（XRD；
Rint Ultima, Rigaku Co., Japan, Cu 管 , 40 mA, 40 kV, 
2 θ走査速度 2.0°/min）及び FT-IR 法（FT/IR-4100, 
JASCO Co., Tokyo, Japan）を用いた．

2.3）各種CHAP複合体からのSIM溶出試験
　 疑 似 体 液（SBF） 中 に お け るin vitro 溶 出 試 験
を 行 っ た． 生 体 中 に お け る SPMs，SIM/CHAP，
SPMs/CHAP からの SIM 放出能を評価するために，
各種マテリアルを 10 mL の 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 ± 0.5°C，100 
rpm）．試験開始 1，3，5，7，14，21，28 日後に溶出
液全量採取し，0.45 µm 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 及び Korsmeyer-Peppas 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（Eq. 1, 2）7）．

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．
　一方，マトリクス型製剤の薬物放出の数式モデルの
ひとつとして知られる，Korsmeyer-Peppas モデルは，
Korsmeyer と Peppas らが，シンク条件で行ったとき
の，時間 t における薬物放出量が 60%（Mt/M ∞ < 0.6）
までの範囲での薬物放出挙動を表したモデルである 8）．

Mt/M ∞ = Ktn　　（Eq. 3）
Mt：時間 t における薬物放出量，M ∞：無限時間にお
ける薬物放出量，n：component 指数，t：時間
　この指数方程式は，フィルム剤及びゲル製剤，球
形の粒子からの放出メカニズムの解析に適している
とされ，指数 n の値により放出メカニズムを推測す
ることができる．球形粒子の場合，指数 n が 0.43 の
とき，薬物放出はフィック型拡散に従い，時間に依
存した放出速度であることを表す．指数 n が 0.43 < 
n < 0.85 のときは，薬物伝達は変則的で時間に依存し
た放出速度であることを表す．指数 n が 0.85 のとき
は，薬物放出は「Case- Ⅱ transport」と呼ばれてお
り，時間に依存しない定常的な薬物放出速度である
ことを表す。指数 n > 0.85 のとき，「Super Case- Ⅱ 
transport」と呼ばれ，長期間にわたり定常的な薬物
放出速度であることを表している．

2.4）�マウス由来骨芽細胞様細胞株を用いた細胞毒性
及び分化能試験

　細胞増殖能力を評価するために，WST-8 アッセ
イキット（Cell Counting Kit-8, Dojindo, Kumamoto, 
Japan）を使用した．まず，5 × 103 cell/well となる
ように MC3T3-E1 細胞を 96- ウェルプレートに播種
した．24 時間後，SIM 含有量が 1 µM/well となるよ
うに各種マテリアルを細胞に添加し，1，2，3，もし
くは 4 週間培養した．ポジティブコントロールとして
SIM 原末を用い，1 µM/well となるようにα -MEM
中に添加した．培地は 1 日おきに交換した．次に，各
ウェルに 10 µL の WST-8 溶液を添加し，インキュ
ベーター内で 4 時間静置した．細胞増殖は，450 nm
における吸光度をマイクロプレートリーダー（MTP-
800AFC, Corona Electric Co., Ltd, Ibaraki, Japan）を
用いて測定した．
　さらに，ALP 活性（分化能）を評価するために，
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TRACP & ALP double-stain kit（Takara Bio Inc., 
Ohtsu, Japan）を使用した．まず，5 × 103 cell/well 
となるように MC3T3-E1 細胞を 96- ウェルプレート
に播種した．24 時間後，SIM 含有量が 1 µM/well と
なるように各種マテリアルを細胞に添加し，1，2，も
しくは 3 週間培養した．ポジティブコントロールと
して SIM 原末を用い，1 µM/well となるようにα
-MEM 中に添加した．次に，各ウェルに反応基質で
あるp-NPP溶液を5 µL添加し，37℃インキュベーター
内で 60 分間静置した．その後，0.5N NaOH を各ウェ
ルに 5 µL ずつ加え，反応を停止させた．ALP 活性は，
405 nm における吸光度を，マイクロプレートリーダー
を用いて測定した．

2.5）統計処理方法
　各データは平均 ± 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，
Tukey 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．

３．結　果

3.1）�SPMs，SIM/CHAP，SPMs/CHAP の物性
評価

　Fig. 1 に 得 ら れ た SPMs の SEM 画 像 を 示 す．
SPMs の表面は滑らかであり，針状粒子の SIM が観
察されなかったことから，SIM は SPMs に封入され
ていることが示唆された．また，100 個の粒子のフェ
レー径をランダムにピックアップし測定したところ，
数算術粒子平均径は 19.3 ± 0.2 µm であった．PXRD
を用いて評価した結果（Fig. 2），SPMs の XRD スペ
クトルは，SIM 特有のピークが消失していたことか
ら，SIM は PLGA マイクロ粒子中に封入されている
ことが示唆された．SIM の封入率は 96.7 ± 2.8% で
あった．
　Fig. 2 及び Fig. 3 の結果から，TTCP 及び DCPD
の特有のピークが消失していること，HPO4

2- と PO4
3- 

基のスペクトル（それぞれ 750–930 and 1450 cm-1，
900–1100 cm-1）が確認されたことから，大部分が
CHAP に置換されたことが示唆された．

3.2）溶出試験と溶出メカニズムの解析
　Fig. 4 に，SBF 中での SIM 溶出試験の結果を示す．
SBF を試験液として用いた溶出試験では，SPMs は最
初の 7 日間では１日当たり 0.95 µg/mL 溶出した一方
で，SIM/CHAP からの溶出は初期バーストが見られ
加速し，試験開始 1 週間では，約 80% 溶出しており，
2 週間目では 1 日当たり 2.3 µg/mL 溶出し，2 週間で

Fig. 1: SEM image of SPLGAMs.

Fig. 2: X-ray powder diffraction profiles of CHAP composites.

Fig. 3: FT-IR spectra of CHAP composites.
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複合体内の SIM はほぼ溶出していた．SPMs/CHAP
は，最初の 1 週間の溶出量は仕込み量の約 20% で 1
日当たり 0.47 µg/mL と最も溶出が遅く，初期バース
トを抑制していた．以上より，SPMs/CHAP は生体内
に移植した場合，SPMs や SIM/CHAP よりもを薬物
徐放性を有したマテリアルであることが期待できる．
　 次 に， 我 々 は 各 種 マ テ リ ア ル の Higuchi 及 び
Korsmeyer-Peppas 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
デルや Korsmeyer-Peppas 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．SBF
中での挙動は，Table 1 のようになり，Korsmeyer-
Peppas モデルではどのマテリアルも比較的良好に
フィットしていた．SPMs と SPMs/CHAP は n の値
がそれぞれ 0.966 と 1.0786 であったことから，時間
に依存せず定常的な薬物放出速度である一方，SIM/
CHAP は同様に 0.7291 となり，薬物放出が変則的で，
時間に依存した放出速度であることが示唆された．

3.3）�MC3T3-E1 細胞を用いた増殖能試験及び分化
能試験

　各種マテリアルが MC3T3-E1 細胞の細胞増殖に与
える影響について，WST-8 アッセイを用いて評価し
た（Fig. 5）．SIM/CHAP と SPMs/CHAP 処 理 群 で
は，培養期間中の細胞増殖は SPMs 処理群と比較し，
有意な細胞増殖を示した．培養開始 4 週間後におい
て，CHAP 処理群と比較し，SIM/CHAP 及び SPMs/
CHAP 処理群は有意に細胞増殖効果を示し，このこ
とから，SIM の存在が骨芽細胞の増殖に有利である
ことが示唆された．
　さらに，各種マテリアルが MC3T3-E1 細胞に与え
る分化能への影響を評価するために，骨分化マーカー
のひとつである ALP 活性の評価を行った（Fig. 6）．
すべての処理群で培養開始 1 から 2 週間において継続
的に ALP 活性を促進していた．

Fig. 4:  Release profiles of SIM from SPLGAMs, SIM/CHAP, 
and SPLGAMs/CHAP.

Table 1:  Correlation coefficient value (R2) and Kors-
meyer-Peppas model’s diffusional exponent 
n for SIM release kinetics

Models Korsmeyer-Peppas Higuchi
R2 R2 n

SPMs 0.9847 0.9763 0.966
SIM/CHAP 0.9999 0.8123 0.7291

SPMs/CHAP 0.9926 0.5678 1.0786

Fig. 5:  MC3T3-E1 cell proliferation profile after 1, 2, 3, and 4 
weeks’ culture by WST-8 assay. The data represent 
the mean ± S.D. (n=5, *P < 0.05 compared with 
control).
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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 9,10,11）．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．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 12,13）．薬物徐放性をさらに効率
よくかつ効果的に行うため，本研究では，生分解性で
ある PLGA を薬物キャリアとして用いて薬物を封入
できる無機・有機物複合体骨補填材の開発を行った．
　ハイドロキシアパタイト（HAP）は骨と結合す
るものの、骨に置換されるのが非常に遅い．一方，
CHAP は破骨細胞に吸収され、骨置換が速いとされ
る 14,15）．本研究では，XRD 及び FT-IR の結果から大
部分が CHAP に置換されたものと推測される．この
CHAP 中に SIM を徐放可能な SPMs を含有させるこ
とで，CHAP 中に直接 SIM を含有させた場合よりも，
初期バースト効果が抑制され，SIM 徐放性を示した．
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．約 1 カ月に
わたり SIM を徐放可能であり，局所において SIM の
徐放が骨形成に有利な複合体の開発ができたと我々は

考えている．
　ポーラス構造を有する CHAP は細胞スキャフォー
ルドとしても有用である 16,17）．CHAP セメントデバ
イスは表面に骨芽細胞が接着し定着することで，空
孔内でも細胞増殖が促進されると考えられる．細胞
増殖試験では SIM/CHAP と SPMs/CHAP は有意に
細胞増殖していたことから，CHAP のポーラス構造
が MC3T3-E1 細胞の増殖に寄与したことが示唆され
る．また，PLGA が溶解・分解することで CHAP 内
にスペーサーを誘導したことも考えられ，骨芽細胞の
接着・増殖に有利であったと考えられる．ところが，
SIM の徐放効果については細胞増殖試験からは確認
することができなかった．我々は，骨芽細胞の増殖
には足場である CHAP が重要であり，SIM の徐放効
果は CHAP の存在ほど寄与率は高くないと想定され
る．しかし一方で，Garrett らは低濃度の SIM が骨芽
細胞の BMP-2 放出を促進することを報告 18）しており，
MC3T3-E1 細胞の分化については，SIM 放出試験の
結果と照らし合わせて，SPMs/CHAP からの SIM の
徐放効果が寄与したものと考えられる．
　本研究では，生分解性ポリマーである PLGA 内に
骨形成効果を有する SIM を封入した SPMs を CHAP
内に含有させた SPMs/CHAP 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，動物を用いた in vivo 実験を
行う必要があるものの，SPMs/CHAP 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の応用が期待される．
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Abstract

The aim of this study was to develop spherical Hydroxy apatite with big diameter and porus. This  material is 
expected to be biomatelials and protein absorbtion materials.Therefore we consider Crystal growth of few μm 
spherical porus hydroxy apatite (sHAp) formed with small tabular particles by simulated body fluid method in 
simulated body fluid We have experimented with adding sHAp1 as a seed crystal to a simulated body fluid of 
metastable region composition to apatite and growing it to several tens of microns or more. . When a slightly 
sHAp1 was added to the simulated body fluid in the metastable region, nucleation was hardly generated and 
the particles grew large to about 100 times, and dome-like particles were obtained. Supply amount of Ca and 
P to each particle increased and the particle diameter increased by decreased amount of seed crystals adding. 
The seed crystal growed by clystal grows tinden then supply amount of ca and p other way not spherical and 
dome like. Ca and P were supplied anisotropically,due to The seed crystals that grew larger by crystal growth 
precipitated.As the result,The seed crystal grow into dome-like shape instead of spherical shape. Hydroxy apatite 
particles can be grow large by the seed crystal adding into the simulated body fluid.

Keywords: 球状多孔質ヒドロキシアパタイト, 種結晶, 擬似体液, 粒径制御
                spherical porus hydroxy apatite, seed crystal, 
                simulated body fluid, Particle diameter control

(J Bio-Integ 7 : 67 - 72, 2017.)

１．緒　言

　ヒドロキシアパタイト（以下アパタイト）はリン酸

カルシウムの一種である．アパタイトは歯のエナメル
質の 95.0%，骨は 65.0% を占めており，脊椎動物にとっ
て不可欠な無機化合物である．生体親和性が良く，タ
ンパク質との親和性が高い事から人工骨や人工歯根な
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ど生体材料やタンパク質等の吸着剤として応用されて
いる．1-3）

　アパタイトは静電気的相互作用によりアミノ酸やタ
ンパク質など吸着，保持することができ，様々な研究
が行われている．タンパク質吸着材やインフルエンザ
などのウイルスや細菌類を吸着することからアパタイ
トを担持したフィルタを開発しマスクなどに応用され
ている．1-4）またこのようなアパタイトの性能は合成
方法による粒子の大きさや形状により左右される 1）

　アパタイトの有する結晶面であるa 面とｃ面は，そ
れぞれが負，正に帯電しており，a 面には酸性タンパ
ク質が，c 面には塩基性タンパク質が吸着する．した
がって，それらの面を多く露出した構造を持つ板状ア
パタイトは吸着性に特異性を持たせることができる．
　そのため様々な方法でa 面やc 面を多く露出した板
状アパタイトを合成する検討がされている．リン酸水
素カルシウムを前駆体として加水分解してアパタイト
を得る方法や，アルコール共存下の水熱法で合成する
方法などが試みられている．
　生体内でのアパタイトの生成は前駆体として溶解度
の高いリン酸カルシウム化合物が析出しアパタイトに
相変換すると報告されている 5-8）．この前駆体として
はリン酸八カルシウム（OCP）がアパタイトと結晶
構造が類似しており水を含む相を解離してアパタイト
に転化することが知られている 9）．
　野浪らは，擬似体液中で珪酸カルシウムであるディ
オプサイドの表面に，板状のアパタイトが生成するこ
とを報告している 10）．その際，まずディオプサイド
の表面の（001）面に OCP の（010）がエピタキシャ
ル成長するとしている．そして OCP が構造中に有す
る水の層を解離してアパタイトに変化する．そのた
め生成したアパタイトの形態は OCP の自形である板
状の形態を受け継いだ板状結晶である．OCP は，非
常に希薄な溶液中で生成し，その最適生成条件は，
40℃，pH5.9 ～ 7.0 の間である．この生成条件より高温，
あるいはアルカリ性でアパタイトへの水解反応が起こ
り HAp へ変わる．
　小平らは， 擬似体液を用いた湿式法によるアパタイ
トの合成方法を検討し，比較的希薄な擬似体液中で約
サブミクロンサイズの板状の微細粒子が絡まり合って
球状となったアパタイトの球状体を得ている 11）．こ
の球状アパタイトの粒径は擬似体液の組成を制御する

ことで約 0.1 ～ 5µm の範囲内でコントロールするこ
とができる．しかしながら数 µm 以上の粒径のアパタイ
トは得られていない．板状結晶を大きくすることができ
れば粒径の大きいアパタイトが合成できる可能性がある．
　アパタイトの溶解度積は Ca 濃度，P 濃度，OH 濃
度の積で表され，それぞれの濃度によって安定域，準
安定域，不安定域に分かれる．不安定域ではアパタイ
トの微細結晶が急速に析出するためこれに対し準安定
域（溶解度曲線と過溶解度曲線に挟まれる領域）では，
種結晶の存在などがない限りアパタイトは析出しない
12）．核の生成量を抑えれば溶液中のイオンは粒子の成
長に優先的に消費されるのでアパタイト結晶を大きく
成長させることができる可能性がある 13）．
　本研究では生体材料や吸着剤等への応用を目的とし
て粒径が数十 µm 以上のアパタイト粒子を合成するこ
とを目的とした．アパタイトに対して準安定域の擬似
体液に種結晶として入れるアパタイト粒子の数をコン
トロールすることで生成するアパタイト球状体の粒径
を大きくすることができないか検討した．

２．実験方法

2.1）擬似体液の調整
　アパタイト合成のための擬似体液を調整した．PBS-

(NaCl；2.74mol/L,KCl；0.054mol/L, KH2PO4；0.030mol/
L, Na2PO4；0.162mol/L) と PBS+(CaCl2；0.046mol/L)
を表１の各 PBS の組成になるように混合し擬似体液
を調整した．試薬は全て試薬特級（和光純薬株式会社）
を用いた．

2.2）擬似体液中での sHApの合成
　表１の PBS-1 をウォーターバスで 40℃に保持し 60
分間攪拌しアパタイト（以下 sHAp1）を析出させた．
常温で一日静置後，脱塩処理を行った．37℃に設定し
た恒温槽で乾燥後，乳鉢で粉砕した．
　各擬似体液 1L に以下のように sHAp1 を添加し，
ウォーターバスで 40℃に保持し 60 分間攪拌し sHAp1
を成長させた．いずれも．一日静置後，脱塩処理を行っ
た．37℃に設定した恒温槽で乾燥後，乳鉢で粉砕した．
　PBS-2 ～ 10 の擬似体液に対しては sHAp1 を 0.1g
浸漬しウォーターバスで 60 分間 40℃に温め析出した
生成物をそれぞれ表 1 のように sHAp2 ～ 10 とした．
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2.3）擬似体液への sHAp1の添加量を変えた実験
　表１の PBS-6 の組成に調整した擬似体液に対して
は sHAp1 を 0.004g，0.01g，0.1g 浸漬しウォーターバ
スで 60 分間 40℃に温め sHAp1 を成長させた．

2.4）擬似体液ブランク実験
　PBS-2-10 の組成に調整した擬似体液をウォーター
バスで 40℃に温め 60 分間保持して生成物を観察した．

2.5）表面観察
　走査型電子顕微鏡（JSM-IT100：日本電子製，以下
SEM）を用いて，加速電圧 10.0 ～ 15.0kV で HAp の
表面構造の観察を行った．

2.6）粉末X線回折
　粉末 X 線回折装置（MiNiflex；理学電機株式会社，
以下 XRD）で各 HAp の同定分析を行った．X 線源
として CuKα線を用いた．

３．結果と考察

3.1）擬似体液中で合成した sHAp
　sHAp1 の SEM 写真を図１に示す．得られた粒子
は数ミクロン程度の比較的アスペクト比が小さく球状

を呈していた．その微細構造は，サブミクロンサイズ
の板状結晶が集合している様子が観察でき，それらが
絡まりあって球状の粒子が形成されていることがわか
る．
　図２に示す XRD 図形からこの物質は HAp の単相
であると考えられる．以下の実験ではこの sHAp1 を
種結晶として各擬似体液に添加して用いた．

表１： 調整した擬似体液の組成（mmol/L）の添加した
sHAp1（種結晶）の重量と生成物の名称を示した．

図１： PBS-1 を 40℃に保持して 60 分後に生成した sHAp1 の
SEM 画像

図２： PBS-1 の擬似体液を 40℃に保持して 60 分後に生成した
sHAp1 の XRD 図形

3.2）擬似体液ブランク実験
　各 PBS の擬似体液中の Ca と P の濃度のグラフを
図３に示す．PBS-7 と PBS-8 は sHAp1 を添加しない
でも白濁したことから，図７のグラフ中の PBS-6 よ
り右側の PBS の擬似体液はアパタイトに対して不安
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定領域組成である可能性が高い．一方これより左側の
組成はアパタイトに対して準安定領域であると考えら
れる．

対して不安定領域組成と考えられるため，種結晶の
sHAp1 が結晶成長したのではなく，溶液中で新たに
晶析したのであろう．

図３：表１の各 PBS の擬似体液中の Ca と P の濃度
　　　図中の数字は，表１の擬似体液の各 PBS に対応
　　　□；白濁する
　　　●；白濁しない

3.3）�sHAp1を各擬似体液中に添加したときの生成
物質

　40 ℃ に 保 持 し た PBS-2 ～ 10 の 擬 似 体 液 1L に
sHAp1 を 0.1g 浸漬後 60 分後に生成した sHAp2 ～ 10
の XRD 図形を図４に示す．いずれの回折図形もハイ
ドロキシアパタイトの（002），（112），（300）と一致し，
生成した物質はいずれも HAp の単相であることがわ
かる．
　SEM 画像を図５に示す．(a) ～ (e) に示した，PBS-2
～ 6 の擬似体液中で生成した HAp はいずれも 0.5 ～
6µm 程度の球状の形態を呈している．
　sHAp2 ～ 6 では種結晶である sHAp1 よりも若干大
きい数 µm 以上の結晶も存在した．ブランク試験で示
したように，これらの合成に用いた擬似体液の組成は
いずれもアパタイトに対して準安定領域と考えられる
ため，種結晶である sHAp1 を添加することにより種
結晶が成長して若干大きくなったものが存在している
のであろう．
　一方，図２の (f) ～ (i) に示した PBS7 ～ 10 の擬似
体液中で生成した物質は球状ではなく 0.5 ～ 50µm 程
度の不定形の形状を呈していた．PBS7 ～ 10 の擬似
体液はブランク試験で示したように，アパタイトに

図４： 40℃に保持した PBS2-10 の擬似体液に sHAp を 0.1g 添
加して 60 分後に生成した sHAp2 ～ 10 の XRD 図形

図５： 40℃に保持した PBS-2-10 の擬似体液に sHAp を 0.1g 添
加して 60 分後に生成した sHAp2 ～ 10 の SEM 写真

　　　(a) sHAp2，(b) sHAp3，(c) sHAp4，(d) sHAp5，
　　　(e) sHAp6，(f) sHAp7，(g) sHAp8，(h) sHAp9，
　　　(i) sHAp10
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3.4）�擬似体液への sHAp1の添加量による生成物質
の大きさの変化

　PBS-6 の擬似体液 1L に対して sHAp1 を 0.004g，
0.01g，0.1g 添加し生成した物質の SEM 写真を図６
に示す．これらの物質は図７の XRD 図形からすべて
HAp であることがわかった．またいずれの粒子も微
細な板状結晶が集合した構造をしている．
　図６より種結晶として sHAp1 を 0.01g，0.1g 添加
した sHAp01，sHAp6 の粒子径は，sHAp1 よりも 5
倍から 10 倍程度に成長した球状を呈していた．
　一方，sHA004 の粒子はドーム型の形状をしている．
それぞれの板状結晶は厚さ 0.1 ～ 1.0µm とサブミクロ
ンサイズであった．表面から観察できるそれぞれの
板状結晶は sHAp1 を構成する板状結晶よりも若干大
きく成長している．ドーム状粒子の粒子は直径 50 ～
103µm，高さ 47 ～ 60µm と sHAp1 よりも 100 倍以
上に成長していた．
　このように PBS-6 中では種結晶の添加量がもっと
も少ない sHAp004 がもっとも大きく結晶成長してい
た．図２より PBS-6 は準安定領域と考えられる組成
である．そのため液中での新たな核生成は抑えられ，
さらに添加する種結晶を少量にすることにより一つ一
つの種結晶に対する液中からの Ca と P の供給量が増
え結晶成長に寄与した結果，粒子径が種結晶よりも
100 倍以上に成長したのであろう．
　 一 方，sHAp01，sHAp6 で は 種 結 晶 の 添 加 量 が
sHAp004 よりも多いため，一つ一つの種結晶に対す
る液中からの Ca と P の供給量が制限され 5 倍から
10 倍程度の結晶成長にとどまったと考えられる．
　さらに種結晶添加後に 60 分の保持時間を与えるこ
とで種結晶を分散させ，すべての表面に Ca と P の供
給を可能にすることでさらに結晶成長した．しかし，
本研究では，ある程度結晶成長した時点で生成物が沈
殿してしまい，その後の Ca と P の供給が異方的に行
われたため，球状ではなくドーム状の結晶が得られた
のであろう．

図６： 40℃に保持した PBS-6 の擬似体液に 60 分間 sHAp1 を
添加して得られた物質の SEM 写真

　　　sHAp004，sHAp01，sHAp1(a)sHAp1，
　　　(b) ～ (d)sHAp004，(e)sHAp01，(f)sHAp6

４．結　論

　微細な結晶が絡まりあって形成された，粒径が数十
µm 以上の球状のアパタイトを作製することを目的と
した．
　擬似体液中で，数 µm の球状のアパタイトを生成さ
せこれを種結晶として様々な組成の擬似体液に添加し
て得られる物質を観察した．

図７：sHAp004 と sHAp01 の XRD 図形
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　１． アパタイトに対して不安定領域の組成の擬似体
液中では，種結晶を添加しなくても不定形のア
パタイトが生成した．

　２． アパタイトに対して準安定域の擬似体液では種
結晶の添加により得られるアパタイトの粒径は
5 倍から 100 倍に成長した．

　３． 種結晶の添加量が少ないと粒子径は 100 倍程度
にまで成長しドーム状の形状のアパタイト粒子
が得られた．種結晶が少ないと個々の結晶に対
して液中から供給される Ca と P の量が増え結
晶成長が促されることが示唆された．

　４． 球状ではなくドーム状の粒子形状になったのは，
擬似体液中で種結晶が結晶成長後沈殿し，その
後の Ca と P の供給が一方向から行われたため
であろう．
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Abstract

The sequence of newly formed odontoblasts induced by colchicine was studied by an autoradiographic technique 
using 3H-proline in the rat incisor pulp.
    Four days after colchicine administration, marked cell proliferation and revascularization were observed in 
the necrotic pulp tissue.
    On the 6th day after colchicine administration, an organic matrix heavily labeled with 3H-prolin appeared in 
the cell proliferation zone and vascularity was observed adjacent to the organic matrix.
    The number of silver grains over the organic matrix was significantly greater than that over the other pulp 
tissue and that over the cell proliferation zone after 4 days.
    On the 8th day after colchicine administration, odontoblast-like cells were seen in the area of vascularity in 
contact with the organic matrix. The number of silver grains over odontoblast-like cells was significantly greater 
than that over the organic matrix on the 8th day or on the 6th day.
    On the 10th day after colchicine administration, new odontoblasts and predentine were clearly ovrerved in 
contact with the organic matrix.
    The number of silver grains over the new odontoblasts and pre-dentine was also heavily labeled with 3H-prolin.
    These findings suggest that new odontoblasts develop from perivascular mesenchymal stem cells during 
reparative dentinogenesis after colchicine destruction.

Key word: odontoblast, colchicine, autoradiography, revascularization, pericyte
(J Bio-Integ 7 : 73 - 79, 2017.)

1. Introduction

Histological and autoradiographic studies using 3H-
thymidine have been conducted to assess reparative 
dentinogenesis in association with post-operative dif-
ferentiation of odontoblasts. These studies suggest 

that fibroblasts in the pulp are able to differentiate 
into odontoblasts 1-3). On the other hand, undifferen-
tiated mesenchymal cells adjacent to blood vessels 
may differentiate into odontoblasts 4-6).
    It has been reported that colchicine binds specifi-
cally to the subunit of microtubules, preventing their 
assembly 7-9), which leads to inhibition of the secretory 
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process 10), destruction of the plasma membrane, and 
finally cell death 11-13). Studies 14,15) on reparative dentin-
ogenesis after colchicine administration have shown 
that, following the destruction of pulp cells including 
the odontoblastic layer, reparative dentine was pro-
duced by newly formed odontoblasts or odontoblast-
like cells.
    Studies of reparative dentinogenesis have not clari-
fied the mechanism that stimulates new odontoblast 
formation. Our study aimed to clarify the develop-
mental sequence resulting in new odontoblasts after 
colchicine destruction by an autoradiographic tech-
nique using 3H-prolin, and elucidate the subsequent 
mechanism for repair of hard tissue.

2. Materials and Methods

Thirty male Wistar rats, aged 35  40 days and with 
a body weight of 130  140 g, were used in the pres-
ent experiments. Rats were divided into 6 groups of 
5 animals. Four groups of 5 animals were injected 
intravenously with colchicine (Merck, Darmstadt, 
Germany) at a dose of 0.1 mg/100 g body weight. 
One group of 5 rats, used as controls, received an 
equivalent intravenous injection of physiological sa-
line. The remaining group of five rats was used to es-
timate the autoradiographic background and did not 
receive any injections. Colchicine-injected rats were 
sacrificed by decapitation under ether anesthesia at 
4, 6, 8 or 10 days after colchicine administration. The 
twenty rats in the colchicine groups at 4, 6, 8 and 10 
days and the five rats in the control group (25 rats in 
total) received 100 μCi of 3H-proline (Specific activity: 
27.2 Ci /m mol; New England Nuclear, Boston, MA) 
per 100 g of body weight intraperitoneally 30 min 
before sacrifice.
    After sacrifice, maxillary incisors were removed 
and fixed immediately in phosphate-buffered glutar-
aldehyde-formalin solution (pH 7.2) for I week at 4°C 
16) and demineralized with 10 per cent EDTA-2Na so-
lution for 2 weeks. After dehydration, samples were 
embedded in glycol-methacrylate resin (Nissin, To-

kyo).
    Sections were cut longitudinally at 2 µm 17), and 
3 serial sections were mounted on microscopic glass 
slides and coated with an autoradiographic emulsion 
(Sakura NR-M2; Konishiroku, Tokyo, Japan) by the 
dipping method 18). Emulsion coated sections were ex-
posed for 6 months at 4°C in a dark room, developed 
in Sakura Konidol X developer and fixed in Konifix 
fixer (Konishiroku) for 7 minutes each at 17°C in a 
dark room. They were stained with azure-blue and 
eosin. Among the serial sections from each rat, one 
representative section was selected for microscopic 
observations.
    Silver grains were counted over the pulp tissue 
in a region where the labial dentine was 150 µm in 
thickness. Pulp tissue was divided into 16 segments 
from the dentinal surface toward the central region 
of the pulp using an ocular graticule. Figure 1 is a 
schematic representation of the segments. Each seg-
ment is 90 µm x 45 µm (4050 µm2). Grain counting 
was performed under a microscope at a magnification 
of x1250.
    The number of silver grains /1000 µm2 was cal-
culated in each segment. Differences in mean values 
were statistically analyzed using Student’s t-test.
    The autoradiographic background was analyzed 
by calculating the number of silver grains over the 
sections obtained from rats that were not injected 
with 3H-proline, and was found to be 5.95±0.24 /1000 
µm2.

Fig. 1:  Sections of pulp tissue for counting silver grains. One 
segment is 45 x 90 μm. ODL: odontoblastic layer.
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3. Results

Four days after colchicine administration, numerous 
stellate-shaped mesenchymal cells and blood vessels 
(V) were observed in the cell proliferation zone, in ad-
dition to necrotic tissue (NT) (Fig. 2).
    Six days after colchicine administration, the or-
ganic matrix (OM) contained many polygonal-shaped 
mesenchymal cells and blood vessels (V) (Fig. 3). 
There were numerous silver grains over the polygo-
nal-shaped mesenchymal cells in the organic matrix, 
and only a few silver grains over the vascularity un-
der the organic matrix after 6 days (Fig. 4).
    Eight days after colchicine administration, there 
were columnar-shaped odontoblast-like cells and 
polygonal-shaped mesenchymal cells in the vascular-
ity (Vs) under the organic matrix. Numerous silver 
grains were observed over the short columnar odon-
toblast-like cells or polygonal-shaped mesenchymal 
cells (Fig. 5).
    Ten days after colchicine administration, there 
were columnar-shaped new odontoblasts (NOD) 
aligned in contact with new pre-dentine under the or-
ganic matrix. Silver grains were found predominantly 
over the new odontoblasts or pre-dentine (Fig. 6). In 
control animals, many silver grains were counted 

with odontoblasts (OD) and pre-dentine (PD) (Fig. 7).
    Silver grains over the pulp tissue were counted at 
4, 6 and 10 days after colchicine administration (Fig. 
8). Four days after colchicine administration, no statis-
tically significant differences were found in the num-
ber of silver grains over the cell proliferation zone 
(segments 3-16). After 6 days, the number of silver 
grains over the organic matrix (segments 1-8) was 
significantly greater than that over the other pulp 
tissue (segments 9-16) (p<0.05-0.01), and that over the 
cell proliferation zone at 4 days (p<0.02-0.01). After 10 
days, the number of silver grains over the pulp tis-
sue containing the new odontoblasts (segment 9) was 
significantly greater than that over the pulp tissue 
at 4 and 6 days (p<0.02-0.01), and was the greatest of 
any segment of pulp tissue at 10 days (p<0.02-0.001).
    Silver grains over the pulp tissue in contact with 
the organic matrix were counted at 6, 8 and 10 days 
after colchicine administration (Fig. 9). The number of 
silver grains at 8 days was significantly greater than 
at 6 days (p<0.05) and at 10 days, was significantly 
greater than at 8 days (p<0.05).
    The number of silver grains over the odontoblasts 
(OD) in the control animals and new odontoblasts 
(NOD) at 10 days after colchicine administration are 
shown in Figure 10. There were no significant differ-
ences between the number of silver grains over new 

Fig. 2:  Pulp tissue at 4 days after colchicine administration. Nu-
merous stellate-shaped mesenchymal cells, blood ves-
sels (V) in necrotic pulp tissue (NT). Azure-eosin. x520

Fig. 3:  Pulp tissue at 6 days after colchicine administration. 
Organic matrix (OM) is present in the pulp. V: blood 
vessel. Azure-eosin. x520
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odontoblasts and the odontoblasts in control animals. 

4. Discussion

Our data indicate that following colchicine adminis-
tration, reparative dentinogenesis occurs subsequent 
to the destruction of dental pulp tissue 14,15,19). Senzaki 
15) has shown that reparative dentinogenesis after 
colchicine-induced destruction can be divided into 3 
stages; first, cell proliferation and revascularization, 

then formation of organic matrix, and finally dentine 
formation.
    Our study uses autoradiography to show the de-
velopment of new odontoblasts in reparative dentino-
genesis after the injection of colchicine and 3H-proline.
   Four days after colchicine administration, many 
stellate-shaped mesenchymal cells were present with 
revascularization in necrotic pulp tissue, and these 
cells appear to have the same phenotype, based on 
cell shape and matrix protein synthetic activity (Figs. 

Fig. 4:  On the 6th day, in the organic matrix (OM), silver grains 
are prominent over the polygonal-shaped mesenchymal 
cells and blood vessels (V) are clearly present adjacent 
to the organic matrix. Azure-eosin. x520

Fig. 6:  Pulp tissue at 10 days after colchicine administration. 
New odontoblasts (NOD) and new pre-dentine (arrow). 
Azure-eosin, x520

Fig. 7:  Pulp tissue in control animals. Odontoblasts (OD) and 
pre-dentine (PD). Azure-eosin. x520

Fig. 5:  At 8 days after colchicine administration, short colum-
nar odontoblast-like cells (arrow) are seen in the vascu-
larity (Vs) under the organic matrix (OM). Numerous 
silver grains are seen over odontoblast-like cells and 
polygonal-shaped mesenchymal cells. Azure-eosin. x520
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Fig. 8:  Number of silver grains per 1000 µm2 over the pulp 
tissue on the 4th (triangles), the 6th (circles) and the 
10th (squares) day after colchicine administration. 3H-
proline was injected into animals at 30 min before sac-
rifice. The broken line indicates background radiation 
(5.95±0.24/1000 µm2). Vertical bars represent standard 
error. Fig. 9:  Mean number of silver grains over pulp tissue in seg-

ment 9 adjacent to the organic matrix at 6, 8 and 10 
days after colchicine administration. Vertical bars rep-
resent standard error. a-b and b-c are statistically sig-
nificant at p<0.05, and a-c are statistically significant 
at p<0.01.2 and 8). The large number of stellate-shaped cells 

may be multiplied by the perivascular mesenchymal 
stem cells or pericytes.
    It has been reported that perivascular mesenchy-
mal stem cells correspond to adventitial fibroblastic 
cells in vivo, originating from pericytes in some or-
gans 20), and that VEGF guides angiogenic sprouting 
utilizing the endothelial tip of cell filopodia resulting 
from multiplication of blood vessels 21).
    After 6 days, the polygonal-shaped cells in the 
organic matrix had higher matrix protein synthetic 
activity than other mesenchymal cells in the same 
pulp tissue or the cell proliferation zone at the 4th 
day (Figs. 3, 4 and 8). The present study showed that 
the organic matrix forming cells were derived from 
perivascular mesenchymal stem cells.
    By 8 days, the synthetic activity over the peri-
vascular mesenchymal stem cells in contact with the 
organic matrix increased, and then odontoblast-like 
cells were seen in the vascularity (Figs. 5-9). The or-
ganic matrix may be the trigger for induction of the 
odontoblast-like cells from the perivascular mesen-
chymal stem cells.

Fig. 10:  Mean number of silver grains over new odontoblasts 
(NOD) at 10 days after colchicine administration and 
over odontoblasts (OD) in the control.
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    It has been reported that a group of connective tis-
sue cells has the exceptional ability of mutual change 
22), suggesting that immature fibroblasts in the con-
nective tissue differentiate into chondrocytes or os-
teoblasts via various signal proteins and extracellular 
matrix 23).
    At 10 days, new odontoblasts were observed in 
contact with the organic matrix and had practical-
ly the same synthetic activity for matrix protein as 
odontoblasts in the control animals (Fig. 10).
    In an ultrastructural study, Yamada et al. 24) report-
ed that newly formed odontoblasts after colchicine 
administration are similar to normal odontoblasts 
with regard to their initial calcification process.
    It has been reported that collagenous matrix 25) 
or collagen of the extracellular milieu 26,27) provides 
positional information locally at critical phases of mor-
phogenesis or biological specificity, and that the in 
vivo action of PDGF affects odontoblastic differentia-
tion 28). A recent study 29) has shown that perivascu-
lar mesenchymal cells or pericyte-derived cells may 
be related to odontoblast differentiation in the tip of 
mouse incisors.
    The present autoradiographic findings using 3H-
proline indicate that the developmental sequence of 
the new odontoblast formation adjacent to the or-
ganic matrix after colchicine administration is: first, 
appearance of perivascular mesenchymal stem cells; 
then deposition of organic matrix; and finally, differen-
tiation of newly formed odontoblasts from pericytes. 
Our results indicate that sufficient revascularization, 
precursor cells and signal molecules are important in 
regenerative dentin formation.

5. Conclusion

The sequence of newly formed odontoblasts induced 
by colchicine was studied by an autoradiographic 
technique using 3H-proline in the rat incisor pulp. It 
was suggest that new odontoblasts developed from 
perivascular mesenchymal stem cells during repara-
tive dentinogenesis after colchicine destruction.
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Abstract

Polyetheretherketone (PEEK) is a semi-crystalline polymer with outstanding mechanical properties, bone-like 
stiffness and suitable biocompatibility that has attracted much interest as a biomaterial for dental implants. 
However, the bio-inert surface of the PEEK limits its medical applications when direct osteintegration between 
the implants and the host tissue. In this work, we fabricated hydroxyapatite (HA) thin films on a PEEK sub-
strate with a titanium (Ti) intermediate layer using a sputtering to improve adhesion strength of the HA film 
to the PEEK. The HA film was not coated without the Ti intermediate layer, whereas the HA films with the Ti 
intermediate layer was successfully fabricated on the PEEK regardless of the thickness of the Ti intermediate 
layers. The HA films with 5 and 10 nm Ti intermediated layer have transparency. In the cell culture, the bone 
formation area on the HA film with 100 nm Ti intermediated layer was larger than that on the HA film with 5 
nm Ti intermediated layer.

(J Bio-Integ 7 : 81 - 85, 2017.)

１．緒　言

　現在，歯科インプラントの材料はチタン金属が主流
になっている．しかし，チタン金属にもいくつかの課
題が指摘されている．一つは，チタンのヤング率は
100GPa と生体骨（2 ～ 10GPa）に比べて，極めて高
いことから，骨とチタンの界面に応力集中が発生し，
骨吸収の懸念が指摘されている 1）．また，チタン色が
歯茎を透けてしまうことによる審美性の低下等もあ

る．そこで，従来のチタンインプラントに加え，審美性，
骨との応力適合性に優れた，メタルフリーな樹脂であ
る polyetheretherketone（PEEK）材が欧米を中心に
注目を集めている．PEEK は白色の樹脂材料で，ヤン
グ率が 3 ～ 5GPa と生体骨に近く，応力集中の問題が
生じにくい 2）．このため，1990 年代には，整形外科
用インプラントとして上市されている 3）．
　しかし，PEEK 材は生体不活性で骨と結合できな
いため，骨親和性に優れるハイドロキシアパタイト

（HA）のコーティングが報告されてきたが，HA 膜の
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密着性が課題となっている 4,5）．スパッタリング法に
よる HA 薄膜コーティングは，比較的，高い密着性が
得られるコーティング手法であるが，相手材が PEEK
の場合には，膜の密着性は高くない．一方，スパッタ
リング法による PEEK 材への Ti コーティングは報告
されており，Ti をコーティングした PEEK 材は歯科
インプラントのレベルを満足する密着性が得られてい
ることが報告されている 6）．また，スパッタリング法
により Ti 基板上に作製された HA 膜の密着性も高い
ことが知られている．これらの事実から，Ti を中間
層とすることで，PEEK 材に HA をコーティングす
ることが可能となると考えられる．
　そこで，本研究では，スパッタリング法による Ti
中間層及び HA 薄膜の作製を試み，密着性，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 PEEK（10 × 10 ×
2mm）を使用し，Ti 成膜条件は圧力 0.5Pa，放電電
力 100W とし，HA 成膜条件は圧力 0.5Pa，放電電力
60W ととした．Ti の膜厚を 5 ～ 100nm，HA の膜厚
を 1µm とした．また，審美性評価の観点から，透過
性を確認するため，石英基板への成膜試料も作製した．
成膜した 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，膜の表面観察により，膜の剥離状態及び透
明性を評価した．
　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．サンプ
ルには，Ti 中間層 5nm と 100nm に HA を成膜した
Ti5nm-HA と Ti100nm-HA，HA を成膜していない
Ti5nm 及び Ti100nm を用い，いずれのサンプルも水
熱処理を行った．また，コントロールとして，PEEK
板及び Ti 板を用いた．

３．結果及び考察

１）薄膜の表面観察及び透明性評価
　図１には，水熱前の各膜厚の Ti 中間層を持つサン
プル写真を示す．Ti 中間層を持たないサンプル (a) は，
HA 膜が PEEK 材に密着していないため，HA 膜が皺
状になっていることがわかる．Ti 中間層を持つ (b) ～
(e) については，膜の剥離は認められなかった．剥離
が認められた (a) 以外のサンプルについて，水熱処理
を行った（図２(b’) ～ (e’)）．いずれの膜にも剥離等
は観察されなかったことから，Ti 中間層を用いるこ
とで，HA 膜の密着性が向上したと考えられる．
　図３には膜の透明性を評価するため，石英板上に成
膜したサンプルを示す．コーティングは上半分のみに
施されている．写真から，水熱処理の有無に関わらず，
Ti 中間層 50nm 以上では金属光沢があり，透明性は
認められない．一方，Ti 中間層 10nm 以下では，うっ
すらと灰色が認められるが，透明性は確保されている．
特に，Ti 中間層 5nm では，石英板単体と比較しても
高い透明性が確保されている

図１：PEEK 基板上における Ti-HA 膜（水熱前）
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２）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．Ti 板-HA は Ti 基板に HA を成
膜した従来のスパッタ HA 膜のことである．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，骨形成面積は，Ti100nm-HA と Ti 板
-HA が最も高く Ti100nm-HA については，HA 膜が
PEEK 板に付与されることで，従来の Ti 板-HA に匹
敵する骨親和性を示したと考えられる．一方，同様に
HA が付与された Ti5nm-HA については，Ti100nm-
HA と比べて，有意に低い値となった．この理由とし
て，膜のクラックが考えられる．図６には，Ti5nm-
HA と Ti100nm-HA の培養後の拡大顕微鏡写真を示
す．図より Ti5nm-HA では，HA 膜にクラックが入っ
ている．一方，Ti100nm-HA では膜のクラックは認め
られなかった．このことから，Ti5nm-HA 上の骨芽細
胞の骨形成面積が Ti100nm-HA を下回った理由とし
て，このクラックが骨芽細胞の骨形成を阻害した可能
性が考えられる．膜のクラックは，細胞培養の実験前
には確認されていないことから，培養液への浸漬中に
発生したと考えられる．
　この理由として，浸漬により水分が膜内に侵入し，
膜自体のクラックが発生しやすくなった点と HA 膜
の残留内部応力が考えられる．スパッタリングによ
る成膜及びそれに続く水熱処理により，HA 膜には
PEEK 基板と HA の熱膨張係数の違いから，内部応
力が発生すると考えられる．この HA 膜の残留内部
応力による膜の変形に対し，HA より柔らかい下地で
ある Ti 層が追随することで，HA 膜の剥離が低減さ
れると考えられるが，膜厚が 5nm のような極薄チタ
ン層では，HA 膜の応力変形に Ti 層が追随できず，
HA 膜のクラックあるいは剥離に至った可能性が考え
られる 7）．

図２：PEEK 基板上における Ti-HA 膜（水熱後）

　　  図３：石英基板上における Ti-HA 膜
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４．結　論

　スパッタリング法を用いて，PEEK 基板上に HA
薄膜を作製し，密着性評価及び骨芽細胞による骨親和
性を評価した．
　１） Ti を中間層とすることで，PEEK 基板上への

HA 成膜が可能であることが示唆された．
　２） Ti 中間層の膜厚が 10nm 以下では膜の透明性

が確認された．
　３） 骨芽細胞による骨形成面積では，Ti 中間層

100nm の HA 膜が最も高い骨形成面積を示し，
Ti 中間層 5nm の HA 膜においては，低い骨形
成面積に留まった．
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図４：各種膜上における骨形成観察写真

図５：各種膜上における骨形成面積（*：p < 0.05）

図６： 骨形成培養後の拡大写真（(a)Ti5nm-HA, (b)Ti100nm-
HA）
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抄　録

　骨との応力適合性，審美性に優れた polyetheretherketone
（PEEK）材の骨親和性を高めるため，スパッタリング法によ
る HA 膜の成膜を試みた．HA 膜と PEEK 材の密着性を向上
させるため，中間層に Ti を用い，中間層の膜厚による透明性，
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，ターゲットには，Ti
と HA 用い，Ti の膜厚を 5 ～ 100nm，HA の膜厚を 1µm とした．
成膜後は，120℃で 24 時間水熱処理を行い，結晶化した．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．
　Ti 中間層を持つ HA 膜は，PEEK 基板上への HA 成膜が可
能であった．また，Ti 中間層の膜厚が 10nm 以下では膜の透
明性が確認された．骨芽細胞による骨形成面積では，Ti 中間
層 100nm の HA 膜が最も高い骨形成面積を示し，Ti 中間層
5nm の HA 膜においては，低い骨形成面積に留まった．Ti 中
間層 5nm の HA 膜の骨形成が不十分だった理由として，培養
中に HA 膜にクラックが入ったことが一因として考えられた．
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Abstract

Dental implants are often used to replace missing teeth, for aesthetic and practical purposes. The most common 
material used for dental implants is titanium, which has been used for over 40 years. New ceramic materials and 
composites have been developed to replace titanium-based dentures. However, these materials can suffer from 
discoloration, degradation, failure, and cause allergic reactions in patients. Recent studies have shown that the 
surface of the material plays a significant role on its stability and osseointegration. In this study, we modified 
the surface of a ceria-stabilized tetragonal ZrO2 polycrystalline ceramic-based nanostructured zirconia/alumina 
composite (NANOZR) material and titanium-based materials, and evaluated their osteoblast response includ-
ing the gene expression of rat bone marrow cells on their surface. Modification of the NANOZR and titanium 
implant surface by alkali treatment promoted osteogenic gene expression. The increase in the osteogenic gene 
expression was attributed to the change in the mechanical and chemical surface properties. The findings indicate 
nanotopographical surface modifications can improve the osseointegration of zirconium-based implants.

Keywords: Dental implants, titanium, zirconium, osseointegration
(J Bio-Integ 7 : 87 - 94, 2017.)

1. Introduction

Dental implants are used in many patients includ-
ing those with missing teeth. Pure titanium is the 
most used dental implant material. Titanium ma-
terials have been used for 40 years, and have had 
high success rates. However, titanium implants have 

a few problems 1-3). One is the possibility of titanium 
implants forming a grayish color through the peri-
implant mucosa, which affects the aesthetic result. 
Another problem is that several studies have shown 
that titanium implants have caused allergic reactions 
in patients.
    Zirconia has a good chemical and mechanical sta-
bility, a high mechanical strength and toughness, and 
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a Young’s modulus similar to that of stainless-steel 
alloys. It has been used in ceramic materials as a 
dental implant material. Most of the zirconia used in 
dentistry is in the form of 3 mol% yttria-stabilized 
tetragonal zirconia polycrystals (3Y-TZP). The 3Y-
TZP dental implants have been demonstrated to be 
comparable to titanium implants in terms of bone dif-
ferentiation in in vitro and in vivo studies. However, 
3Y-TZP dental implants can undergo low-tempera-
ture degradation in an oral environment, which can 
result in drastic failure of the implant. In addition, the 
fracture strength resistance of zirconia implants can 
be reduced by the mode of preparation and cyclic 
loading. 4-6)

    Ceria-stabilized tetragonal zirconia polycrystals 
(Ce-TZP) and alumina polycrystals (Al2O3) have been 
combined to generate a ceria-stabilized tetragonal 
ZrO2 polycrystalline ceramic-based nanostructured 
zirconia/alumina composite (NANOZR), in which 
Al2O3 nanoparticles are dispersed among Ce-TZP 
granules. 7-9) This material is highly resistant to low-
temperature degradation and is especially useful for 
load-bearing applications such as dental implants, ex-
hibiting greater flexural strength and fracture tough-
ness and more than twice the cyclic fatigue strength 
of 3 mol% yttria-stabilized tetragonal zirconia poly-
crystals (3Y-TZP) . 10)

    Several investigations have implicated the impor-
tance of the implant surface on the nanoscale topo-
graphic control of cell adhesion 11–13) and the influence 
bone differentiation. 14,15) The structures used in this 
study were nanostructures similar to titanium dioxide 
(titania, TiO2) nanotubes, created by the deposition of 
titanium using TiO2 sputtering, and were named tita-
nium nanosheets (TNS). 16) W showed that nanotubes 
and TNS can be formed on titanium metal surfaces 
by treatment with 10 M NaOH aqueous solution at 
30°C, and the treatment with NaOH aqueous solu-
tion produces a rough, nanoscale surface. A previous 
study reported that TNS produced through chemical 
processing promoted osteogenic differentiation of rat 
bone marrow (RBM) cells 17-19). Nishizaki showed that 

similar to alkali-modified titanium, the alkaline treat-
ment of NANOZR promoted RBM cell adhesion and 
osteogenic differentiation 20).
    The aim of this study was to evaluate the osteo-
blast response to different materials (alkali–modified 
titanium, alkali-modified NANOZR, and NANOZR), in-
cluding the evaluation of gene expression of rat bone 
marrow cells, with the goal of increasing the success 
of titanium implants.

2. Materials and Methods

Sample�Preparation
Titanium and NANOZR disks (Panasonic Health Care 
Co, Japan) with a diameter of 15 mm and thickness of 
1.5 mm were used. The surface of the NANOZR disk 
was first polished with a diamond wheel (#400) using 
a grinding machine (Surface Grinder PSG52DX, Oka-
moto Machine Tool Works, Ltd., Gunma, Japan) and 
with a slurry paste of diamond particles (6–12 μm, 
2–6 μm, 0–1 μm) using a polishing machine (Compact 
Desktop Lapping System EJ-3801N, ENGIS JAPAN 
Corporation, Kanagawa, Japan). The disks were im-
mersed in 10 M aq. NaOH and maintained at 30°C 
for 24 h. The solution in each flask was replaced with 
distilled water (200 mL) until the solution reached a 
conductivity of 5 μS/cm. Samples were then dried 
at room temperature. All disks were divided into 3 
groups: NANOZR, alkali-modified NANOZR, and al-
kali-modified titanium (called TNS).

Surface�Characterization
The surface topography of the samples was quali-
tatively evaluated by scanning electron microscopy 
(SEM; S-400; Shimadzu, Kyoto, Japan) and scanning 
probe microscopy (SPM; SPM-9600; Shimadzu). The 
composition of the coating was analyzed by X-ray 
photoelectron spectroscopy (XPS; Kratos Analytical 
Axis Ultra DLD electron spectrometer; Kratos Instru-
ments, Manchester, UK) using a monochromatic Al 
Kα X-ray source. Argon-ion etching was performed 
for 2 min (evaporation rate 5 nm/min) on each sample 
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to remove surface contaminants.

Cell�culture
The RBM cells were isolated from the femurs of 
8-week-old Sprague-Dawley rats. This study was 
performed under the Guidelines for Animal Experi-
mentation at Osaka Dental University (Approval No. 
16-08001). Briefly, rats were euthanized using 4% iso-
flurane, and the bones were aseptically excised from 
the hind limbs. The proximal end of the femur and 
distal end of the tibia were clipped. A 21-gauge nee-
dle (Terumo, Tokyo, Japan) was inserted into the hole 
in the knee joint of each bone, and the marrow was 
flushed from the shaft with a culture medium, com-
prising Eagle’s minimal essential medium (EMEM; 
Wako Pure Chemical Industries, Osaka, Japan) sup-
plemented with 10% fetal bovine serum (FBS; Invi-
trogen, Life Technologies, Carlsbad, CA, USA), 500 
U/mL penicillin (Cambrex Bio Science Walkersville, 
Walkersville, MD, USA), 500 µg/mL streptomycin 
(Cambrex Bio Science Walkersville), and 1.25 μg/mL 
fungizone (Cambrex Bio Science Walkersville). The 
resulting bone marrow pellet was dispersed by tritu-
ration, and the cell suspensions from all the bones 
were combined in a centrifuge tube. Rat bone mar-
row cells were cultured in 75-cm2 culture flasks (Fal-
con, Becton Dickinson Labware, Franklin Lakes, NJ, 
USA) in a culture medium.
    After reaching confluence, the cells were removed 
from the 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) con-
taining test or control titanium disks. The cells were 
cultured at 37°C in a humidified atmosphere of 5% 
CO2/95% air.

Osteogenesis-related�gene�expression
The expression of osteogenesis-related genes was 
evaluated using a real-time TaqMan RT-PCR assay 
(Life Technologies). The RBM cells were seeded in 
4×104 cells/cm2 and cultured for 3 and 7 days. The 

total RNA was isolated using an RNeasy Mini Kit 
(Qiagen, Valencia, CA, USA). Aliquots (10 µL) of RNA 
from each sample were reverse-transcribed into 
cDNA using a PrimeScript RT Reagent Kit (TaKaRa, 
Tokyo, Japan). The expression levels of osteogenesis-
related genes, Runx2, alkaline phosphatase (ALP), 
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 (Nippon 
Gene, Tokyo, Japan) were added to each well of a 
Fast 96-well Reaction Plate (0.1-mL well volume; Ap-
plied Biosystems), and subjected to 40 reaction cycles 
at 95°C for 1 s and 60°C for 20 s. The reactive gene 
expression rates were calculated using the ΔΔCt 
method in each group, and expressed relative to the 
corresponding gene expression rate in the negative 
control group.

Statistical�Analysis
The data were analyzed using SPSS 19.0 software 
(SPSS, Chicago, IL, USA). One-way analysis of vari-
ance followed by a Student–Newman–Keuls post hoc 
test was used to determine the level of significance. 
A value of p < 0.05 was considered to be significant, 
and p < 0.01 was considered to be highly significant.

3. Results

Sample�Preparation
The SEM observations revealed no structural chang-
es on the NANOZR surface after immersion in NaOH 
solution (Fig. 1); however, a roughened surface was 
observed by SPM (Fig. 2). In contrast, the SEM and 
SPM images indicated that the alkali-modified tita-
nium disks formed a porous network (Figs. 1 and 2). 
In the XPS analysis, the intensity of the O1s peaks 
of both titanium and NANOZR increased after the 
NaOH treatment. However, the Na peak was not as-
signed in the NANOZR group. In contrast, the results 
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of wide-scan XPS surface chemical analysis of the 
TNS-modified titanium surface showed the presence 
of Ti and O on the titanium surface. In addition, the 
presence of Na was confirmed on the surface of the 
TNS-modified titanium surface (Figure 3).

Gene�expression
The expression levels of four osteogenesis-related 
genes, Runx2, ALP, BMP, and OPN were assessed 
by quantitative reverse transcription polymerase 
chain reaction (RT-PCR) (Figs. 4–7). The expression 
of Runx2 (Fig. 3) and ALP (Fig. 4) was significantly 
higher in the alkali-modified titanium and NANOZR 
groups than in the controls after a 3 d of culture. Af-
ter a 7 d culture, the expression levels of BMP (Fig. 5) 
and OPN (Fig. 6) were all significantly higher in the 
alkali-modified titanium and NANOZR groups than 
in the controls. There was no significant difference 
in the osteogenesis-related gene expression between 
the alkali-treated titanium and NANOZR.

Fig.1:

Fig.2:

Fig.3:

Fig.4:

Fig.5:

Fig.6:

Fig.7:
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Discussion
In this study, we investigated the difference in the 
response of the RBM cells to NANOZR implants that 
had undergone chemical surface modification to that 
of a TNS-modified titanium surface and unmodified 
NANOZR. The rat bone marrow cell differentiation 
markers ALP, OSX, BMP, and OPN showed elevat-
ed expression in samples containing alkali-modified 
NANOZR and titanium compared with those contain-
ing unmodified, polished NANOZR disks. However, 
there was no significant difference between the alka-
li-modified NANOZR and titanium. Our results sug-
gest that the investigation of osteoblast-specific gene 
expression in RBM cells adherent to different sur-
face topographies, such as the TNS structures in this 
study, can indicate changes that may be attributable 
to the size of the surface topographic features. The 
alkali-modified NANOZR surface promoted RBM cell 
adhesion, differentiation, and activation, which aug-
ments calcium deposition as well as that of an alkali-
modified titanium surface.
    Implant materials are in direct contact with hard 
and soft tissue and have to fulfill several require-
ments, of which stability, biocompatibility, and non-
toxicity are the most important. The biocompatibility 
of an implant material depends on its chemical, physi-
cal, and structural properties, which influence the cell 
response at the cell material interface. In particular, 
the surface properties of a biomaterial are important 
factors that govern its biocompability. 21) Recently, the 
importance of the nanostructure of a surface on the 
biological response has been recognized. Nanoscale 
modification of an implant surface could contribute 
to the mimicry of cellular environments and thus 
favor rapid bone accrual. For example, the surface 
roughness of bone is approximately 32 nm, within the 
nanoscale range. 22-25) Hence, a nanoscale topography 
may provide a biomimetic surface that would support 
hydroxyapatite mineral formation 26) of bone miner-
alization 27). Das et al. 28) showed enhanced cell adhe-
sion, proliferation, and bone differentiation cultured 
on oxidized implant surfaces with nanomodified tita-

nium surface. Kubo et al. 29) showed that the addition 
of nanostructures to a microroughened implant sur-
face stimulated the proliferation and differentiation 
of bone marrow cells. It has also been reported that 
the nanoscale modification of titanium implant sur-
faces altered the cellular and tissue responses, which 
would potentially benefit osseointegration and dental 
implant therapy 30). The detailed mechanism of osseo-
integration is still unclear. However, the osseointe-
gration properties of biomaterials can be assessed by 
examining the behavior of osteoblasts on the implant 
surface 31,32). Various studies have compared adhesion 
and differentiation of RBM cells on titanium and zir-
conia surfaces 31-33). Each kind of method has its own 
advantages.
    We used this method to prepare TNS-modified 
disks. We thought that TNS structures on the ti-
tanium surface might lead to the regulation of os-
teogenic differentiation of bone marrow cells and 
enhance mineralization. Recent research has shown 
that treatment with a NaOH aqueous solution pro-
duces rough nanoscopic surfaces, and SEM images 
of our test disks revealed that the TNS-modified sur-
faces had good surface roughness without cracks. 17) 
Svanborg et al. showed that although surfaces could 
appear smooth at the micrometer scale, they could 
have considerable roughness at the nanometer scale. 
34) Other studies have shown that the nanoscale sur-
face modifications cause significant differences in the 
appearance of the surface in SEM images, notably 
including the surface of titanium discs modified with 
alkali solution. 35,36) These differences in the surface 
nanostructure are known to modulate gene expres-
sion related to osteogenic differentiation on titanium 
implant materials. A study by Fujino et al. 29) demon-
strated that TNS-modified titanium alloy disks were 
more hydrophilic and exhibited markedly improved 
wettability compared with unmodified disks. In addi-
tion, the studies by Xing 28) and Fujino 29) showed that 
surface roughness textures between 13 nm and 16 
nm were optimal for rat bone marrow cell culture.
    The potential of using zirconia as a dental implant 
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material has been previously investigated because of 
its mechanical properties, chemical stability, and aes-
thetic advantages 37,38). Zirconia implants have shown 
better osseointegration without causing inflamma-
tion, demonstrating biocompatibility 39-41). The surface 
morphology and chemical composition of zirconia is 
also superior to that of pure titanium. Zirconia-based 
NANOZR exhibits greater flexural strength and frac-
ture toughness than conventional 3Y-TZP, making it 
a suitable material for use in dental implants. Accord-
ingly, a recent study found that the Ra of the alkali-
treated NANOZR surface was higher than that of the 
untreated specimen. A study investigating the osteo-
blastic response to different zirconia surface topogra-
phies found that cell adhesion was higher on rough 
than on smooth surfaces [35,36]. Our results indicate 
that the surface topography of zirconia is an impor-
tant factor for improving the initial behavior of osteo-
blasts. NANOZR has a characteristic topography con-
sisting of several 10–100 nm ZrO2 particles trapped 
within the Al2O3 grains. Nanometer-sized grains have 
been shown to enhance protein adsorption, osteoblast 
adhesion, and osteogenic differentiation 42). Nanoscale 
ZrO2 and Al2O3 grains also affect surface energy and 
consequently, the cellular response. Our XPS analy-
sis revealed that the intensity of the O1s peaks was 
increased whereas those of the Zr3d and C1s peaks 
were decreased by the NaOH treatment, resulting in 
a smaller contact angle. In general, zirconia surfaces—
including the NANOZR surface—are covered with a 
zirconia oxide layer that can react with the NaOH 
solution. We observed that the hydrated zirconium 
oxide layer formed an amorphous structure whose 
thickness increased with NaOH treatment time. Tita-
nium gel layers charged with Na+ ion form a titanate 
hydrogel layer. In contrast, the zirconia in NANOZR 
forms a Na-free zirconia hydrogel layer. Uchida et al. 
prepared zirconium metal at 95 °C for 24 h. The modi-
fication method used in our study is useful and easily 
accomplished because the incubation in NaOH is at 
room temperature, as this study demonstrates that 
low and high temperature methods increase RBM 

cell adhesion and osteogenic differentiation.
    In a recent study, we presented the response of 
rat bone marrow cells to three groups—alkali-treated 
NANOZR, untreated NANOZR, and alkali-treated ti-
tanium surface. There was no significant differences 
in the osteogenic activity between the alkali-treated 
NANOZR and alkali-treated titanium surface. How-
ever, the osteogenic activity of the alkali-treated 
NANOZR showed lower data than that of alkali treat-
ed titanium surface. In the case of the NaOH-treated 
titanium, Na+ ions were incorporated into the gel lay-
ers, which were formed by the NaOH treatment. 43) 
In contrast to the alkali-modified NANOZR surface, 
NAZOZR formed a Na-free zirconia hydrogel layer. 
This negatively charged hydrate reacted with the 
positively charged Na+ ions to form a sodium titanate 
layer. In contrast, NANOZR was assumed to rarely 
form such anion species, because of its higher corro-
sion durability than the titanium surface in a NaOH 
solution, thereby forming a thin Na-free zirconia layer 
on its surface. A recent study has shown that an alka-
li-treated zirconia surface shows a lower form apatite 
layer on its surface in an SBF solution than that of 
the alkali-treated titanium surface. 43)

    In conclusion, our study revealed that modifying 
a NANOZR and titanium implant surface by alkali 
treatment promoted osteogenic gene expression. The 
change in the mechanical and chemical surface prop-
erties was associated with increased osteogenic gene 
expression. However, the activity of Na+ showed a 
difference between the alkali-treated titanium surface 
and the NANOZR surface. Although further studies 
are needed to confirm these effects in vivo, our find-
ings indicate that the osseointegration of zirconium-
based implants can be improved by nanotopographi-
cal surface modifications.
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Abstruct

Purpose: Several bone grafting materials have been used in alveolar bone augmentation procedures. The purpose 
of this report was to evaluate the usefulness of a porous hydroxyapatite collagen.
    Case: A 61-years-old man referred to our clinic for dental implant treatment in the left maxilla, where alveolar 
ridge was extremely atrophied. Two implants were installed in adequate positions, however the buccal part of 
the implants remained out of the bone. The porous hydroxyapatite collagen (Refit, HOYA) was placed to cover 
the exposed implant, then primary wound closure was achieved. Four months later, the second surgery was 
performed. Alveolar ridge was augmented vertically and horizontally, and the  exposed implant body was com-
pletely covered with bone-like tissue.
    Conclusion:Porous Hydroxyapatite-Collagen was effective for alveolar bone regeneration.

(J Bio-Integ 7 : 95 - 97, 2017.)

１．緒　言

　近年主流になっている補綴主導型インプラント治療
では理想的な上部構造から逆算してインプラント埋入
ポジションを設定するが，抜歯後長期に経過した症例
や辺縁性歯周炎が進行した症例などでは骨量が不足し
ていることが多く，理想的な位置にインプラントを埋
入するためには骨増生処置を併用する必要がある．骨

増生術では自家骨移植術，骨延長術などの自家骨を用
いた方法が最も良好な結果を得ることができるが，ド
ナーサイトの侵襲性や骨延長器の装着・管理の繁雑さ
などの問題があるため，必ずしも選択できないのが現
状である．そのような問題を解決するため様々な骨補
填材が開発されており，他家骨・異種骨・人工骨など
が用いられているが，現在のところ選択基準に関する
コンセンサスはない．リフィット ®（以下 : リフィット）
は無機成分のハイドロキシアパタイト（低結晶性）と
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有機成分のコラーゲン（豚真皮由来Ⅰ型コラーゲン）
からなる多孔質ハイドロキシアパタイトコラーゲンで
あり，自家骨の組成に類似した骨補填材として主に整
形外科領域で使用されてきた。今回我々はインプラン
ト埋入と同時にリフィットを用いて骨造成処置を行っ
た症例を経験したので報告する．

２．症　例

　患者は 61 歳男性で既往歴に特記事項はない．2016
年 5 月，左上③ 4 ⑤ブリッジ動揺部へのインプラント
治療を希望し当院を受診した．
　口腔内所見：左上③ 4 ⑤ Br は動揺度 3 であった．
35 とも頬側歯肉が退縮しており，4 欠損部顎堤は著し
く陥凹していた．X 線所見では 35 とも根尖付近まで
骨吸収が進んでいた．

診断：左上 35 重度歯周炎・左上 4 部歯槽堤萎縮
　処置および経過：左上 35 を抜歯し，同部にインプ
ラント埋入および骨増生処置を行い，左上③ 4 ⑤イン
プラントブリッジによる補綴処置を行うこととした

（図１）．

CGF を混和し，スレッド露出部に補填した . さらにそ
の上にチタンメッシュ（ウルトラフレックスメッシュ
プレート 0.2㎜）を留置（図 2-2），減張切開を加えた
後閉創した（図３）．

図１：初 診 時
　　　診断：左上 35 重度歯周炎・左上 4 部歯槽堤萎縮

　2016 年 6 月に左上 35 を抜歯し，8 月に同部への
インプラント埋入および骨増生処置を行った．手術
に先立ち，骨増生処置に用いるため患者の静脈血を
20ml 採取し，直ちに遠心分離（メディフュージ）を
行い CGF を作成した．手術は局所麻酔下にて行っ
た．左上顎 3 番にはΦ 4mm x 11.5mm，左上顎 5 番
にはΦ 4mm x 10mm のインプラント（OSSTEM 社・
TSIIISA）を埋入したが，頬側スレッドが著しく露出
した（図 2-1）．そこでリフィットと術前に作成した

図 2-1：施 術 時
　　　 左上顎 3 番部において頬側スレッドが著しく露出した

図 2-2：リフィットと CGF を混和しスレッド露出部に補填
　　　　チタンメッシュを留置し減張切開後閉創

図３：埋入直後の┗ 3 部の CBCT 及びパノラマレントゲン像

　その後感染やチタンメッシュの露出などなく順調に
経過し，2016 年 12 月に二次手術および
　チタンメッシュの除去を行った，チタンメッシュ
の下には硬い骨様組織を認め，インプラント体は完
全に骨様組織に覆われていた（図４）．その後プロビ
ジョナルレストレーションを装着しエマージェンスプ
ロファイルや咬合を調整した後，2017 年 2 月にスク
リュー固定式最終補綴を装着した．現在術後 12 ヶ月
経過しており，6 ヶ月ごとのメインテナンスを継続し
ている．
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３．考　察

　骨再生には骨形成，骨誘導，および骨伝導の要素が
求められる . これらを全て具備しているのは自家骨の
みであるため，現在でも自家骨移植が骨再生治療の
GoldenStandard とされているが，ドナーサイトの侵
襲性や合併症などの問題があるため患者から選択され
ないことが多い . 一方，代替となる骨補填材として他
家骨，異種骨，人工骨などが使用されているが，上記
の全ての条件を満たすものはない . しかし近年，優れ
た骨伝導能を有する合成アパタイトが開発されてきて
いる .
　リフィットは骨伝導能を有するハイドロキシアパ
タイトと I 型コラーゲンの複合体である．その重量
比は 80:20 でオリジナルの骨とほぼ同様の組成であた
め、自家骨に代わる理想的な骨補填材として期待され
る . リフィットは 2013 年に販売開始されてから主に
医科（特に整形外科領域）で使用されていた．今回我々
はリフィットを GBR の骨補填材として使用したので，
その有用性について考察してみたい．
　リフィットは弾力性を持ち，メスやハサミなどで容
易に加工ができることから操作性に優れている．とく
に湿潤時にはスポンジのような弾力性を有していて患
部に隙間なくフィットすることができるため，GBR
における骨補填材として有用であると考える．本症例
においても，リフィットを患者から採取した静脈血に
湿潤させることにより欠損部顎堤に容易にフィットさ
せることができた．しかしその一方で，リフィット単
体では強度が不足しているため垂直的に骨増生を行う
のは難しい．GBR において良好な骨再生をえるため
にはチタンメッシュなどを併用した空間保持が必須と

図４：4 ヶ月後二次手術およびチタンメッシュの除去を行った
　　　インプラント体は完全に骨様組織に覆われていた

思われ，さらに垂直的に十分な骨再生を得るためには
スクリューによる Tenting effect を利用した確実なス
ペースメイキングが必要と思われた．
　今回の症例では埋入から二次手術時までの 4 ヶ月の
期間で，リフィット填入時とは明らかに硬さの異なっ
た骨様組織の形成が確認できた．今回の症例では倫理
上の観点から組織のバイオプシーは行えなかったが，
リフィットは気孔率が 95％と高く血液や成長因子な
どを吸収しやすいため早期に骨のリモデリングサイク
ルに取り込まれ骨組織へ置換されたと考えられる．現
在術後 12 ヶ月経過しているが，骨増生部の吸収など
はなく良好な経過を得ている（図５）．今後さらに長
期に経過観察を続ける予定である．

図５：CBCT 矢状断像

４．結　論

　今回，多孔質ハイドロキシアパタイトコラーゲンで
あるリフィットを用いて骨増生処置を行なったが，垂
直的に骨の増生を測る症例においてはチタンメッシュ
などのある程度の強度を有する材料を用いて確実なス
ペースメーキングを行う必要がある．
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Abstruct

Purpose: The objective of this study is to analyze our implant treatment in maxillary molar region.
    Material and method: Patients who took implant treatment in our clinic from 1st August 2015 to 31st July 
2016 were included in this study. The size of installed implants and used surgical procedures (crestal approach or 
lateral approach sinus lift) were analyzed. The residual bone height and width in maxillary molar regions were 
also analyzed by CT.
    Results: 1044 implants were installed in 374 patients and 368 implants (35.8%) were placed in maxillary mo-
lar region. The mean diameter and length of the implants installed in maxillary molar region were 4.4mm and 
8.9mm. Among them, 204 implants (55.4%) were placed using sinus floor elevation. The mean residual bone 
heights and width were 4.85mm and 9.81mm, respectively.
    Conclusion: The sinus lift is frequently used procedure in maxillary molar implant surgery. It is important to 
evaluate the anatomical features of maxillary molar region by CT before implant surgery.

Keywords : Sinus floor elevation,  Crestal approach sinus lift, Maxillary molar
(J Bio-Integ 7 : 99 - 104, 2017.)

１．緒　言

　上顎臼歯欠損部顎堤は骨量・骨質とも不良なことが
多いためインプラント治療は困難とされていたが，上
顎洞底挙上術など治療技術の進歩やインプラント体そ

のものの品質の向上により，これまで困難とされてい
た症例に対してもインプラント治療が行えるように
なった．そこで今回当院における上顎臼歯部インプラ
ント治療の詳細について検討したのでその概要につい
て報告する．
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２．材料と方法

　2015 年 8 月 1 日から 2016 年 7 月 31 日までの 1 年
間に当院にてインプラント治療をうけた患者を対象と
し，上顎臼歯部に埋入されたインプラント数，インプ
ラントのサイズ，上顎洞底挙上術併用の有無などを第
一小臼歯，第二小臼歯，第一大臼歯，第二大臼歯それ
ぞれについて検討した．
　また，術前にサージカルステントを付けた状態で
CT 撮影を行った症例に関しては，CT 画像上で埋入
部の顎堤高（上顎洞底までの距離），顎堤幅，上顎洞幅，
上顎洞粘膜の厚さを計測した．CT は RF 社 NAOMI
を使用した．顎堤髙はステント直下の顎堤頂から上顎
洞底までの距離を計測した．顎堤幅は埋入部の歯槽頂
下から 3㎜の顎堤幅を計測した．上顎洞幅は横断像に
て口蓋孔を目印とし左右対象に合わせた後，矢状断面
での縦軸方向における前鼻棘と後鼻棘の中点の位置で
計測を行った．上顎洞粘膜の厚さは埋入予定部位の冠
状断 CT 画像で最も厚い部分の上顎洞粘膜を計測した

（図１）．

部にインプラント治療を受けた患者は 133 人（35.5％）
埋入数は 368 本（35.3%）であった（図 2-1）．
　上顎洞底挙上術を併用したインプラント埋入は 204
本で，上顎臼歯部へのインプラント埋入の 55.4% で上
顎洞底挙上術が併用されていた（図 2-2）．上顎洞底挙
上術は Lateral approach が 9.3％，Crestal approach
が 90.7％であった．部位別の上顎洞底挙上術併用状況
は，第一小臼歯部が 103 本中 27 本（26.2%），第二小
臼歯部が 90 本中 44 本（48.9%），第一大臼歯部が 141
本中 107 本（75.9%），第二大臼歯部が 34 本中 26 本

（76.5%）であり，いずれの部位でも Crestal approach
で行われることが多かった（図 3）．
　埋入されたインプラントのサイズは，幅が Ø3.5 か
ら Ø5.0，長さが 8.5mm から 11.5mm までで，最も
多かったのは Ø4.5 × 8.5㎜のインプラントであった

（図４）．

図１

３．結　果

１）�各上顎臼歯部へのインプラント埋入数および上顎
洞底挙上術の併用状況

　対象期間内に当院でインプラント治療を受けた患者
は 374 人，総埋入数は 1044 本で，そのうち上顎臼歯

図 2-1

図 2-2



101 ●

バイオインテグレーション学会誌　第７巻 J Bio-Integ 7 : 99 - 104, 2017.

２）顎堤髙，顎堤幅の計測結果
　術前にステントを用いて CT 撮影を行い，埋入部位
の顎堤高，顎堤幅，上顎洞幅の計測が可能であったの
は 90 名，160 本のインプラントであった．
　顎堤髙の平均値は第一小臼歯部，第二小臼歯部，第
一大臼歯部，第二大臼歯部それぞれ 5.69㎜，4.93㎜，4.53
㎜，5.44㎜で，第一大臼歯部が最も顎堤髙が低かった

（表１）．
　顎堤幅の平均値は第一小臼歯部，第二小臼歯部，
第一大臼歯部，第二大臼歯部それぞれ 7.67㎜，9.00
㎜，10.21㎜，11.27㎜で第一小臼歯部が最も狭かった

（表１）．
　顎堤高と顎堤幅の関係を図５に示す．

３）�上顎洞幅の計測結
果

　上顎洞幅の平均値は
第一小臼歯部，第二小
臼歯部，第一大臼歯部，
第二大臼歯部それぞれ
11.97㎜，15.34㎜，17.43
㎜，15.04㎜で，第一大
臼歯部が最も広かった

（表１）．

図３

図４

表１

図５
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４）上顎洞粘膜厚さの計測結果
　埋入予定部位の冠状断 CT 画像における上顎洞粘膜
厚さが 2㎜以下であったものは 102 本（64.2％），2 ～
5㎜であったものは 19 本（11.9％），5 ～ 10㎜であっ
たものは 25 本（15.1％），10㎜以上であったものは 14
本（8.8％）であった（図６）．疼痛・鼻閉感などの上
顎洞炎症状を認めた患者はいなかったが，2 名（2 本）
の患者で自然孔閉鎖を認めたため耳鼻科へ紹介した．
その他の患者に関しては通常通りインプラント手術を
行った．

４．考　察

　今回の調査期間内に於いて上顎臼歯部へのインプラ
ント埋入は全体の 35.3％であり，下顎臼歯部、前歯部
など他部位と比較して最も高頻度であった（図 2-1）．
従来，上顎臼歯部は骨量・骨質とも不良なことが多い
ためインプラント治療は困難とされてきたが，同部へ
のインプラント治療を希望する患者は多いため適切に
対応しなければならない．十分な診査診断を行い，必

要に応じて大学病院や関連他科と連携をとりながら，
安全に治療を進めていくことが重要であると思われ
た．

　今回の調査期間内における上顎臼歯部へのインプラ
ント埋入では 55.4％において上顎洞底挙上術が併用さ
れていた（図 2-2）．特に大臼歯部では顎堤高が不十分
な症例が多く，約 7 割の症例で上顎洞底挙上術が併用
されていた．
　 上 顎 洞 底 挙 上 術 の 術 式 は， 約 9 割 が Crestal 
approach で行われインプラントが同時埋入された．
Crestal approach によるサイナスリフトは Summers
らの報告 1）から急速に普及していったが，当時のイ
ンプラントはストレートボディが主流であったため初
期固定が得られにくく，Crestal approach によるサイ
ナスリフトの適応は顎堤高が 5㎜以上の症例とされて
いた 2）．しかし現在ではテーパーボディのインプラン
トを使用することにより顎堤高が 5㎜未満の症例にお
いても十分な初期固定が得られるようになったことか
ら，Crestal approach によるサイナスリフトの適応症
が見直されるようになった 3,4）．2008 年の ITI コンセ
ンサス会議では Crestal approach によるサイナスリ
フトを行う前提条件は初期固定が得られることであ
り，必要な顎堤高の最小値を示すエビデンスは存在し
ないとしている 5）．近年では顎堤高が 5㎜未満の症例
においても良好結果が得られるとの報告が数多くなさ
れている 6,7,8）．当院における術式の選択基準は，顎堤
高が極めて少なく明らかに初期固定が得られないと思
われる症例以外は基本的に Crestal approach による
サイナスリフトおよびインプラント同時埋入を行い，
もしインプラントの初期固定が得られなかった場合は
Lateral approach に切り替えてサイナスリフトのみを
行い 4 ヶ月後にインプラント埋入を行っている．当院
で使用している OSSTEM 社の TSIII インプラントは，
テーパーボディで改良されたスレッド形状を有するた
め極めて初期固定能力が高いため，調査期間内におい
ては約 9 割のインプラントが Crestal approach によ
るサイナスリフトと同時に埋入することができた．
　Crestal approach によるサイナスリフトは低侵
襲な方法である一方，盲目的操作である事が欠点
として指摘されている．Ding らによると上顎洞粘
膜の Perforation の頻度は 11.8％とさている 9） が，

図６
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Perforation が生じた場合でも発見しにくく，骨補填
材が上顎洞内に漏れて感染した場合重篤な上顎洞炎に
なる事がある．しかし近年骨補填材を用いないサイナ
スリフトでも極めて良好な予後が得られることが報告
されてきており 7,8,10,11,12），特に Crestal approach にお
いては骨補填材を使用することの意義が疑問視されて
きている．これをふまえて当院では Crestal approach
でサイナスリフトを行う場合骨補填材は一切用いてい
ない．よって万が一上顎洞粘膜の Perforation があっ
た場合でも骨補填材の漏出による上顎洞炎のリスクは
なく，現在のところ術後感染やインプラント脱落など
のトラブルは一例も経験していない．今後，骨造成量
やインプラントの安定性などに関し長期的に経過を
追っていく予定である．

　埋入されたインプラントサイズで最も多かったのは
Ø4.5 × 8.5㎜であった（図４）．従来は 13㎜程度の長
いインプラントを埋入するのが Standard であったが，
テーパー型インプラントの出現，インプラントスレッ
ド形状の改良などにより埋入時の初期固定が得やすく
なったこと，またインプラント表面性状の向上により
骨結合が得やすくなったことなどから，近年では必ず
しも長いインプラントが必要とされず，上顎臼歯部に
おいても 8㎜程度の長さのインプラントが主流となり
つつある 3,4）．当院では顎堤高が 10㎜以上ある症例で
は長さ 10㎜のインプラントを，顎堤髙が 8 ～ 10㎜程
度の症例では長さ 8.5㎜のインプラントを，顎堤髙が
8㎜以下の症例では上顎洞底挙上術を併用して 8.5㎜の
インプラントを埋入している．今回の調査期間内にお
ける症例の平均顎堤髙は 4.85㎜であり（表１）10㎜以
上の顎堤高を有する症例は少なかったため 8.5㎜の長
さのインプラントが多く使用される結果となった．イ
ンプラント径に関しては，上顎臼歯部の場合なるべく径
が大きいものが望ましいと考えられ，顎堤幅が十分ある
症例では Ø4.5㎜以上のインプラントを選択したが，特
に第一小臼歯部などの顎堤幅が狭い部位に関しては Ø4
㎜のインプラントが選択されることが多かった．

　上顎洞幅の平均値は 16.11㎜であり，第一大臼歯部
では最も広く 17.43㎜であった．Jang らは，上顎洞幅
が広い場合 Lateral approach によるサイナスリフト
を行っても口蓋側まで十分粘膜を剥離挙上するのは困

難であるため，骨造成には不利な条件であるとしてい
る 13）．第一大臼歯部は最もインプラント埋入および
サイナスリフトの頻度が多いが，顎堤高が低く上顎洞
幅が広いため手術が困難な部位だと言える．十分な診
査と治療計画の立案が重要であると考えられる．

　調査期間内の症例において上顎洞炎症状を訴えて
いた患者はいなかったが，上顎洞粘膜の厚さに関し
ては正常とされる 2㎜以下だったのは 64％であった．
Shanbhag らは，上顎洞粘膜の肥厚を認めた場合，サ
イナスリフトを行えるかどうかは上顎洞炎症状の有無
と自然孔閉鎖の有無を確認することが重要で，上顎洞
炎症状がなく自然孔が開通していれば上顎洞粘膜の肥
厚自体は大きな問題ではなく，サイナスリフトの禁忌
にはならないとしている 14）．調査期間内の症例では 2
例（2 本）で自然孔の閉鎖を認めたため耳鼻科を受診
していただいたが，それ以外の症例は問題なくサイナ
スリフトを行うことができ，術後もトラブル無く経過
している．

５．結　論

　上顎臼歯部へのインプラント治療では部位ごとの解
剖学的特徴を考慮する必要があり，特に上顎洞底挙上
術を行う際は，術前 CT にて顎堤形態や上顎洞粘膜の
状態を把握し十分に術式を検討し施術することが重要
である．

　本論文に関して，開示すべき利益相反状態はない．

Reference

 1)  R. Summers, “The osteotome technique: Part 3--Less inva-
sive methods of elevating the sinus floor.,” Compendium, 
1994.

 2)  P. S. Rosen, R. Summers, J. R. Mellado, L. M. Salkin, R. 
H. Shanaman, M. H. Marks, and P. a Fugazzotto, “The 
bone-added osteotome sinus floor elevation technique: 
multicenter retrospective report of consecutively treated 
patients.,” Int. J. Oral Maxillofac. Implants, vol. 14, no. 6, 
pp. 853–8, 1999.

 3)  M. Esposito, G. Mg, J. Rees, D. Karasoulos, P. Felice, R. 
Alissa, and W. Hv, “Interventions for replacing missing 
teeth : augmentation procedures of the maxillary sinus ( 



● 104

バイオインテグレーション学会誌　第７巻 J Bio-Integ 7 : 99 - 104, 2017.

Review ) SUMMARY OF FINDINGS FOR THE MAIN 
COMPARISON,” Cochrane Database Syst. Rev., no. 4, 
2010.

 4)  M. Esposito, P. Felice, and H. V. Worthington, “Interven-
tions for replacing missing teeth: augmentation proce-
dures of the maxillary sinus,” Cochrane database Syst. 
Rev., vol. 5, no. 5, p. CD008397, 2014.

 5)  “Proceedings of the 4th International Team for Implantol-
ogy (ITI) Consensus Conference, August 2008, Stuttgart, 
Germany.,” Int J Oral Maxillofac Implant., vol. 24, pp. 7–27, 
2009.

 6)  Y.-X. Gu, J.-Y. Shi, L.-F. Zhuang, S.-J. Qian, J.-J. Mo, and H.-C. 
Lai, “Transalveolar sinus floor elevation using osteotomes 
without grafting in severely atrophic maxilla: a 5-year 
prospective study.,” Clin. Oral Implants Res., pp. 1–6, Dec. 
2014.

 7)  R. Nedir, N. Nurdin, L. Vazquez, S. Abi Najm, and M. 
Bischof, “Osteotome Sinus Floor Elevation without Graft-
ing: A 10-Year Prospective Study,” Clin. Implant Dent. 
Relat. Res., p. n/a-n/a, 2015.

 8)  R. Nedir, N. Nurdin, P. Khoury, and M. Bischof, “Short 
Implants Placed with or without Grafting in Atrophic Si-
nuses: The 3-Year Results of a Prospective Randomized 
Controlled Study,” Clin. Implant Dent. Relat. Res., vol. 18, 
no. 1, pp. 10–18, 2016.

 9)  X. Ding, X. Zhu, H. Wang, and X. Zhang, “Effect of Sinus 
Membrane Perforation on the Survival of Implants Placed 
in Combination With Osteotome Sinus Floor Elevation,” J. 
Craniofac. Surg., vol. 24, no. 2, pp. 102–104, 2013.

10)  R. Nedir, N. Nurdin, P. Khoury, T. Perneger, M. El Hage, 
J.-P. Bernard, and M. Bischof, “Osteotome sinus floor 
elevation with and without grafting material in the se-
verely atrophic maxilla. A 1-year prospective randomized 
controlled study.,” Clin. Oral Implants Res., pp. 1–8, Aug. 
2012.

11)  M.-S. Si, L.-F. Zhuang, Y.-X. Gu, J. Mo, S. Qiao, and H.-
C. Lai, “Osteotome sinus floor elevation with or without 
grafting: a 3-year randomized controlled clinical trial,” J. 
Clin. Periodontol., p. n/a-n/a, Jan. 2013.

12)  V. Moraschini, M. G. Uzeda, S. C. Sartoretto, and M. D. 
Calasans-Maia, “Maxillary sinus floor elevation with simul-
taneous implant placement without grafting materials: a 
systematic review and meta-analysis,” Int. J. Oral Maxil-
lofac. Surg., 2017.

13)  H.-Y. Jang, H.-C. Kim, S.-C. Lee, and J.-Y. Lee, “Choice of 
graft material in relation to maxillary sinus width in in-
ternal sinus floor augmentation.,” J. Oral Maxillofac. Surg., 
vol. 68, no. 8, pp. 1859–68, Aug. 2010.

14)  S. Shanbhag, P. Karnik, P. Shirke, and V. Shanbhag, 
“Cone-beam computed tomographic analysis of sinus 
membrane thickness, ostium patency, and residual ridge 

heights in the posterior maxilla: implications for sinus 
floor elevation.,” Clin. Oral Implants Res., pp. 1–6, Apr. 
2013.



105 ●

●レビュー

Effect of doxycycline other than an antibiotic: 
Stimulating bone regeneration.

Lin DING, Peng ZHANG, and Shohei KASUGAI

   Department of Oral Implantology and Regenerative Dental Medicine
   Graduate School of Medical and Dental Sciences
   Tokyo Medical and Dental University

   Accepted for publication 21 December 2017

(J Bio-Integ 7 : 105 - 108, 2017.)

1. Introduction

Tetracyclines are a family of broad-spectrum antibi-
otics which has been widely used more than 70 years 
for treating infections. Doxycycline is a semi-synthetic 
structural isomeride of the tetracyclines group/fam-
ily, which is clinically applied for treating infectious 
diseases including periodontitis and peri-implantits. 
Interestingly, there are several non-antibiotic proper-
ties of doxycycline 1).
    When doxycycline was first used in periodontal 
treatment, the efficacy was attributed to its antimi-
crobial properties. However, in recent years, several 
researches revealed that the efficacy should be at-
tributed not only to its antimicrobial property by 
inhibiting microbial protein synthesis but also to its 
anti-inflammatory properties by suppressing polymor-
phonuclear leukocytes and matrix metalloproteinases 
(MMPs). Subsequently, osteoclastic bone resorption is 
inhibited. Thereupon, sub-antimicrobial dose doxycy-
cline (SDD) or low-dose doxycycline (LDD) has been 
clinically applied as an adjuvant therapy for periodon-
tal disease, which has been approved by FDA in USA 
and other national regulatory agencies in Europe and 
Canada.2)

2. Inhibitor of Matrix Metalloproteinase

Matrix metalloproteinases (MMPs) are considered as 
key initiators of collagen degradation, thus contribut-
ing to bone resorption in bone remodeling 3). During 
the process of bone remodeling, osteoblasts initiate 
bone resorption by producing the neutral proteinases 
including MMPs which can degrade osteoid. MMPs 
such as MMP-1, MMP-13 and MMP-14, which can 
degrade Type I collagen of demineralized bone, are 
produced by osteoclasts.
    Doxycycline can inactivate MMPs by chelating 
with zinc finger motif of the enzyme function part 4), 
by the mechanism independent of the antibacterial 
property. SSD has been applied as the inhibitor of 
host-derived pathologically excessive MMPs as a host 
modulatory therapy (HMT) reagent in a common ad-
junctive therapy, and sustained release SDD formu-
lation has been developed as adjunct to scaling and 
root plaining therapy (SRP). SDD can suppress MMPs 
level in periodontal lesion, thereby inhibit breakdown 
of connective tissue and resorption of alveolar bone 
by inhibiting the pathologic degradation of types I, II 
and IV collagens. Moreover, application of SDD can 
avoid the adverse effects of the regular dose admin-
istration including emergence of antibiotic-resistant 
microbial population, gastrointestinal disturbance and 
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photosensitivity.
    The inhibition of MMP is the most widely docu-
mented and well characterized non-antibiotic prop-
erty of doxycycline 5,6). In 1993, Chowdhury and col-
leagues have reported doxycycline inhibits MMPs in 
a dose-dependent manner and it can reversibly inhib-
it both basal and heparin-stimulated bone resorption 
by chick osteoclasts 7). Adjunctive SDD therapy can 
improve clinical parameters including probing depth, 
clinical attachment level and bleeding on probing, re-
flected by controlled level of MMP-8 in chronic adult 
periodontitis after the therapy 8). The results of the 
long span clinical study of 24 months SDD showed 
that an antimicrobial effect on the subgingival micro-
bial ecosystem was not detected after the long term 
SDD compared to the baseline or to the placebo. Fur-
thermore, microbiota resistant to doxycycline did not 
increase in the patients in the SDD group 9).
    Besides the research on periodontitis, the inhibition 
of MMPs by doxycycline has been also focused on 
other diseases involved in MMPs impairment, such 
as peri-implantitis, cardiovascular diseases, and osteo-
arthritis.10-12)

3. Doxycycline and pathologic 
bone loss

Approximately 90 % of the bone organic matrixes 
is consisted of type I collagen, and during bone re-
sorption, following the breakage of bone mineral (hy-
droxyapatite), the breakdown of bone matrixes is me-
diated by MMPs. Regarding the inhibition of MMPs, 
researches of the inhibition of doxycycline on bone 
loss have been reported.
    In a clinical study of 128 post-menopausal os-
teopenic women with chronic periodontitis, adjunc-
tive SDD changed the serum bone biomarkers. This 
study demonstrated that the serum biomarkers of 
bone formation, resorption and turnover increased in 
postmenopausal women, which was associated with 
not only systemic bone loss but also alveolar bone 
loss, suggesting the link between periodontal bone 

loss and systemic bone loss.13)

    In the experimental models of periodontitis and 
apical periodontitis in rats, LDD inhibits inflamma-
tory bone loss in an independent manner on its anti-
microbial properties.14,15) However, in the experiment 
model of diabetes in mice, doxycycline treatment did 
not improve diabetic low quality of bone 16). Long-
term doxycycline exposure was also not deleterious 
to the microarchitecture or biomechanical properties 
of healthy bone in diabetic bone disease mice model.17)

    Notably, the inhibition of bone loss by doxycycline 
can be attributed not only to the inhibition of MMPs 
to prevent degradation of bone matrix. The following 
studies indicate other mechanisms of the beneficial 
effects of doxycycline in bone.
    a.  Doxycycline inhibits RANKL-induced osteo-

clastogenesis by its inhibitory effect on MMP-
9 enzyme activity independent of the MAPK-
NFATc1 signaling cascade.18)

    b.  Doxycycline convert the osteoclastic-differenti-
ation pathway of progenitor cells-bone marrow 
derived macrophage to produce dendritic cell-
like cells rather than osteoclast.19)

    c.  Doxycycline prevents periodontal tissue break-
down by inhibiting local and systemic oxidative 
stress.20)

4. Doxycycline can stimulate 
new bone formation

It has been reported that in bone marrow cell culture 
long-term exposure to doxycycline increases the num-
ber of active osteoblastic cells yielding a proportional 
amount of a normal mineralized matrix, suggesting 
a potential application of doxycycline in therapeutic 
approaches to increase bone formation 21). Despite of 
the beneficial effect of doxycycline on bone formation, 
studies of applying doxycycline on an implant surface 
are few. In 2014 Walter, et al. electrochemically ap-
plied doxycycline on titanium zirconium alloy implant 
surface and they reported that it promoted bone for-
mation and reduced the risk of infection around the 
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implant vitro and in vivo.22)

    Interestingly, combination of doxycycline and hy-
droxyapatite promotes adhesion, proliferation and dif-
ferentiation of bone marrow stromal cells in vitro.23) 
Chang and Yamada combined collagen membrane 
with doxycycline and they demonstrated that this 
combined material enhanced new bone formation in 
GBR 24).
    We applied doxycycline on the thin HA-coated 
implant and observed that the bone-implant contact 
ratio of the doxycycline applied implant (23.5%) was 
significantly higher than the one of the control HA-
coated implant (8.6%) at 4 weeks after the implant 
placement in mice.25)

    The adsorption and orientation of tetracyclines on 
HA are mainly due to Van Der Waals forces when 
tetracyclines were resolved in ethanol, p-dioxane and 
chloroform. The releasing mechanism seems to be dif-
fusion even though the formation of a chelate is also 
involved 26). In our preliminary experiment of doxycy-
cline release from HA in vitro, we observed the initial 
burst release within one day, which was followed by 
the constant stable release for a week. We speculated 
that the first burst release is due to the doxycycline, 
which is not tightly bound to HA, whereas the con-
stant stable release afterword is due to the doxycy-
cline, which is tightly bound to HA.
    Although doxycycline promotes bone formation, 
this mechanism is still unclear. Although the mecha-
nism is not clear, in addition to the original antibac-
terial effect of doxycycline, the beneficial effects of 
doxycycline for bone augmentation is clinically useful 
in dental and orthopedic fields. We can expect more 
efficient bone augmentation if we combine doxycy-
cline with a bone substitute.
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１．緒　言

　昨今ではインプラントの埋入から最終補綴までを 3D
技術を使って行うことが多くなってきている．
　埋入シミュレーションを 3D シミュレーションソフト
で行うことの有用性は明らかであるが，それを元に埋
入時に使用するサージカル・ガイドを作成したり，そ
れを 2 次オペ時にパンチングのガイドとして再利用し
治療の効率を上げることが可能となっている．
　また，歯科用の 3DCAD とこれらのデータを組み合
わせることで予知性の高い治療を行うこと，最終印象
時にあらかじめ精度の高いプロビジュナル・レストレー
ションを用意できるなどの効果は著しいと考えられる．
　また，これらのサージカル・ガイドを外注ではなく
院内で製作できる環境もそろってきており，その事に
よるメリットも併せて紹介したい．

２．方　法

　埋入シミュレーションとサージカル・ガイドの設計
にはストローマンジャパン社のストローマンガイドシ
ステム・ソフトウェアを用いる．
　元となるデータは患者の CT データ（Dicom 形式）
と患部を含む口腔内 3D データ（STL 形式）である．
　使用した CT は RF 社の NAOMI-CT，口腔内 3D スキャ

ナはストローマンジャパン社（3Shape 社）の Trios3 である．
　サージカル・ガイドの最終的な調整は（株）Too

（McNeel）の Rhinoceros® と言う汎用 3DCAD ソフトで
行い最終的な 3D プリントは FormLab 社（デジタルファ
クトリー社）の Form2 と言うSLA プリンターで行った．

●解説

サージカル・ガイドオペの意義とガイドの内製のメリット

荒木　和彦

The significance of the surgical guide and the merit of 
in-house manufacture of the surgival guide

Kazuhiko Araki

(J Bio-Integ 7 : 109 - 114, 2017.)
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　CT のデータをストローマンガイドシステム・ソフ
トウェアに読み込み，セグメンテーションを行ってパ
ノラミックカーブを設定した後，サーフェーススキャ
ン（口腔内の 3D データ）を読み込んで両データを重
ね合わせる．

　インプラント・フィクスチャーの埋入位置，角度，
深度をシミュレートするが，この段階で対合歯との位
置関係なども設定を行う．

　サージカル・ガイドに用いるスリーブの種類，サイ
ズ，粘膜面からの距離の設定を行いデジタルガイド

（サージカル・ガイド）の詳細な設計に移行する．

　ドリルの埋入方向の設定とサージカル・ガイドの範
囲の設定を行い各種オフセットを定めると自動的に
サージカル・ガイドの形態が設計される．
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　この STL データを 3D プリンターで造形すればサー
ジカル・ガイドが出来上がるわけだが，適合確認のた
めのインスペクションウィンドウの作成やマージン
のトリムなどは Rhinoceros® で行った方が自由度が高
く，思ったような加工をすることが可能となる．

　この様にして作成したサージカル・ガイドの STL
データを 3D プリンターで造形を行うと写真の様な仕
上がりとなる．

　筆者は主にクリアのレジンで造形を行っているがイ
ンスペクションウィンドウと相まってガイドの装着誤
差の確認には有効である．

　埋入に使用するドリルのプロトコールは印刷が可能
なので通常オペ室の壁に貼っておく．
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症例１
患者：52 歳，女性
初診：2017 年 5 月
主訴：右下ブリッジをインプラントに代えたい
既往歴：特記事項なし
現病歴： 10 年ほど前に右下の欠損をブリッジにて治

療
現症： ブリッジを除去してインプラントを埋入して補

綴が必要
口腔内所見： 左下にも他院にて治療したインプラント

が存在するが若干の骨吸収が見られる．
治療部位：46

　ごく簡単な下顎臼歯部への埋入であるがシミュレー
ションに基づいたサージカル・ガイドを用いることで
手術時間の短縮が可能となる．
　筆者は骨造成を要さない症例ではほとんどをフラッ
プレス法にて施術するが埋入の位置・方向・深度をチェ
アサイドで確認する必要が減るためスムーズかつ迅速
にオペを完了することが出来る．
　すなわち患者への負担を最小に抑えることが出来，
フラップレス法のため術後の縫合も不要で予後も良

い．
　本例では浸潤麻酔奏功確認後，5 分ほどで埋入が完
了した．

症例２
患者：30 歳，女性
初診：2017 年３月
主訴： インプラントが埋まったままで途中になってい

る
既往歴：特記事項なし
現病歴： 左上第一大臼歯部の欠損に対しインプラント

を埋入したが方向がずれて補綴不可能と診断
された．

　　　　 　パントモ上でフィクスチャーの埋入が確認
できたが方向・深度とも補綴不可能であった．

現症：患部にインプラントの再埋入が必要
口腔内所見：補綴歯は多数あり，不適合なものも多い
治療部位：26

　パノラマ所見に依るように 26 の位置にスリープし
たフィクスチャーが確認される．
　CT で確認するとフィクスチャー上部は骨とインテ
グレーションが成立しており上顎洞との位置関係から
考えても除去するのはリスクを伴うと考えストローマ
ンガイドシステム・ソフトウェアにて現存のフィクス
チャーと干渉しない位置，方向，深度でかつ補綴が可
能な埋入が出来ないかシミュレーションを行った．
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　結果として図の様な埋入を行えば干渉もなく，かつ
十分に補綴が可能なことが分かった．

　前述の方法でサージカル・ガイドを作成しそれを用
いて埋入を行った．
　フィクスチャーがスリープしていることを除けば一
般的な中間欠損への埋入であるので本ケースもフラッ
プレス法で行っている．

　術後の CT で確認すると事前に行ったシミュレー
ション通りの埋入が出来ていることが分かる．

３．結　果

　症例 1 の様に通常サージカル・ガイドを使用せずと
も比較的簡単に埋入を行えるケースでもより簡単，短
時間に患者の侵襲の少ない方法で施術できた．
　また，症例 2 のケースではサージカル・ガイドを使

用しない場合ではスリープしているフィクスチャーを
微妙に避け，最終補綴の確認までを行うのは困難と考
えられるが事前の 3D シミュレーション結果を正確な
サージカル・ガイドで再現出来れば難なく行えること
が分かった．

４．考　察

　インプラント治療は従来，術者の能力や経験に基づ
き最終的な補綴までを考えた時に成功と呼べる症例を
数多く完成させるのは大変な努力を要した．
　しかし，十分なシミュレーションによるサージカル・
ガイドを用いることで経験の少ない術者でも完成度の
高い施術を行うことが可能である．
　また，スリープしたフィクスチャーを避けての埋入
などを簡単にかつ正確に行える点もこれらのガイドオ
ペのメリットと考えられる．
　この事はサージカル・ガイドを用いたオペが従来法

でも可能であったケースをより簡単
に，正確に行えると同時に従来の方
法では難症例と思われるケースをも
施術可能にしていると言う事に他な
らない．
　通常，シミュレーションの準備や
実際のサージカル・ガイドの製作は
外注に頼っており埋入位置，方向．
深度の確認のみを術者が行うケース
が多かったが，この方法では高額な
外注費がかかり簡単なケースで使用
するのは難しい．
　昨今の様に比較的安価で性能の良
い 3D プリンターが入手できるよう

になってきている現状を考えればシミュレーションか
らサージカル・ガイドの作成までを院内で行うことで
コストを抑え，ほとんどの症例に対してガイドオペを
行うことが可能となる．

５．結　論

　3D 技術の発展は工業会のみならず歯科業界にも多
大なメリットをもたらしている．
　口腔内 3D スキャナや高性能な 3D プリンターが手
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軽に利用できるようになった今，インプラント治療も
簡単なものはより簡単に，難症例も簡単に行える様に
なってきている．
　これらの恩恵を享受するには我々もほんの少し新し
い技術を取り入れる必要がある．
　その事によってもたらされる技術革新は日々のイン
プラント治療をより素晴らしいものへと導いてくれる
だろう．
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１．はじめに

　歯周病のうち，特に歯周炎は歯周病原細菌に対する
炎症性反応の結果として，歯槽骨吸収から歯周組織の
破壊が起こり進行する疾患とされる．このことから，
炎症をコントロールすることが歯周病治療の根幹であ
るといえよう．病原細菌や歯垢除去を行うことを目的
としたプラークコントロールなどといった機械的治療
法や，抗菌薬を用いた化学療法が一般的な原因除去療
法としての治療法として用いられている 1-3）．近年で
は，抗菌療法を行うことにより，炎症を抑制した結果，
組織破壊の進行も抑制することが可能とされている
4-6）．また，細菌除去とは別のアプローチでの炎症コン
トロールとして，歯周炎による歯槽骨吸収といった症
状を抑制するアプローチである．これは，炎症反応の
結果として RANKL（Receptor Activator of Nuclear 
factor κB Ligand）の発現が促進されることで，破骨
細胞の形成の活性化が起こるためである 7-9）．したがっ
て，骨吸収抑制を目的とした炎症コントロールの重要
性ももちろん認識されてきている．
　近年，慢性炎症疾患に対するビタミンの効能・効果
が検討されており，安全性の高い「治療薬」として注
目されている．そもそもビタミンは，体の調子を整え
るのに欠かせない微量栄養素であり，現在 13 種類の
ビタミンが認められている．体の中での働きは種類に
よって異なり，必要量は少量ではあるが人体内で合成

されない，あるいは合成されても量が十分ではなく，
欠乏症が確認されているため，食べ物やサプリメント
などから摂取する必要がある．最近では，ビタミン様
作用を示す化合物や無機質もビタミンに準ずると考え
られており，「バイオファクター」とも呼ばれている．
現代の日本では，ビタミン欠乏症は少なくなってきて
いるが，高齢者や若者といった区切りだけではなく，
各世代のアンバランスな食生活による潜在性欠乏症が
大きな問題となってきており，こういった潜在性欠乏
症が不定愁訴の要因となっている．臨床的な兆候は認
められないが，体内のビタミン貯蔵量が減少し，生化
学的に変化がみられる．こうした不定愁訴が長期間続
くと，不足しているビタミンの種類により，確認され
ている欠乏症を発症，あるいは思わぬ病気を発症する
恐れがある．
　一方，ビタミン不足が直接関係している訳ではない
が，慢性炎症が，がん，糖尿病，心臓疾患，リウマチ，
アルツハイマー病といった様々な病気に関与している
ことが報告されており 10-12），炎症を促進するような食
生活を送っている人は早死にする傾向があるとも報告
されている 13）．炎症自体は，病原体や有害物質に対
して免疫系が引き起こす自然免疫反応の一部であり，
炎症反応では免疫系が死滅した細胞を除去して傷の治
癒を早め，過酸化水素や活性酸素などの反応性分子を
生成することで，病原菌の増殖抑制を行う．そのため，
感染症や怪我などで必要とされる状況でのみ，炎症が
生じるのは健康を維持する上で必要不可欠である．し

(J Bio-Integ 7 : 115 - 120, 2017.)
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かし，こうした反応性分子は過酸化脂質を生成し，が
ん，老化，免疫機能の低下などを引き起こすと考えら
れている．一部のビタミンには，抗炎症作用や，反応
性分子の作用抑制効果である抗酸化作用を有すること
から，これまでにこういった炎症により進行する疾患

（がん，皮膚疾患，糖尿病，リウマチ，膵炎，クロー
ン病）に対する効果の研究が進められている 14-16）．一
方，炎症が深く関係する歯周炎を原因とする歯周病に
関しても，研究が進められており注目されている．本
稿では，ビタミンの歯周組織の炎症及び歯周病に対す
る効果について焦点を当て，これまでの研究報告を整
理しながら，今後の展望について概説する．

２．抗酸化ビタミンの性質と歯周病への効果

　歯周病は，歯肉の腫脹・発赤及び歯周ポケットの形
成を特徴とする炎症性疾患である．歯周病の原因は細
菌塊である歯垢であるが，歯周病の進行には，歯垢に
対する宿主である歯周組織の免疫応答も大きく関与し
ている．したがって，歯周病を予防するために，宿主
側である歯周組織の免疫応答に対する治療について考
える必要がある．
　好中球などの炎症性細胞は，病原菌に対する宿主の
防御反応として，活性酸素を産生する．しかし，炎症
に伴い活性酸素が過度に産生されると，宿主の抗酸化
力を超越し，健全な細胞・組織が酸化ストレスを受け
る．近年の研究は，この酸化ストレスが歯周病の増悪
に寄与することが示唆されており，歯周組織の酸化ス
トレスを抑制することが，歯周病を予防及び治療に必
要不可欠であると考えられている 17,18）．
　そこで，抗酸化物質の摂取が宿主の抗酸化力を増強
し，炎症に伴う酸化ストレスを軽減することは効果が
あると容易に想像でき，期待される抗酸化ビタミンの
作用メカニズムと歯周病への効果について述べさせて
いただく．

2.1）ビタミンC
　抗酸化物質として最もよく知られているのが，水溶
性化合物であるアスコルビン酸，いわゆるビタミン C
である．アスコルビン酸は，活性酸素に電子を 1 つ渡
すと自らはラジカルとなるが，共鳴によりラジカルが
安定化される．このラジカルの安定化が，連鎖する他

分子のラジカル化を抑制するとともに，自らは不均化
しデヒドロアスコルビン酸となる（Fig. 1）．また，ビ
タミン C はビタミン E の抗酸化作用を補完する「節
約効果」も知られている．

2.2）ビタミンE
　一般的にビタミン E というと，α−トコフェロール
のことを指す．α−トコフェロールは親水性のビタミ
ン C とは対照的に脂溶性であるため，生体膜などの
疎水性部分に分布し，周辺で発生したラジカルを効率
よく消去する．α−トコフェロールは，フリーラジカ
ル連鎖機構で進行する自動酸化反応に対して，抗酸化
剤として作用する．まず Fig. 1 のように，脂質ペルオ
キシラジカルを１電子還元し，自らはラジカルとなる．
しかし，ビタミン C と同様共鳴によりラジカルが非
局在化し安定化される．さらに，α−トコフェロール
から生じたラジカルは別の脂質ペルオキシラジカル１
分子と反応し，非ラジカルとなる．したがって，活性
酸素の標的となる生体膜や細胞膜の不飽和脂肪酸の連
続的な酸化を抑制する抗酸化物質としての効果を発揮
するため，結果的に生体膜安定作用も有する．ビタミ
ン E にはトコフェロール，トコトリエノールのグルー
プがあり，全部で 8 種類ある．生理活性が強い順に，
α＞β＞γ＞δ−トコフェロールとなっている（Fig. 
2）．
　抗酸化作用以外にも，ビタミン E は生体内で重要
な作用を有する．上述した抗酸化作用，生体膜安定
化作用以外にも免疫調整作用を有するとされる．ビ
タミン E は直接 T 細胞シグナルを介して免疫賦活化
作用を示し，さらに間接的にはペルオキシニトリル

Fig. 1: 過酸化脂質の生成とビタミン E の効果
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及びプロスタグランジン E2（PGE2）の産生を阻害す
る．PGE2 は T 細胞の抑制物質であるため，間接的に
T 細胞の活性を促進することができる．
　また，内皮細胞の保護，抗血小板凝集作用や赤血球
変形能促進効果を介した血流促進作用をも有する．以
上のようにビタミン E は幅広い機能性を有するため
様々な疾患治療薬としての効果が期待されており，も
ちろん歯周病治療にも応用が期待される．

2.3）ビタミンA
　ビタミン A は脂溶性ビタミンの一つであり，皮膚
や細胞の正常な分化を促す．動物性ビタミン A であ
るレチノールと植物性ビタミン A であるカロテンが
あり，野菜中に含まれているのはほとんどがβカロテ
ンである．欠乏症となると，光感受性物質であるロド
プシンを産生できなくなるため夜盲症となり，さらに
は皮膚や粘膜の疾患を引き起こすことが確認されてい
る．

2.4）ビタミンK
　1929 年に Dam が，無脂肪食を与えたニワトリで
出血を見出したところからビタミンの研究が始まり，
1935 年に血液凝固を維持する物質が肝臓や植物抽
出中に含まれることを発見し，ドイツ語の血液凝固

（Koagulation）の頭文字をとってビタミン K と名付
けた．ビタミン K は最も研究が進んでいないビタミ
ンの一つであるが，解明されている作用としては，止
血や骨の発育・修復に関与しているため，骨粗鬆症や
動脈硬化に対する効果が注目されている．ビタミン K
活性のある化合物は 2-メチル-1,4-ナフトキノン環を有
している．ビタミン K には，植物由来である K1 のフィ
ロキノン，微生物・動物由来である K2 のメナキノン

といった 2 種類が天然型として確認されている．ビタ
ミン E と同様，小腸から吸収されキロミクロンに取
り込まれ，リンパを介して肝臓に移行する．肝臓に運
ばれたビタミン K は，血液凝固に関わる因子を活性
化されるのに利用される．また，LDL を介して血中
を移動し，各臓器へ運ばれる．野菜類のビタミン K
は吸収されにくく，サプリメント中や植物油中のビタ
ミン K はよく吸収される．腸内細菌は，長鎖メナキ
ノン（MK；MK-8 ～ 13）を多く産生する．従来，腸
内細菌の作る MK を利用できるので成人ではビタミ
ン K 欠乏は起こらないと考えられてきたが，抗菌薬
の長期投与等により，腸内フローラの変化により欠乏
することが指摘されている 19）．

３．歯周病と抗酸化ビタミン

　歯周病はご存知の通り，慢性炎症を伴う歯周結合組
織や周囲骨組織の破壊を特徴とする疾患で，平成 26
年の調査では，約 331 万人もの方々が罹患していると
されるが，この数字は氷山の一角と考えられており，
国民の約 80% が罹患しているだろうともいわれてい
る 20）．代表的な原因細菌等は，読者の皆様はよくご
存知だと思われるので，本稿では割愛させていただく
が，歯周病原菌の内毒素等により，マクロファージや
白血球から TNF-α等の炎症性サイトカインの産生と
ともに，肥満細胞からも TNF-αが産生され，インス
リン抵抗性を惹起し糖尿病を誘発することや，歯周病
病変部からの持続的な炎症性物質の供給がアテローム
性動脈硬化の誘因になることが指摘されている 21-25）．
それ以外にも，心筋梗塞，細菌性心内膜炎，早産，が
ん，骨粗鬆症，腎臓疾患，関節炎等，全身疾患の誘因
として考えられているため，歯周病の早期治療，予防
の重要性が増している 26-28）．
　歯周病原菌の代謝産物が歯の組織障害を引き起こす
ため，歯周病原菌を叩くことが根本的治療を行う上で
重要と考えられている 4,5）．ただし，抗菌薬投与を継
続的に行ったとしても，それは耐性菌発現の原因とな
るだけであり，現実的に病原菌を完全に死滅するのは
無理がある．そこで，これまでに上述してきたように，
抗酸化ビタミンの欠如により血流が滞り，組織修復力
が減弱することで，炎症性細胞の産生する活性酸素や
フリーラジカルの攻撃を防ぐことができず抗酸化力も

Fig. 2: 各種ビタミン E
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減弱し，慢性的に組織障害が頻発する状態となること
から，歯周病原菌による免疫低下と同時に慢性炎症の
状態の改善に，抗酸化ビタミンを用いた歯周病予防の
重要性が認識されてきており，ここからは抗酸化ビタ
ミンの機能と歯周病予防に関する研究報告について紹
介する．
　まず，歯周病と酸化ストレスに着目した研究につ
いて紹介する．Dahiya らによると，歯周病原菌によ
り，炎症性サイトカインが遊離し好中球の遊走・活性
化の誘発後，好中球及び線維芽細胞から活性酸素が
産生され，酸化ストレスによる組織障害の他，炎症
性サイトカインにより，破骨細胞も活性化され，骨
組織障害が惹起されることを報告している 29）．また，
Panjamurthy らによると，歯周病患者は過酸化脂質
レベルが高く，血漿中抗酸化物質（ビタミン E，C，
グルタチオン）レベルが低いこと 30），また，Tsai ら
が唾液，歯肉溝浸出液，歯肉中でも上昇することを報
告している 31）．さらに，Takane らは，歯周病治療を
適切に行うことで酸化ストレスを軽減し，歯周ポケッ
トの縮小及びプロービング時の出血が改善されること
を報告している 32）．これらの研究から，酸化ストレ
スのコントロールが歯周病治療及び予防に大きく寄与
できる可能性を示している．
　次に，各抗酸化ビタミンと歯周病に関する報告につ
いて，紹介したい．Shimabukuro らによると，ビタ
ミン C 含有歯磨き粉は歯肉の炎症を抑制し，唾液の
抗酸化力が上昇すると報告しており 33），加えて米国
の研究では，喫煙によりビタミン C の血中濃度が低
下し歯周病のリスクが上昇する傾向があり，食事由来
のビタミン C 摂取量が少ないほどリスクが高くなる
と結論づけている 34）．Dodington らは，網羅的に各抗
酸化ビタミンの歯周病への効果を検討・評価している
35）．非喫煙者において，それぞれ単独でβ−カロテン，
食事由来及び総ビタミン C，ビタミン E 摂取量が高
い群では歯周ポケットの割合が少なくなる傾向にはあ
るが，総β−カロテン摂取量または総ビタミン E 摂取
量とは相関がないことを報告されている．また同様に
Singh らは，ビタミン E のサプリメント摂取群では
有意な血漿中の過酸化物質の減少を確認している 36）．
さらに，Otsuka らは製剤的工夫をしたビタミン K コー
ティングインプラントは歯槽骨の骨結合促進効果を有
すると報告している 37）．しかし一方で，Munitz らは，

抗酸化物質の中でビタミン E（200 mg，隔月，3 カ月
間）とリコペン（バイオファクター）のみが歯周病パ
ラメータを改善すると報告しており 38），現状では抗
酸化ビタミンと歯周病に関する研究を理解するのには
まだまだ議論の余地がある．

４．おわりに

　ビタミンに関する研究の歴史は長く，元来，欠乏症
の回復研究から始まった．その後，ビタミンの作用機
序の研究が進み，機能性と疾患の相関関係の研究が中
心となっている．現代では時代の複雑化とともに，ビ
タミンの潜在性不足が注目を浴びつつあり，歯周病も
潜在性不足を原因とする疾患であると考えられてい
る．地球上での生命誕生以後，酸素を巧みに利用し，
酸素毒性を回避してきたが，現代は全てが効率とス
ピードアップの時代となり，人類は多大なる酸化スト
レスを受け，体も心も蝕まれている．こういう背景か
ら，医学・薬学研究では慢性炎症疾患に対する効能・
効果の研究が行われているが，歯学領域でもオーラル
ケアに抗酸化ビタミンの重要性が認識される時代が来
るだろう．
　本稿では，抗酸化ビタミンの生理機能が有する歯周
病治療及び予防効果についてまとめたつもりである
が，数多くの研究報告を全て網羅したものではない．
先ほど述べたように，医学・薬学領域で慢性炎症疾患
に対する効果についてこれまで多く発表されている
が，近年，歯学領域においても，ビタミンの抗酸化・
抗炎症作用の，特に歯周病に対する基礎及び臨床研究
が盛んに行われるようになってきており，その効果に
注目が集まっていると考えられる．現在のところ，in 
vitro，in vivo 研究では抗酸化ビタミンの効果は実証
されているようだが，医学研究でも歯学研究において
も，質の高い臨床研究が少なく，臨床的有用性につい
ては科学的に明確となっていない．耐性菌の発生を考
慮すると，抗菌薬を用いて歯周病患者の炎症改善する
ことは現実的ではなく，副作用の危惧が低いと考えら
れる抗酸化ビタミン等のサプリメントもしくは製剤を
利用した疾患のコントロールは，将来的にも有望であ
ると考えられる．今後，大規模かつ質の高い臨床研究
が行われ，歯周病治療における抗酸化ビタミンの有用
性を明らかにしていくことが望まれる．
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　インプラント治療は，ブローネマルクのオッセオイ
ンテグレイションの概念が定着して以来，欠損補綴の
一選択肢として高い評価が得られている．トップダウ
ントリートメントとして機能性や審美性を念頭にした
補綴主導であることに異論はないが，あくまでもス
タートはインプラント体を安全に顎骨内に埋植する外
科手術である．術中や術後のトラブルを回避するには，
画像診断や口腔解剖を含めた知識や技術を十分に研鑽
する必要がある．しかし全ての外科手術に共通するこ
とであるが，最も重要なことは術前に患者の全身状態
を把握することである．
　インプラント治療を目的として受診した 178 名の患
者（平均年齢 57 歳）の有病率は，約 72％との報告も
ある．これからも増加する高齢者の患者にインプラン
ト治療を安全に行うために，リスクファクターとして
の患者の全身的因子（内科疾患）を概説をしてみたい．

骨吸収抑制薬または血管新生阻害薬内服患者

　ビスフォスフォネート製剤における顎骨壊死の副作
用は，ビスフォスフォネート関連顎骨壊死（BRONJ: 
Bisphoshonete-related osteonecrosis of the jaw） と
称していた．しかし 2016 年にビスフォスフォネー
ト（BP）製剤だけでなく，すべての薬剤に関連する
顎骨壊死を薬剤関連顎骨壊死（MRONJ: Medication
− related osteonecrosis of the jaw）という呼称に
変更した．BP 製剤は骨粗鬆症の第一選択薬として内

服されている．わが国では現在，静脈注射薬で年 1
回投与のゾレドロネート（リクラスト ®），3 か月ご
とに投与するイバンドロネート（ボニバ ®）などが
追 加 さ れ て い る．RANKL（Receptor activation of 
nuclear factor κB ligand）阻害薬（デノスマブ）は，
RANKL に対するヒト型モノクローナル抗体で破骨細胞
機能を抑制し，骨吸収を抑制する働きがある．これらの
薬剤は悪性腫瘍の骨転移にも用いられ，新生血管形成
を抑制する血管新生阻害薬は消化器や腎細胞，神経内
分泌などの腫瘍にも効果を示すことが知られている．
　本邦における顎顔面インプラント学会の調査による
と，BRONJ の発症契機は抜歯が多いとされているが
その抜歯の原因となる歯性感染症も 25％近く含まれ
インプラントも 1.3％を示していた．（図１）又，イン
プラント埋入患者の BRONJ 発生はいずれも開業歯科

図１：ARONJ の発生契機

(J Bio-Integ 7 : 121 - 125, 2017.)
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医院で埋入した 17 例であった．その中でも表面素材
の多くはチタンであったが，アパタイトコーティング
インプラントも 2 症例みられた．埋入時期については，
インプラント埋入後に乳がんの骨転移がみつかり，ビ
スフォスフォネートの投与が開始され，同部に顎骨壊
死を生じた症例もある．

　そのため局所的リスク因子となるインプラント手術
をはじめ歯科外科治療を行う場合には患者の同意を得
る必要がある．インプラントの埋入後のメインテナン
スは極めて重要であり，定期的なリコールを行い，レ
ントゲン診査と同時に口腔の衛生状態に留意し，イン
プラント周囲炎の予防を行う．
　顎骨壊死のリスク因子の局所的因子として歯槽部外
科手術があり，そのなかにインプラントの埋入および
除去手術がある（表１）．これらの侵襲的歯科治療へ
の対応として薬剤の休薬期間と再開期間がある．2014
米国口腔外科学会のポジションペーパーでは，エビデ
ンスは高くないが経口薬による治療を受けている骨粗
鬆症患者に対しては休薬を推奨している（図２）. ま

たここでいうリスクファクターとはコルチコステロイ
ド，血管新生阻害薬の併用投与で，発症リスクの増加
との関連性については明らかでないが年齢，性別，貧
血，糖尿病，喫煙も記載されている．薬剤の再開時期
については抜歯後の抜歯窩の骨治癒を認める 2 ～ 3 か
月後としているが，レントゲン写真や CT 写真を参考
にした上で評価していただきたい．

糖尿病患者

　食生活をはじめとした生活習慣の欧米化により，糖
尿病およびその予備患者は年々増加し，2015 年には
約 2,500 万人になると推定されている．本疾患の問題
点は，本人が気づいていないことが多く，血液検査は
もとより治療を受けていないのが現状である．問診票
で治療歴もなく，医療面接でも否定された女性患者
が術後にインプラントが脱落し（図３），詳細に生活
習慣などを問いただしてみると，1 日中ケーキなどを
間食していることがわかり血糖値を測定したところ
HbA1c は 8.0％あり，内科医に血糖値のコントロール
を依頼し再度インプラント埋入手術を行った症例を経
験している（図４）．
　インプラント埋入術のような外科的侵襲を伴う処置
を行う場合，血糖値が高いと微小血管の循環障害とな
り易感染や創傷治癒を遅延させる．また一方において
高血糖やインスリン欠乏は骨芽細胞の機能や細胞数の
低下を惹起し，骨の治癒や骨との結合を妨げることが
考えられる．埋入手術後の軟組織の感染や創傷治癒の
みならず骨などの硬組織への影響も懸念される．とく
にサイナスリフトを含めた骨造成や再生医療など関連
手術を併用する場合には要注意である．
　一般的には空腹時血糖値 110mg/dL 未満，HbA1c
が 5.8％（NGSP 値で 6.2％）未満であれば通常どおり
のインプラント手術を行っている．しかしそれ以上の
値であれば，術前から抗菌薬の内服や術中の点滴によ
る抗菌薬の投与が必要である．当然ながら内科への対
診や，正常範囲に検査値が収まるまで手術の延期をし
なければならない（表２）．
　また術中の低血糖発作にも注意する必要があり，患
者の顔面や挙動にも常に注意を払い，発汗，冷汗，顔
面蒼白などの症状を見落とさないようにし，脈拍や血
圧の測定を怠っては行けない．糖尿病昏睡に陥ること

表１：顎骨壊死の局所的リスク因子
　　　（2014 年米国口腔外科学会ポジションペーパー）

抜歯
歯科インプラントの埋入および除去術
口蓋および舌側骨隆起切除術
歯根端切除術
歯周外科処置

図２：BP 製剤投与患者の休薬の流れ
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もあるので，ブドウ糖や砂糖などを摂取させることや，
50％グリコース注射液を準備し，いつでも静脈内に投
与できるようにしておくことが重要である．

高血圧症患者

　インプラント治療を受ける患者は高齢者が多く，高
血圧症といわれる 40 歳以上の 4,000 万人が手術対象
となっている．糖尿病患者と同様に自覚のない受診者
が多いため，術前には必ず血圧測定が必要である．来
院したり白衣をみるだけで血圧が上昇する患者も多
い．高血圧治療のガイドライン 2014 では正常血圧，
高血圧とも 3 段階に分類されている（表３）．
　高血圧症の場合，心臓，脳，血管，腎臓など多臓器
にわたる合併症もあるため，高血圧の予後は血圧値だ
けでなく，高血圧以外のリスク因子の有無が関与し，
とくに糖尿病はリスクが大きい（表４）．これらの臓

図３：右側傾斜埋入インプラント周囲への著明な骨吸収

図４：撤去し再埋入

表２：糖尿病のコントロールの基準と治療時の注意点

コントロールの評価と注意点 どんな処置も可 術後血糖管理を要す 内科との連携必要
内科と連携必要　　　
観血処置は避け，血糖
コントロール後に行う

HbA1c 値（％） 5.8 未満 5.8 ～ 6.5 6.6 ～ 7.9 8.0 以上
空腹時の血糖値（mg/dl） 110 未満 110 ～ 130 未満 130 ～ 160 未満 160 以上

食後 2 時間の血糖値（mg/dl） 140 未満 140 ～ 180 未満 180 ～ 220 未満 220 以上

表３：成人における血圧の分類

分　類 収縮期血圧 　 拡張期血圧
（mmHg) 　 （mmHg)

至適血圧 ＜ 120 かつ ＜ 80
正常血圧 ＜ 130 かつ ＜ 85
正常高値血圧 130 ～ 139 又は 85 ～ 89
軽症高血圧 140 ～ 159 又は 90 ～ 99
中等症高血圧 160 ～ 179 又は 100 ～ 109
重症高血圧 ≧ 180 又は ≧ 110
収縮期高血圧 ≧ 140 かつ ＜ 90

収縮期血圧と拡張期血圧が異なる分類に属する場合は，高い方の分
類に組み入れる

表４：高血圧患者のリスクの層別化
　　　　　　　血圧分類

血圧以外のリスク要因　　

軽症高血圧 中等症高血圧 重症高血圧
（140 ～ 159/90 ～

99mmHg)
(160 ～ 179/100 ～

109mmHg) ( ≧ 180/ ≧ 110mmHg)

危険因子なし 低リスク 中等リスク 高リスク
糖尿病以外の危険因子あり 中等リスク 中等リスク 高リスク
糖尿病，臓器障害，心血管

病のいずれかがある 高リスク 高リスク 高リスク
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表５：日常の歯科診療で遭巡する抗血栓療法患者

・心疾患
　弁膜症（僧帽弁狭窄症・閉鎖不全症など），心臓
外科手術後（人工弁置換術・弁形成後，冠動脈バ
イパス術後），虚血性心疾患（狭心症，心筋梗塞，
冠動脈ステント留置後），心不全，心房細動，不整
脈，拡張型心筋症，ペースメーカー植え込み手術後，
リウマチ性心疾患
・脳血管障害
　脳梗塞（ラクナ梗塞，アテロム血栓性脳梗塞，
心原性脳塞栓症）
・血液疾患
　先天性抗凝固因子欠乏症（アンチトロンビン，
プロテイン C，プロテイン S の各欠乏症・欠損症）
・その他
　肺塞栓症，深部静脈血栓症，人工血管置換術
後，閉塞性動脈硬化症，前腕動静脈シャント術後，
Wegener 肉芽腫，抗リン脂質抗体症候群，ルーブ
ス腎炎，川崎病など

表６：PT-INR
　　　（Prothrombin Time-International Normalized Ratio）

PT-INR= ワルファリン服用患者血漿の PT 秒 / 健
常者血漿の PT 秒　ISI
プロトロンビン時間（Prothrombin Time; PT）は
PT を測定するトロンボプラスチン試験によって
敏感度が大きく異なり，施設間で比較ができな
い。そのため，試薬間でのばらつきの問題を解決
し，異なる施設間でも比較できるようにと 1984
年に国際血液学標準化委員会，国際血栓止血学
会議の合同委員会が PT の測定には International 
Normalized Ratio（INR）を用いることを提唱した。
PT 比は，患者血漿の秒数を健常者の秒数で除した
ものである。これを ISI（International Sensitivity 
Index; 国際感度指数）で乗じたものが PT-INR で，
単に INR ともいう

器に関連する疾患の既往や現病歴に注意し，内科医の
対診も考慮してインプラント手術のリスクを防がなけ
ればならない．
　高血圧症患者へのインプラント手術にあたっては，
ストレス発現に気をつけ，周囲の環境を整え，不安，
緊張，疼痛には留意し，術中は血圧測定などのモニタ
リングを行い，エピネフリンを含有していない局所麻
酔薬の使用を推奨したい．

抗血栓薬服用患者

　循環器疾患患者は，抗凝固薬（ワルファリン ®）や
抗血栓薬（バイアスピリン）などの抗血栓療法を受け
ていることが多く，これらの疾患を持った患者がわれ
われ日常の歯科治療を受診し，抜歯やインプラント治

　ただし抗凝固薬として用いるワルファリンの場合，
PT-INR（表６）が 3.0 以下，すなわち治療域を 2.0 ～
3.0 とし，測定する時期は 24 時間以内，それが困難で
あれば少なくとも 72 時間前の INR を測定するのが望
ましいとしている．バイアスピリンなどの抗血小板薬で
はモニタリング検査がないので同様に服薬継続のまま抜
歯が可能とされている．

　インプラントについても抜歯と同様に抗血栓薬継続
のままでの埋入手術が望ましい．経験上，顎骨内への
埋入時に異常出血を認めたことはないが，術後に皮下
出血を経験したことがある．そのため患者には十分な
説明が必要になる．しかし上顎洞挙上術や減張切開な
ど軟組織に手術野が拡大する場合は，十分な止血準備
が必要で，侵襲の大きな関連手術を併用する場合は，
内科医と相談の上，ワルファリンをヘパリン療法に変
更することを奨めたい．
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●海外レポート 1

Academy of Osseointegration 2017 in Orland に参加して

井川　淳一

　医療法人社団清蹊会　井川歯科医院

　Academy of Osseointegration 2017 Annual 
Meeting（3 月 15 日から 18 日，米国フロリダ州オー
ランド開催） に参加してまいりました．このインプラ
ントに関する最先端の学会ではいったいどのようなこ
とを見聞することができるのでしょうか．初参加の私
には未知の世界であり，大変楽しみでした．
　バイオインテグレーション学会としては初めての試
みとして企画された，「2017 年 AO ツアー」は，本学
会会長である春日井教授（東京医科歯科大学大学院医
歯学総合研究科インプラント・口腔再生医学教授）以
下，会員 1 名（私です）の計 2 人での参加となりました．
一会員が会長独り占め状態です．このようなことが
あってもいいのでしょうか．とにかく一般開業医の私
には大変ありがたい，今思ってもとても信じられない
状況でした．事前に特に集合時間や場所を決めること
も無く，各自で飛行機に乗り込み春日井先生にお会い
できたのは，離陸前の機内で，でした．成田からヒュー
ストン経由，途中アカデミー賞で 6 部門受賞のミュー
ジカル映画「LA LA LAND」に涙しながら，日本語

を耳にすることも無く外国語に囲まれながらオーラン
ドまで移動しました．この間，どんどん開き直ってい
く自分でした．前週，BIS 学術大会参加のために仙台
まで移動した新幹線の車内とは大違いです．
オーランドに無事到着．

「そう，井川先生も観た，『LA LA LAND』．あれ，
来るよねー．おれもさー，まいったよー．人生いろ
いろだよなー．」
誰とも分け隔てなく接してくださる春日井先生に感
謝しながら，ホテルまでのタクシーを待ちました．

「ああ，よかったぁ．春日井先生のハートがうれし
いなあー．」

　ツアー会社の用意してくださった事前案内ではホテ
ルはコンベンションセンターに隣接しているとのこ
とでした．実際そうでした．が，the Orange County 
Convention Center は同種のものでは世界最大の施設
ということで，開催会場のあるエリアとは対角位置に
投宿してしまった我々は会場入り口まで片道 20 分の
ウォーキング・タイムを日課とする学会となりました．
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　受付に向かった学会場では，2012 年ハーバード大
学（歯周病・インプラント）で行われた卒後研修に参
加させていただいた際に私が大変にお世話になった林
先生とバッタリ再会．林先生は春日井先生との思わぬ
再開に大喜びで，旧交を温めつつ，地元のステーキ屋
さんで食べ過ぎたあと，ホテルのバーで春日井先生と
飲み過ぎました．フロリダですから，ヘミングウェイ
の「老人と海」にちなんで，モヒートで乾杯．おまけ
に時差ボケで，学会初日から躓きそうでした．
　翌日よりいよいよ学会が始まります．私はとにかく，
春日井先生にくっついていくこととしました．春日井
先生はどこへ行ってもくっついて回る私を邪険にする
こともなく，むしろ色々とお声をかけていただきなが
ら学ばせていただける時間が始まったのです．なんと
運のいいことか．オーランドとはいえ朝はかなり肌寒
く予想以上の寒さでした．おまけに会場もクーラーが
効いており，省エネの国，日本から来た私にはなかな
か堪える状況でしたが，春日井先生のおかげで心は温
かでした．そんなか，オープニングシンポジウムが
進んでいきます．テーマは，30years later - What we 
did then,what we do now．当然ながら世界的に著名
な先生たちが次々とプレゼンをしていく迫力は圧巻で
した．しかしながら，この「インプラント治療におけ
る継続性」を振り返ることがテーマであることに「あ
れ？今までのアメリカで開催される学会とはちょっと
方向性が変わってきたのかな？」と感じるところがあ
りました．安売りインプラントに対する危機感を論じ
るセッションもあるなど，治療の方法も落ち着き始め
た感があるように思いました．
　私にとってはまばゆいばかりの先生方の講演をダイ

レクトに拝聴することのできた興奮のるつぼと化した
学会でしたが，振り返ってみると，臨床的には特に目
新しいものはなかったというのが私の率直な感想でし
た．しかしながらところどころに，例えば，「シャーピー
繊維があるところに骨ができる．」といったようなこ
とを，基礎の側から in vitro の実験で示していく発表
があったり，なんとなく充足感をくすぐる演題も散見
されました．
　日中の知的な時間とは裏腹に夜のウェルカムパー
ティーは地元のクラブを貸し切り，最高に熱い夜だっ
たことは，私のフェイスブックのページで是非，ご覧
ください．
　最後になりましたが，私のようなただの一臨床医に
このような大変に素晴らしい機会を与えてくださった
春日井先生に，心から感謝いたします．これを機会に
心を新たにし，自分の臨床を磨いていこうと心に決め
ました．春日井先生，このときの 6 日間は，本当にあ
りがとうございました．今後もよろしくご指導お願い
申し上げます．
　さて，皆さん．来年は NRT から LAX に向かう機
中で集合，そして学会はロスで開催です．
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EAO（European Association of Osseointegration）報告

長屋　淳

　医療法人健幸会

　10 月 5-7 日にスペインマドリードで行われた EAO
（European Association of Osseointegration）に参加
したのでその報告をします．EAO 参加は昨年のパリ
に続き 2 回目となり，マドリードに着いたのは 10 月
2 日，EAO 学会が始まる 3 日前でした．私達 5 人は
ホテルにチェックインを済ませた後，学会が始まるま
でのスケジュールを検討したり，学会中のプログラム
を確認しながら市街を散策しました．マドリードの旧
市街は中世の雰囲気が色濃く残された街並みでおしゃ
れな飲食店や革製品
等の小さなお店が連
なっていました．お
酒好きな私達は早速
ワインと生ハムで旅
の成功を祈念し祝宴
が始まったのでし
た．翌日スペインに来たからには『サグラダファミリ
ア』や『ピカソ博物館』を有するバルセロナに移動
することが決まりました．AVE（スペイン高速鉄道）
に揺られること 3 時間，バルセロナに到着しました．

ぬっ！何か街の雰囲気がお
かしい・・・！　何だっ，多
くの人が変な旗を掲げてい
る．気が付いたときには時す
でに遅く，カタルーニャ地方
独立集会の真っ只中．地下鉄
はストップ，バス，タクシー
は規制され，サグラダファミ
リアにも入れず外から眺め

るだけでした．しかしながら，かなりの距離を歩いて

移動したにも関わらず，歴史的な騒動に触れることが
できたことは良い思い出になったと感じたのでした．
　さて，本題の EAO ですがヨーロッパ最大のインプ
ラント学会であり今年で 26 回目の開催になります．

各国を持ち回りで
開催し来年はオー
ストリアのウィー
ンが決定していま
す．三日間の開催
期間でしたが，ま
ず会場の大きさに
驚愕しました．私

はポスター発表がありましたので，発表会場に行って
みると多くのモニターが用意され，タッチパットで操
作する最新のプレゼン法になっていました．さすが
に 1300 以上の演題をさばくには紙ポスターでは面積
的に問題もあり，このプレゼン方法が今後世界中に広
がっていく予感がしました．学会のセッションではス
ペインの Eva 先生がインプラントポジションによる
審美的欠陥をプロビジョナルレストレーションを調整
し改善する方法を提示し感銘を受けましたが，その他
もデジタルの活用や骨補填材，フラップデザインに関
しての発表が多く，ヨーロッパの技術の高さを感じた
3 日間でした．学会期間中はバイオインテグレーショ
ン学会（BIS）の先生方と毎夜待ち合わせフラメンコ
鑑賞や夕食を共にしながら，今後のインプラント治療
についての展望や BIS の発展について熱く語り合い
ました．最終日には私達 5 人の滞在するホテルの部屋
で遅くまで酒宴をひらき学会期間が終了となりまし
た．
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　今回の EAO を振り返って私自身がポスター発表を
したことは人生でも大きな経験の 1 つになりました．

このような発表の機会を与
えていただいた理事長の青
木先生，会長の春日井先生
を始め BIS の先生方には
大変感謝しています．特に
青木先生にはポスター発表
に関して丁寧に指導して頂
き誠にありがとうごあいま
した．
　最後になりますが私は福

島県郡山市で開業している単なる一般 GP です．この
ような私が多くの方に支えられ素晴らしく楽しい経験
ができました．皆様も人生のプラスと思って海外学会
の発表経験を持たれることをお勧め致します．
　行動を共にした森先生，懸田先生，細見先生，照屋
先生，またヨーロッパ行きましょう！
　BIS のさらなる発展を祈念して・・・
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南フランスのツールーズで開催された Bioceramics 29 に参加して

青木　秀希

　株式会社国際アパタイト研究所　代表取締役
　一般社団法人バイオインテグレーション学会　理事長

　第 29 回バイオセラミックス国際会議が南フランス
のツールーズ国際会議場で 2017 年 10 月 25 日― 27
日の 3 日間にわたって開催されました．参加者は 39
か国 200 人余りです．大会長は Christian REY 名誉
教授（写真１）です．この学会は，セラミックスを生
体材料として応用するこじんまりとした研究会です．
29 年前の 1988 年に，アルミナやアパタイトセラミッ
クスが人工骨や関節材料として注目され始めた時に作
られた学会です．私が命名者でもあり，設立者の一人
です．第 1 回は 1988 年，大西啓靖，青木秀希，沢井
がチェアマンとして京都大学で開催されました．日本
発の学会という事になります．そのためか参加者や役
員が今でも日本人が多いようです．

　26 日（ 木 曜 日 ） の 懇 親 会 は 航 空 博 物 館
AEROSCOPIA Aeronautical Museum（コンコルド
等が展示）で開催され，陳列されている各種の航空機
を見学してから，9 時ころから始まり，各国のメンバー
が壇上に上がり，我々日本人は「上を向いて歩こう」
を歌いました．（写真３）

写真 1

写真 2

　初日の 25 日（水曜日）は市庁舎で歓迎会が開かれ
ました．その会場で大会長の REY 教授と本学会理事
の武蔵野大の大塚誠教授，照喜名助教，筆者で撮った
写真２です．

写真 3

　なお，筆者は 28 日の本学会法人化祝賀パーティに
出席のため，この懇親会のあとすぐにホテルへ戻り，
27 日の早朝に成田へ飛び立ったのでした．
　2018 年の第 30 回バイオセラミックスは、10 月 26
日― 29 日に名古屋大の大槻主税教授が大会長として
名古屋で開催されます．
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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

第 23 回 インプラント埋入前に考えて欲しいこと
佐々木啓一　（東北大学）　
小宮山彌太郎（ブローネマル
クオッセオインテグレーショ
ンセンター）

2017.3.11

第 24 回 ライブオペで学ぶインプラント外科 堀内克啓　（大阪大学） 2017.5.14
第 25 回 ビタミンの過去，現在、未来と歯周病 阿部皓一（武蔵野大学） 2017.8.9
第 26 回 インプラント周囲炎を徹底的に理解する 関野　愉（日本歯科大学） 2017.6.25

第 27 回 基礎：歯はアパタイトーアパタイトを知らずして歯を知れ
ずー臨床：聞くとよく効く麻酔の話

青木秀希（国際アパタイト）
砂田勝久（日本歯科大学） 2017.9.3

第 28 回 歯周病研究者からみた再生医療の最前線 石川　烈（東京女子医大） 2017.9.28
第 29 回 Minor�Bone�Augmentation 松野智宣（日本歯科大学） 2017.10.25
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）�
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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〓
・特別講演　　　　「バイオ再生医療をになう歯の細胞バンク」中原�貴先生　
・教育講演Ⅰ　　　「生体材料としてのセラミック及びチタンの基礎と組織再生促進技術」�伊藤�敦夫先生
　・教育講演Ⅱ　　　「インプラントオーバーデンチャーの現状と展望」�大久保�力廣先生
　・シンポジウムⅠ　〈骨造成のための移植材料〉
　　　　　　　　　　１．「自家骨」津山�泰彦先生
　　　　　　　　　　２．「HA- コラーゲンスポンジ」丸川�恵理子先生
　　　　　　　　　　３．「自己血小板由来材料」高橋�雄三先生
　・シンポジウムⅡ　〈長期経過から考える骨造成の勘所と問題点〉
　　　　　　　　　　１．「サイナスリフトを攻めか？避けるか？」関根�浄治先生
　　　　　　　　　　２．「歯槽部骨造成」立川�敬子先生
　　　　　　　　　　３．「骨造成を行わないインプラント治療・番外編」下尾�嘉昭先生
　
　・歯科衛生士セッション　「メンテナンスのノウハウ」　清水�智幸先生　河野�章江先生
　・ランチョンセミナー　共催：ストローマン・ジャパン株式会社�

　・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
　日本歯科大学附属病院�口腔インプラント診療科内　準備委員長　小倉�晋
　〒 102-8158　東京都千代田区富士見 2-3-16　日本歯科大学附属病院�口腔インプラント診療科
　TEL：03-3261-5511　FAX：03-3261-3924　
　Email：bio2018@tky.ndu.ac.jp

第８回学術大会・総会
会期：2018 年５月 19 日（土）、20 日（日）
会場：日本歯科大学 九段ホール・メモリアルホール
　　　（〒 102-0071�東京都千代田区富士見 1-9-20）
懇親会（19 日（土） ）18 時 30 分～ 20 時
　　　ホテルメトロポリタンエドモント飯田橋

メインテーマ：明るい未来を築くための創造力
大会長：柳井 智恵（日本歯科大学附属病院 口腔インプラント診療科 教授）
副大会長：松野 智宣（日本歯科大学生命歯学部 口腔外科学講座 准教授）
準備委員長：小倉 晋（日本歯科大学附属病院 口腔インプラント診療科 准教授）

バイオインテグレーション学会
第８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。



● 144

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

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

京セラ株式会社 東京都品川区東品川 3 丁目 32 番地 42 号　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 東京都港区芝 5-36-7　三田ベルジュビル６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

ライフジャパン株式会社 東京都立川市錦町 1-14-23

株式会社デザインワン・ジャパン 東京都新宿区西新宿７丁目 5-25　西新宿木村屋ビル８F

オリンパステルモバイオマテリアル
株式会社

東京都渋谷区笹塚 1-50-1　笹塚 NA ビル

株式会社トータルヘルスコンサル
ティング

東京都千代田区神田須田町 1-7　神田ミハマビル 10F
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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.�



● 148

　　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

　本学会誌も今回で第７巻となりました。今年の雑誌の内容は、基礎科学に関するものが多かったようです。臨床で追
われている先生方には、原稿を書いている時間がとれなかったのでしょうか。
　さて、今年の本学会はいろいろな意味で充実していました。第一に、３月に仙台で懸田明弘理事を大会長として、東
北大学の先生方のバックアップ格調高い実りの多い第 7 回学術大会・総会が開催されたことでした。その時に講演され
た先生方の特別講演や教育講演などが本誌に掲載されています。第二に、本学会が一般社団法人に認可されたことです。
設立から７年目で認可されたことは、他の学会よりも早かったようです。事務局の原田裕子女史の努力が大きかったです。
10 月にはその法人化の祝賀パーティが、東京駅近くの中華料理屋で開催され多くの会員が参加されました。第三に、バ
イオインテグレーション学会（BIS）専門医制度が実施され、30人ほどがBIS認定専門医や専門研究者の認定を受けました。
来年はこれらの先生方の講演会などを企画しています。第四に、再生医療等委員会が本学会に設立され、数人の先生が
申請されました。第五に、10 月に、スペインマドリッドで EAO（ヨーロッパインプラント国際会議）が開催され、本会
員や学生さんなど 30 人以上が参加されました。数人の会員は論文も発表しました。楽しい食事会なども開催されました。
インプラント治療をやられている先生方は、ヨーロッパのインプラント最新情報を得るために EAO に出席する必要はあ
るはずです。来年はオーストリアウイーンで開催されます。春日井昇平先生の招待講演もあるようです。これについて
は本誌の海外レポートに紹介されています。

青木　秀希
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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、
　　　　　　　松野　智宣、寳田　博、青木　秀希
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