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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。
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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
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する基礎および臨床の様々なトピックスです。
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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。
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巻　頭　言

一般社団法人バイオインテグレーション学会
代表理事　青木　秀希

　本学会は、インプラント医療の普及とバイオインテグレーション（骨性癒着）の

本質を明らかにすることを目的として 2011 年 1 月に設立されました。歯科にはサイ

エンスがないと言われていたことや、歯科インプラントの基礎科学のレベルを高め

る必要性があったことも設立の理由でありました。2018 年の今年で丸 8 年が経過し

ました。学術大会・総会も 8 回開催され、雑誌も 8 巻まで発刊されました。特に大

きな問題もなく順調に来ることができましたのも会員皆様のご支援、ご協力の賜物

です。

　さて、本学会は、昨年 2017 年 5 月 11 日に任意団体から一般社団法人に登記され

ました。法人への手続きは一部の理事に任せていたため、法人になるまでの経緯な

どが多くの会員には知らされないままでした。理事代表として深くお詫び申し上げます。法人化後は当然一般社

団法人法（以下「一般法人法」という）に基づいて学会が運営されなければなりません。たとえば、任意団体の

時の会員は、法人の社員に自動的になりますが、理事はそのまま法人の理事に横滑りすることはできませんでし

た。理事は総会で選出される必要がありました。本学会は小さな学会ですが、歯科インプラントのブレインが集

まった学会です。基礎科学と臨床に長けた将来の歯科インプラント医療のリーダーになる人材を養成する学会で

もあるかと思います。

　こじんまりしているがしっかりしたアカデミックな学会にするために、新たに、実務のできる理事、財務委員、

編集委員、研修講座委員、学術委員、広報委員などを選出したいと思います。我こそはと思う会員は、手を挙げ

てください。

　会員の皆様と本学会の明るい未来に向けて努力していきたいと考えています。



Preface

The general incorporated corporation of Biointegration
Representative Director Hideki Aoki, Ph.D.

　The society was founded in January 2011 with the aim to spread implant medical care and to clarify the 

essence of the biointegration (ankylosis). It was also the reason that dentistry was said to have no science and 

that there was a need to raise the level of basic science for dental implants. Eight years have passed until  this 

year of 2018. The academic conferences and general meetings were held eight times, and magazines were also 

published up to 8 volumes. It was due to the support and cooperation of the members that we were able to 

come smoothly without particular problems.

　Well, this society was registered as a general incorporated corporation on May 11, 2017 of last year an 

arbitrary organization.　Since the procedure to the corporation was left to some directors, many members 

were not informed about the situation until becoming a corporation.　I  sincerely apologize to you as a member 

of the Board of Directors. After incorporation, the academic society must be operated based on the general 

corporate corporation law (hereinafter referred to as “General corporate law”). For example, a member at the 

time of an arbitrary organization will automatically become an employee of a corporation, but the director could 

not skid sideways to the director of the corporation as it was. The director had to be elected at the general 

meeting.

　It was a small academic society, but it is a conference where brains of dental implants gathered. I think that it 

is also an academic society of human resources training that become a leader of basic science and future dental 

implant medical care which is good clinical.

　In order to make it a small but firm academic society. I would like to elect a newly practical director, finance 

committee, editorial committee member, training course committee member, academic committee member, 

public relations committee, etc. For members who I believe, please raise their hands.

　I would like to work hard towards the bright future of this society with members.





1 ●

●総説

バイオ再生医療をになう歯の細胞バンク

中原　貴

Dental cell banking for regenerative medicine

Taka Nakahara

Abstract

Prior to the identification of induced pluripotent stem cells, better known as iPS cells, somatic stem cells (tissue 
stem cells) were considered the most prominent candidates in regenerative medicine. Characteristically, these 
stem cells can be obtained from the patients themselves, and pose a low risk of tumorigenesis. They are essential 
for ‘medical safety,’ which has been much talked about, particularly in the recent years.
    Dental stem cells, which can be obtained from extracted teeth during conventional dental treatments, can be 
collected from a wide range of patients, from children to adults. These stem cells are well preserved as they are 
present in the hard teeth. Therefore, efforts are now being made to culture and cryopreserve dental stem cells 
in a cell banking system for future use in regenerative medicine.
    In this paper, we provide an overview on the appeal of dental stem cells, which pose low risk of tumorigenesis, 
as a source of stem cells common to medicine and dentistry and the efforts being made to create a cell bank for 
future use in regenerative medicine.

Key words: 再生医療， 幹細胞， 細胞バンク
                Regenerative medicine, Stem cells, Dental Cell banking

(J Bio-Integ 8 : 1 - 6, 2018.)

　日本歯科大学生命歯学部　発生・再生医科学講座
　Department of Developmental and Regenerative Dentistry, School of Life Dentistry at Tokyo, The Nippon Dental University

　Accepted for publication 27 july 2018

１．バイオ再生医療とは

　メディアでも頻繁に目にするようになった再生医療
であるが，そのアプローチは多岐にわたる 1-3）．バイ
オマテリアル，成長因子，遺伝子導入など様々な手法
が乱立するなか，筆者はとくに“細胞”を用いる新た

な医療を「バイオ再生医療」と名付けた 4）．現在では
細胞を活用して，種々のアプローチによって細胞機能
を効果的に引き出し，組織再生に誘導する試みがなさ
れている（図１）5）．
　バイオ再生医療の代表的な細胞の一つは，周知のと
おり iPS 細胞である．そして，患者自身の細胞でバイ
オ再生医療を行うには，医科領域では骨髄細胞や脂肪
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細胞，歯科領域では歯髄細胞や歯根膜細胞がよく知ら
れる 6）．一般に，iPS 細胞が多能性幹細胞と紹介され
る一方で，骨髄細胞や歯髄細胞は体性幹細胞（組織幹
細胞）と呼ばれる（図２）．昨今の “細胞” を活用し
たバイオ再生医療の急速な進展は，従前の医用材料だ
けでは不可能であった形態や機能の回復に福音をもた
らすと信じられている．バイオ再生医療という新たな
ネーミングが，こうした未来の医療を創造する契機に
なれば幸いである．

２．バイオ再生医療における細胞培養

　バイオ再生医療で必須のプロセスとなる細胞培養
は，患者から採取した骨髄や歯髄の組織から細胞を取
り出し，最初にシャーレやフラスコの中で培養するス
テップ（初代培養）と，その細胞が順調に増えつづけ
てシャーレを植え継ぎながら大量に増やしていくス
テップ（継代培養）とに分けられる（図３）．本来は
生体内で活動していた細胞にとって，インキュベー
ター内で 37℃に保たれた培養液の環境は，あくまで
体外における人工的な環境といえる．したがって，通
法どおり培養したからといって，必ずしも順調に細胞
が育つ（増殖する）とは限らない．バイオ再生医療の
難しさは，細胞培養という基本的なステップにも不確
定な要素が存在していることである．
　細胞培養によって骨髄や歯髄の細胞を安定的に増や
すには，培養液にウシ胎仔血清（FBS）を 10 ～ 20％
の割合で添加するのが一般的である．ところが，FBS
を使用した再生医療を想定すると，異種動物に由来す
るウイルス感染や免疫反応のリスクが避けられない．
また，1980 年代に英国で端を発した異常プリオンの
問題は，牛海綿状脳症（狂牛病）に罹患したウシの
ショッキングな映像と共に記憶に新しい．そのため，
安全なバイオ再生医療のためには，細胞の増殖には有
利に働くものの，複数の問題点を抱えた FBS を使用
しない，臨床的な細胞培養システムの確立が急務で
あった．
　筆者らは，FBS を含まない培養液を用いて，歯髄
組織からの幹細胞の分離と大量培養を試み，臨床応
用を念頭においた無血清培養システムの構築を図っ
た 7）．その結果，歯髄組織から取り出して無血清培養
した細胞は，FBS を添加した従来の培養液に比べて，
最初にシャーレで培養した初代培養において，細胞
が増えてくるまでに 3 日ほど長い時間を要した（FBS
添加培養液 6.0 ± 1.7 日 vs 無血清培養液 9.0 ± 1.8 日 ; 
n = 6; P = 0.012）．ところが，徐々に細胞の数が増え
てくると，無血清培養では急速に細胞増殖が早くなり，
FBS 添加培養液よりも約 2 倍の細胞数が得られた（図
４）．
　そのまま細胞培養を継続し，さらに長期間にわたっ
て継代培養したところ細胞は活発に増え続け，細胞移

図１： 細胞を活用した再生医療アプローチ．成長因子の局所投
与や細胞への遺伝子導入によって，細胞の増殖や分化，
成長因子や活性化因子の分泌を促進する（文献 5 から改
変）．

図２： 歯髄幹細胞の位相差顕微鏡像．スケールバー：100 µm．
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植などの医療応用に必要な細胞数を十分に獲得するこ
とが可能であった．特筆すべきことに，この大量培養
した細胞の染色体解析の結果，ヒト細胞にみられる二
倍体性と正常な核型が維持されており（図５），実験
動物に移植した結果と合わせて，細胞のがん化・腫瘍
化は見られなかった．
　以上のように，今後さらに開発が進む FBS 非添加
の無血清培養による再生医療研究において，本研究は
採取組織からの幹細胞の分離から大量培養までを，安
全に遂行できることを示した点できわめて臨床的意義
が大きい．本成果は，プリオン問題に敏感な英国の幹
細胞専門誌に掲載され 7），わが国でも複数のメディア
に紹介されている 8）．

３．バイオ再生医療における歯性幹細胞の魅力

　がん化・腫瘍化のリスクがきわめて低い体性幹細胞
は，安全が約束されたバイオ再生医療において必須の
細胞ソースとなる．iPS 細胞が登場する以前から，医
科で代表的な細胞ソースであったのが骨髄細胞であ
る．しかし，患者の骨髄細胞を得るには，全身麻酔に
よる術中管理の下，腸骨などに骨髄穿刺をして骨髄液
を採取しなければならない．そのため，患者に対する
全身的な侵襲や苦痛，さらに感染による合併症も無視
できない．また，骨髄細胞の培養は個体差が大きく，
患者によって細胞が増えずに培養期間の予測が立ちに
くいのが実情である．
　その一方で，歯科を代表する細胞ソースである抜去
歯は，乳歯，智歯，小臼歯などの日常的な治療抜歯を
通じて得ることができる．くわえて，通常は医療廃棄
物となる抜去歯は，必要な歯科治療のなかで二次的な
侵襲をともなわずに入手できる組織である．そのため，
患者に強いる身体的苦痛や合併症のリスク，さらに倫
理的問題が全く存在しない．
　智歯に由来する幹細胞（歯性幹細胞）は，歯の発育
状態に応じて複数の幹細胞が得られることが知られて
いる（図６）．筆者らは，10 代患者の根未完成智歯（歯
乳頭と歯小嚢），および 20 代以降の完成智歯（歯髄と
歯根膜）から，あわせて 4 種類の幹細胞を取り出し，
同一培養条件下で腸骨骨髄由来の幹細胞と比較解析を

図３： バイオ再生医療における細胞培養．患者組織から細胞を
取り出した最初の培養（初代培養）から細胞が増殖し，
複数枚のシャーレに継続的に植え継ぐ培養（継代培養）
によって，医療応用が可能な数まで細胞の大量培養を行う．

図５： 無血清培養液で大量培養した歯髄幹細胞の染色体解析（G
バンド法）．（文献 7 から改変）

図４： 無血清培養と FBS 添加培養における歯髄幹細胞の増
殖曲線解析．無血清培養：FBS（－），FBS 添加培養：
FBS（＋），*：P < 0.01．（文献 7 から改変）



● 4

バイオインテグレーション学会誌　第８巻 J Bio-Integ 8 : 1 - 6, 2018.

行った 9）．その結果，歯性幹細胞はいずれも適切な培
養を行うことで，複数の細胞に変化（分化）する能力（多
分化能）を備えており，骨髄幹細胞と全く遜色がない
能力を有することが明らかとなった（図７）．
　さらに興味深い点は，4 種類の歯性幹細胞は，骨髄
幹細胞よりも活発な増殖を示し，歯乳頭と歯小嚢の幹
細胞は約 4 ～ 6 倍，歯髄と歯根膜の幹細胞は約 3 ～ 5
倍の細胞数が得られた（図８）．くわえて特筆すべきは，
歯性幹細胞は患者の年齢や性別を問わず，すべての細
胞種が同様の増殖プロファイルを描き，個体差なく細
胞数を獲得することができることである．並行して実
施された染色体解析においても，4 種類の歯性幹細胞
と骨髄幹細胞は，いずれも染色体に異常を認めない正
常細胞であることが確認された．
　以上のように，日常臨床で見られる様々な発育段階
にある抜去歯には，活発に増殖しながらもがん化・腫
瘍化を認めず，さらに複数の細胞に分化できる多分化
能を備えた魅力的な歯性幹細胞が存在することが明ら
かとなった．
　なお，本成果を報告した原著論文は，ジャーナルの
掲載論文のなかで最もインパクトを与えた論文として，
2017 年 10 月に Odontology 賞を受賞した 10）．

４．歯科がになう「細胞バンク」の必要性と意義

　第 2 項で論じたようにバイオ再生医療には，患者の
採取組織から取り出した細胞を培養できるか否か（初
代培養が可能か？），増えてきた細胞を継続的に培養
して大量に増やせるか否か（継代培養が可能か？），
そしてそれにはどのくらいの時間を要するかなど，細
胞培養に関連した不確定な要素が少なからず存在す
る．くわえて，由来組織にともなう個体差や，細胞と
培養条件の相性もあるため，いまだに課題が多いこと
は否めない．
　けれども，これらの課題を払拭できるのが，われわ
れの歯性幹細胞である．前項で述べた歯性幹細胞は，
高い増殖能と多分化能を備えて個体差も少なく，きわ
めて高率に短期間で細胞を増やすことができる．そし
て，医療機関に入院することなく，子供から大人まで
日常の歯科治療のなかで組織採取が可能である．した
がって歯性幹細胞は，医科の骨髄細胞よりもはるかに
身近で，安全にバイオ再生医療に活用できる条件がそ
ろっている．
　そこで登場したのが，治療抜歯や便宜抜髄された歯
の細胞を培養して凍結保存する「細胞バンク」の取り
組みである 11-14）．とくに歯髄は，硬い歯のなかに存在
するため保存状態がよく，良質な幹細胞が得られるこ
とで知られている．この歯髄細胞を培養して増やした
後，液体窒素を用いて超低温下で凍結保存することで，
数十年にわたり患者自身の細胞を保管することができ

図６： 16才女性患者の根未完成智歯．歯小嚢（矢印）と歯乳頭（矢
頭）を認める．（文献 9 から改変）

図８： 4 種類の歯性幹細胞と骨髄幹細胞の増殖曲線解析．同一
の培養期間により，歯性幹細胞は骨髄幹細胞よりもきわ
めて有意に増殖する（**：P < 0.01）．（文献 9 から改変）

図７： 歯髄幹細胞の多分化能．適切な培養によって歯髄幹細胞
は，骨芽細胞（左），脂肪細胞（中央），神経細胞（右）
などの複数の細胞に分化する．

　　　（文献 4 から改変）
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る．そして将来，その患者にバイオ再生医療が必要に
なった時，凍結保管しておいた細胞をふたたび培養し
て細胞治療に用いるのである（図９）．
　実際のバイオ再生医療を考慮すると，患者の治療時
に組織を採取する場合，取り出した細胞が培養できる
か否か，大量に増やせるか否か，それらに要する時間
も見通しがつかない．あらかじめ細胞バンクに歯髄細
胞を保管しておけば，これらの不確定な要素をすべて
スキップして治療用細胞を用意することができ，迅速
に細胞治療に専念できるのである．
　歯の細胞を用いたバイオ再生医療は，けっして夢物
語ではない．すでに歯科臨床では歯髄と歯周組織の再
生を目的として，患者自身の歯髄細胞と歯根膜細胞を
それぞれ移植した臨床研究が行われている 15, 16）．また，
多くの全身疾患モデルの治療効果に関して，動物実験
レベルではあるものの，歯の細胞の移植が奏功した研
究成果が続出している 4, 11, 17, 18）．このように，将来の
安全なバイオ再生医療を享受するため，年齢を問わず
に多くの患者が経験する抜歯治療において，新しい医
療の保険として提供される一つの選択肢が「細胞バン
ク」なのである．

５．結　語

　日常臨床としてのバイオ再生医療は，いまだに臨床
歯科医の手元には届いていない．けれども，いまから
10 年後を想像して頂きたい．ヒト iPS 細胞が開発さ
れた 2007 年に始まり，自家 iPS 細胞は 2014 年，他家
iPS 細胞は 2018 年に，いずれも iPS 細胞は網膜疾患
の臨床研究に導入された 19, 20）．こうした直近の 10 年
余りで急速に発展した iPS 細胞による再生医療を鑑み
れば，今から 10 年後の 2028 年には，さらに加速した
バイオ再生医療が社会に浸透する可能性は疑う余地は
ない．その一翼をになう体性幹細胞が，高い安全性を
ともなうバイオ再生医療の細胞ソースとして，より身
近な存在になっていることも想像に難くない．
　くわえて，バイオ再生医療に供する患者自身の細胞
は，抜歯治療を通じた貴重な細胞ソースとなる歯の採
取が肝要となり，われわれ歯科医師だけがその担い手
になりうる．現在の細胞バンクの窓口は，地域の歯科
医院や歯科大学の附属病院に限定されるが 21, 22），将来
的には歯科・口腔外科を併設した医科病院にも開設さ
れることが望ましい．こうした細胞バンク外来の整備
は，将来の再生医療を安定に提供するための医科・歯
科共通の責務といえる．つまりは，着実に歩みを進め
る細胞バンクは，“歯科”を医療の主役にみちびく新
たな医療インフラなのである．
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抄　録

　iPS 細胞が登場する以前から再生医療の期待が高
かったのが，体性幹細胞（組織幹細胞）である．その
特徴は，患者自身から細胞の入手が可能であり，なお
かつがん化・腫瘍化のリスクが低いことから，近年と
くに取り沙汰される “医療の安全” には欠かせない幹
細胞であることだ．
　なかでも，抜去歯から得られる歯髄の幹細胞は，子
供から大人まで幅広く得ることができ，硬い歯の中に
存在するので保存状態がよい幹細胞として知られてい
る．そこで近年，治療抜歯した歯から歯髄細胞を培養
して凍結保存し，将来の再生医療に活用する「細胞バ
ンク」の取り組みが始まっている．
　本編では，がん化・腫瘍化のリスクがなく，医科・
歯科共通の幹細胞ソースとしての歯髄幹細胞の魅力
と，将来の再生医療をになう細胞バンクの取り組みに
ついて概説する．
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●総説

インプラント治療患者における電動ブラシの効果

関野　愉 1），西村　紳二郎 2），久保田　義隆 3），沼部　幸博 1）

The efficacy of powered toothbrush in patients with dental implants

Satoshi Sekino 1), Shinjiro Nishimura 2), Yoshitaka Kubota 3), Yukihiro Numabe 1)

Abstract

The aim of the present review was to analyze the efficacy of powered toothbrush on clinical parameter in 
patients with dental implants. Recently two types of powered toothbrushes are available, namely, oscillating/
rotating powered toothbrush and sonic powered toothbrush. Some controlled studies revealed that oscillating/
rotating electric toothbrush or sonic powered toothbrush was found to be superior to the manual toothbrush 
in reducing plaque and inflammation around implants. Other studies suggested that comparable efficacy of 
the powered tooth brushes and manual toothbrushes with regard to plaque and bleeding scores. However, no 
study demonstrated that effect of powered toothbrushes were inferior to that of manual toothbrushes. Further-
more, any advance events did not report with the use of both type of powered toothbrush. Therefore, powered 
toothbrushes are recommendable to use in patients with dental implants as alternative to conventional manual 
toothbrushes. Further studies are required to determine the relative effectiveness of manual and powered tooth-
brushes in improving the status of patients with dental implants.

(J Bio-Integ 8 : 7 - 11, 2018.)

　1）日本歯科大学生命歯学部歯周病学講座
　2）医療法人社団　恵聖会　中央ファーストデンタルクリニック
　3）久保田歯科医院
　Accepted for publication 2 september 2018

１．緒　言

　近年，歯科インプラント（以下インプラント）は歯
の欠損部の補綴方法として広く適用されるようになっ
ている．長期的な予後も良好と言われているが，同時
に種々の合併症が生ずる可能性もあり，しばしば問題
になる．インプラントに関する生物学的な合併症は，
主に細菌性プラーク（バイオフィルム）に起因するイ
ンプラント周囲組織の病変である．これらにはインプ
ラント周囲粘膜炎とインプラント周囲炎があり，イン

プラント周囲粘膜炎はインプラント周囲軟組織の視覚
的な炎症の徴候，プロービング時の出血（以下 BOP）
または排膿，プロービングデプスの増加，初期の治癒
後に骨の喪失が伴わないという特徴が定義づけられて
いる 1）．また，インプラント周囲炎は，軟組織の炎症
の徴候，BOP に加え，初期の治癒後の骨喪失または
エックス線写真上での 3mm 以上の骨吸収と 6mm 以
上のプロービングデプスにより特徴付けられ 1），加速
的な進行が見られ，放置するとインプラントが脱落す
る可能性がある．インプラント周囲粘膜炎は，おそら
くインプラント周囲炎の前兆として現れるので，口腔
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衛生によりそれを予防することは極めて重要である
2）．
　電動歯ブラシは口腔清掃器具の一つとして使用さ
れ，主な種類に音波式と反復回転式とがある．これら
の天然歯における使用効果については多くの研究が行
われている 3-7）．しかしながら，インプラントにおけ
る適応について，まとまった見解はまだない．本総説
の目的は，インプラントの清掃における音波式及び反
復回転式電動歯ブラシの臨床的効果を明らかにするこ
とである．

２．反復回転式電動歯ブラシ（表１）

　表１に反復回転式電動歯ブラシの臨床的効果を報告
した研究の要約を示す．Tawse-Smith ら 8）は，無歯
顎の患者で下顎に 2 本の連結されていないインプラ
ント（Southern Dental Implant system または Steri-
Oss Dental Implant system）が埋入され，可撤式の
オーバーデンチャーが装着されている 55 歳から 80 歳
の患者 40 名を対象とし，反復回転式電動歯ブラシと
手用歯ブラシの効果を比較した．全ての患者の上顎
には総義歯が装着されていた．デザインは，単純盲
検，ランダム化，クロスオーバーで，各実験期間は 6
週間であった．実験開始前の 2 週間，ブラッシング指
導とポリッシングが行われた．患者の半分は最初の 6
週間反復回転式電動歯ブラシ（Braun Oral-B®）を使
用し，2 週間の洗い出し期間ののち，次の 6 週間は手
用歯ブラシを用いてブラッシングを行った．残り半分
の患者は逆に最初の期間に手用歯ブラシ，次の期間に
電動歯ブラシを使用した．その結果インプラント周
囲の出血やプラーク指数の改善に関して，電動歯ブ
ラシと手用歯ブラシを使用した場合とで差異が見ら
れなかった．他方，Truhlar ら 9）は，2966 本のイン
プラント（Spectra-System®）を対象に，10 本の毛束
を有する反復回転式電動歯ブラシ（Interplak Power 
Toothbrush®）と手用歯ブラシを 24 ヶ月間使用した
効果を比較した．その結果，電動歯ブラシを使用した
群において，プラークスコア，歯肉炎スコアの改善が
大きく，また，調整された臨床的アタッチメントゲ
インについても有意に多く見られた．この 2 つの論
文の結果の違いは研究のデザインの違いによるもの
と考えられる．Tawse-Smith ら 8）の研究は，クロス 表
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オーバーデザインの RCT で研究自体の質は評価でき
るが，下顎に 2 本埋入されたインプラントでオーバー
デンチャーが装着されている高齢者に対象が限定され
ていることや，観察期間が 6 週間と比較的短いことな
どから，電動歯ブラシの効果を示す根拠としてはまだ
十分とは言えない．Truhlar ら 9）の研究は 32 箇所の
施設において 3000 本近くのインプラントを対象とし
た大規模な多施設試験で，観察期間も長い．しかし，
電動歯ブラシまたは手用歯ブラシの使用に加えてクロ
ルへキシジンによる洗口を行った群を設定しているに
も関わらず分析においては洗口を行わなかった群と統
合して分析が行われているという点は疑問である．ま
た，ベースライン時のデータがなく，研究当初から改
善したかどうかが明らかでない．また対象人数も記載
されていないなど，不明確な点が多く，エビデンスと
しては不十分である．その他に，反復回転式電動歯ブ
ラシの有効性及び安全性を示して臨床研究が 2 編存在
する．そのうち 1 編 10）は，前向きコホート研究と称
しているが研究のデザインはケースシリーズである．
その他１編 11）も対照群のないケースシリーズであり，
反復回転運動式電動歯ブラシのインプラントにおける
効果についてはまだ十分に実証されていないといえよ
う．

３．音波式電動歯ブラシ（表２）

　Wolff 12）は，インプラント周囲のプラークと炎症に
対する音波式電動歯ブラシと手用歯ブラシの効果を比
較することを目的として研究を行った．被験者は 1-6）

本インプラントを有する部分歯列欠損患者で，音波式
電動歯ブラシを使用する群（実験群 :16 名，平均 55.9
歳）と手用歯ブラシを使用する群（対照群 :15 名，平
均 56.8 歳）にランダムに割り付けられた．各群の患
者は 1 日 2 回 2 分間ずつブラッシングを行うように指
導された．ベースライン時（BL），4 週，6 週，12 週，
24 週後にプラークスコア（以下 PIl），出血スコア（BI）
およびプロービングデプス（PPD）が記録された．両
群で PlI，BI，の改善が見られ，さらに 2 群間の各パ
ラメータの比較では，実験群において PPD の有意な
改善が見られた．群間の比較では，PlI と BI につい
て実験群で対照群より有意に改善した．また，音波式
電動歯ブラシを使用したことによるインプラントのス表
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クリューの緩みなどの問題は生じなかった．また，手
用歯ブラシを使用した群でデンタルフロスを併用して
いた患者がやや多かった．使用時の不快感を報告した
患者は電動歯ブラシを使用した群で多かった．しかし，
電動歯ブラシの使用を好んだ患者は手用はブラシを好
んだ患者よりも多かった．
　他方， Swierkot ら 13）は，45 歳～ 78 歳（平均 59.8 歳）
の部分歯列欠損患者 83 名に対して音波式電動歯ブラ
シの粗造面を有するインプラント（Nobelbiocare®）
におけるプラーク除去効果を手用歯ブラシの場合と
比較した．42 名に音波歯ブラシ（Philips Sonicare 
FlexCare®）（以下 STBs 群）が割付けられ，41 名に
は手用歯ブラシ（Oral-B P40®）（以下 MTBs 群）が
割り付けられた．STBs 群においては製品の説明書に
従いブラッシング指導が行われ，MTBs 群において
はバス改良法が指導された．全ての被験者は一日に 2
回，2 分間ずつブラッシングを行うように指導された．
臨床パラメータ，細菌検査および免疫学的分析（プロ
スタグランディン E2）が，ベースライン，3，6，9，
12 ヶ月後に行われた．その結果，両方の群でプラー
ク指数，プロービング時の出血，歯肉炎指数，プロー
ビングポケットデプス，歯肉退縮，臨床的アタッチメ
ントレベルの改善程度に有意差が見られなかった．他
方，Lee ら 14）はインプラント周囲粘膜炎の患者を対
象に同様の研究を行った結果，2 ヶ月間の研究期間に
おいて，音波歯ブラシを使用した場合，手用歯ブラシ
の場合よりも 2 ヶ月でのプラークの減少量が多かった
ことを示した．これらの研究結果の違いの理由として
考えられるのはベースライン時の状態の違いである．
Wolff ら 12）の研究ではベースライン時の平均 PlI が 1.27
～ら 1.31，GI が平均 1.46 ～ 1.58 だったのに対して，
Swierkot ら 13）の研究では PlI が平均 0.56 ～ 0.86，GI
が平均 0.85 ～ 0.91 であった．また，Lee ら 14）の研究
においては，インプラント周囲粘膜炎の状態を対象に
しており，患者の選択基準にプロービング時の出血が
あることが含まれている．従って，インプラント周囲
の口腔衛生や炎症の状態が比較的悪い患者において音
波式電動歯ブラシの有効性が示された可能性がある．
その他にも，論文によっては対象となったインプラン
トの種類や上部構造の状態が不明確であったり，歯間
部用の補助器具の使用状況が統一されていない場合な
どがあり，今後はそのような要素も分析されることが

望ましい．
　反復回転式電動歯ブラシにも言えることであるが，
いずれの論文においても電動歯ブラシの使用により臨
床パラメータが悪化したという結果はなく，また深刻
な有害事項も報告されていない．また，考えなければ
いけないことは，被験者のほとんどが研究開始前は手
用歯ブラシを常用してきたということである．このこ
とを，使い慣れた手用歯ブラシを研究においても使用
したことでデータが手用歯ブラシの使用に有利に働い
たと考えるか，電動歯ブラシという新しい器具を使用
したことで患者の口腔衛生に対する興味が高まり電動
歯ブラシに有利に働いたと解釈すべきかが明らかでな
く，これらの要素も今後分析されるべきであろう．

４．結　論

　現在得られている知見から，反復回転式電動歯ブラ
シのインプラントにおける効果についてのデータは限
られており，それについてのエビデンスはまだ不十分
といえよう．他方，音波式電動歯ブラシの場合は，質
の高い比較研究が複数公表されている．それらの結果
から，その臨床的効果は手用歯ブラシと明らかな差が
あるとは言えない．しかし，両方のタイプの電動歯ブ
ラシの使用による臨床パラメータの悪化や深刻な有害
事象が生じなかったことから，インプラント患者のメ
インテナンスにおいて，手用歯ブラシの代替として使
用可能であると考えられる．これらの電動歯ブラシの
インプラントにおける効果について検証した臨床研究
はまだ少なく，さらなる研究が望まれる．
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●総説

インプラントデンチャーを成功に導くためには

大久保　力廣

How to make an implant overdenture succeed

Chikahiro Ohkubo

Abstract

An implant overdenture (IOD) with a few implants as an abutment can improve not only the oral function but 
also the clinical effectiveness for esthetics, cleanability, and changeability as compared to a fixed implant prosthe-
sis. It is possible for elderly patients with declining self-sufficiency to have difficulty caring for their own implants 
when in their home or the hospital; therefore, a removable denture has to be considered as an alternative to an 
implant fixed prosthesis.
    The functions and denture movements of the IOD change remarkably depending on the location, number of 
implants, direction of implant placement, and attachment selection. Recently, the application of implant assistants 
has contributed to movement toward an implant removable partial denture (IRPD), leading to increasingly di-
versified outcomes.
    This paper outlines reasons to reconsider choosing an IOD, the fundamental approach necessary for IOD suc-
cess, and ways to maintain and treat complications of IOD and select attachments.

Key words: implant overdenture, attachment selection, maintenance, trouble shooting, survival rate
(J Bio-Integ 8 : 13 - 19, 2018.)

　鶴見大学有床義歯補綴学講座，インプラントセンター
　Department of Removable Prosthodontics, Center of Oral and Maxillofacial Implantology, 
　Tsurumi University School of Dental Medicine
　Accepted for publication 14 july 2018

１．緒　言

　固定性インプラント補綴は予知性も高く機能性に優
れ異物感もほとんど無いことから，患者満足度の高い
補綴方法として認知されている．しかしながら，解剖
学的あるいは経済的制約により，可撤性インプラント
補綴が選択される場合も少なくない．インプラント支
持，把持や維持を利用したインプラントデンチャーは，

従来の義歯の機能を著しく向上させるとともに，固定
性では得られにくい審美性，清掃性，可変性を有して
いる（表１）1）．
　一方，全ての患者にとってエイジングは不可避であ
り，自立度の低下や認知症により通院が困難となる可
能性があるため，その予兆を察知した時には口腔内で
機能しているインプラント固定性補綴を可撤性に移行
させることも考慮しなければならない．すなわち，年
齢や口腔内環境，ライフステージに配慮しながら，ボー
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ンアンカードブリッジからインプラントデンチャーへ
の変更を検討するわけである．しかしながら，インプ
ラントデンチャーにおいてはインプラントと義歯の接
続法や顎堤粘膜との負担圧配分に関する明確な基準が
なく，適用によっては固定性補綴よりインプラントの
生存率が低下する．さらに，インプラントの埋入位置，
本数，方向やアタッチメントの種類により，義歯の機
能や動態も大きく変化する．さらに，歯根膜，粘膜，
インプラントの 3 者を支持系としたインプラントパー
シャルデンチャーへと適用範囲は拡大しており，治癒
像はますます高度化，多様化している（図１）2）．
　そこで本稿では ，インプラントデンチャーを選択
する理由について再考し，インプラントデンチャーを
成功に導くために必要な基本事項から，トラブル対応
やメインテナンス，アタッチメントの選択法について
概説する．

２．無歯顎に対するインプラント
　 オーバーデンチャー（IOD）

　どのような補綴のアドバンス術式を用いても，顎堤
吸収の著しい下顎無歯顎症例において全部床義歯を常
時吸着させ，十分な維持，安定を確保し，患者の高い
満足を得ることは困難であろう．しかしながら，イン
プラントオーバーデンチャー（IOD）はそのような顎
堤吸収が高度な下顎無歯顎こそが適応症であり，実際
に 95％～ 100％の非常に高い生存率と患者満足度の向
上が示されている 3-6）．したがって，従来のように無
歯顎補綴治療の第一選択肢を全部床義歯に限定するの
ではなく，患者が健康で外科的処置を許容できるので
あれば，まずは標準的治療として IOD を検討する（図
２）7）．
　一方，上顎の生存率は報告者によって大きな相違が
あり，総じて 75％～ 95％（3 ～ 5 年以上）と驚くほ
ど低い 6,8）．上顎は下顎に比較して，①骨質が柔らかい，
②粘膜の被圧変位量が大きい，③力学的に側方力が加
わりやすい，④義歯非装着時に対合歯と咬合接触しや
すい，⑤上顎洞などの解剖学的制約が多いなどが原因
因子として考えられている．したがって，上顎無歯顎
ではインプラントオーバーデンチャーを第一選択とは
せずに，まずは全部床義歯で患者満足度の向上を目指
すべきである．
　IOD におけるインプラントの埋入本数は，基本的
に下顎で 2-4 本，上顎で 4-8 本が必要である．パーシャ
ルデンチャーの支台歯間線同様に，インプラントの埋
入位置や本数により，義歯の安定性や動態が決定する

（表２）．臨床上，解剖学的，経済的制約を受けること
もあるが，上顎 IOD においてはできるだけ多数のイン
プラント埋入や口蓋床の付与が推奨される（図３）9）．

３．アタッチメントセレクション

　インプラントオーバーデンチャーでは，バー，ボー
ル，マグネット，ロケーターの 4 種アタッチメントが
主として適用されているので，本稿ではこれら 4 種類
の解説をする．

表１：各種補綴法の比較

図１： 歯根膜，粘膜，インプラントの 3 者を支持系としたイン
プラントパーシャルデンチャーへと適用は拡大してお
り，治癒像はますます多様化している
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１）バーアタッチメント
　バーアタッチメントは複数のインプラントを一次固
定することが可能であり，大きな維持力を提供するが，
対合歯との間に十分なスペースが必要なため，比較的
顎堤吸収が進行した症例が適応となる（図４）．また，
金属クリップの破折や脱離も生じやすいことから，ク
リップを長く設定できるようにインプラント間の距離

を十分に確保する（図５）．最近では，CAD/CAM テ
クノロジーの発展から，インプラント間をミリング
バーで連結し，バーにボール，マグネット，ロケーター
アタッチメントのメール部を取り付けることで，本来
のバーアタッチメントとは異なる維持機構を付与しつ
つ一次固定を可能にしている（図６）．

図２： インプラント 2 本支台の下顎 IOD が劇的に義歯の維持，
安定を向上させうる事実からも，患者が健康で外科的処
置を許容されるのであれば，無歯顎補綴治療の第一選択
肢としては，全部床義歯ではなく IOD を検討する

図３： 埋入本数や位置は解剖学的，経済的制約を受けることに
なるが，上顎 IOD においてはできるだけ多数のインプ
ラント埋入が推奨される

表２： インプラントの埋入本数と位置による IOD の
機能

図４： バーアタッチメントは対合歯との間に十分なスペースが必
要なため，比較的顎堤吸収が進行した症例が適応となる

図５： 金属クリップの破折や脱離も生じやすいことから，クリッ
プを長く設定できるようにインプラント間の距離を十分
に確保する

図６： インプラント間をミリングバーで連結し，バーにボール，
マグネット，ロケーターアタッチメントのメール部を取
り付けることで，本来のバーアタッチメントとは異なる
維持機構を付与しつつ一次固定を可能とする



● 16

バイオインテグレーション学会誌　第８巻 J Bio-Integ 8 : 13 - 19, 2018.

２）ボールアタッチメント
　ボールアタッチメントは操作性が容易であり維持力
も持続するが，基本的には回転を許容させる．比較的
良好な顎堤でインプラントに対する側方力が少ない症
例が適応症である．フィメールには専用のゴールドウ
イングやチタンウイングが利用されているが，従来の
歯根維持型の OPA アタッチメント同様に O リングを
直接義歯床内に組み込むことにより，適度な維持力と
緩圧効果も得られる（図７）．また，最近では顎堤粘
膜とインプラントの極めて大きな被圧変位量を補正で
きる緩圧型ボールアタッチメントも開発されており 10），
粘膜の被圧変位性が大きな上顎 IOD には有効と思わ
れる（図８）．

３）マグネットアタッチメント
　マグネットアタッチメントはキーパーの形態や磁石
構造体の連結機構から，フラットタイプ，ドームタイ
プ，クッションタイプの 3 タイプが市販されており，
インプラントの埋入本数や設置場所により使い分け
る．一般に下顎で 4 本以上のインプラントであればフ
ラットタイプ，上顎で 4 本以上か下顎で 1 本以上であ
ればドームタイプ，上顎 4 本以上のインプラントか天
然歯との併用であればクッションタイプが適用される

（図９）．マグネットアタッチメントの最大の特長は
キーパー上を磁石構造体が滑走するため，インプラン
トに側方力が加わらないことである．また，マグネッ
トアタッチメントは磁力により吸着するため，他のア
タッチメントに比較して着脱が容易であり，巧緻性の
劣る高齢者に有効である．維持力は長期に持続するが，
磁石構造体の義歯への取り付けにはエアギャップを生
じさせないよう細心の注意が必要である．

４）ロケーターアタッチメント
　ロケーターアタッチメントはインプラントプラット
フォーム上のスペースが少ない症例に対しても使用
できる（図 10）．ナイロン製のリテンションディスク
の選択により維持力を比較的自由に設定でき，ピボッ
ティングデザインの採用によりわずかな可動性を有し
ていることが大きな特長である．また，複数本のイン
プラント支台では，インプラント間の角度が最大 40
度まで傾斜していても使用できる．大きなクリアラン
スを必要としないことから，ミリングバーと併用した

図７： ボールアタッチメントのフィメールに O リングを利用
することにより適度な維持力と緩圧効果も得られる

図８： 最近では顎堤粘膜とインプラントの極めて大きな被圧変
位量を補正できる緩圧型ボールアタッチメントも市販さ
れており，粘膜の被圧変位性が大きな上顎 IOD には有
効と思われる

図９： 一般に下顎で 4 本以上のインプラントであればフラット
タイプ，上顎で 4 本以上か下顎で 1 本以上であればドー
ムタイプ，上顎 4 本以上のインプラントか天然歯との併
用であればクッションタイプが適用される．写真の症例
は上顎で天然歯と併用したため，クッションタイプを選
択した
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多様なデザインが用いられている（図６）．ただし，
リテンションディスクは摩滅しやすいため，交換頻度
は比較的多くなることが指摘されている．

図 10： ロケーターアタッチメントはインプラントプラット
フォーム上のスペースが少ない症例に対しても使用で
きる

５）各種アタッチメントの総合評価
　上記 4 種アタッチメントの総合評価を表３に示す．
維持力と患者満足度はロケーター，バーアタッチメン
トが優れているが，歯周組織の状態はマグネット，ボー
ルアタッチメントが優位である 11-14）．クッションタイ
プマグネットアタッチメントの緩圧効果は有効であ
り，ロケーターと比較して患者満足度にほとんど差は
認められていない．
　基本的な考え方として，下顎 2 本支台の IOD には
どのアタッチメントを使用してもアウトカムに大きな
差は認められない．一方，上顎 IOD のインプラント
生存率を高めるためには，バーアタッチメントによる
一次固定あるいは AGC テレスコープ等による強固な
二次固定を行うか，緩圧型マグネットや緩圧型ボール
アタッチメントを適用し，顎堤粘膜とインプラントの
被圧変位量を補正することを推奨している（図 11）．
上下顎とも顎堤形態，粘膜の性状，旧義歯の動態を精
査して，咬合圧負担をどのように配分するかを考慮し
てアタッチメントを最終決定する．いずれにしても，
IOD 治療では術前のプランニング時にアタッチメン
トセレクションを行うべきである．インプラントの埋
入深度や埋入位置，角度にも微妙な調整を加えられる
ことから，その後の理想的な義歯製作が可能となる．

表３：各種アタッチメントの総合評価

図 11： 上顎 IOD に緩圧型ボールアタッチメントを適用し，顎
堤粘膜とインプラントの被圧変位量を補正する

４．IOD のメインテナンス

　インプラントデンチャー装着後には，義歯の破折や
不適合，咬合の不調和など通常の有床義歯診療で散見
するトラブルに加え，アタッチメントの破損や維持力
低下，スクリューの緩み等に遭遇する（図 12）15-18）．バー
アタッチメントにおけるクリップ交換時には，バー下
に固定用の常温重合レジンが迷入しないようユーティ
リティーワックス等でブロックアウトしておくと良
い．また，アタッチメントの破損や短期間での維持力
低下，スクリューの緩み等は，基本的に義歯の過大な
動揺により誘発される場合が多く，アタッチメントの
修理だけでなく，義歯の適合や咬合を確認し適切な調
整をまず行わなくてはならない．インプラントに頼ら
ずにできるだけ義歯の動揺を抑制することが，インプ
ラント負担を軽減すること，すなわちインプラントデ
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ンチャーの成功に直結する．
　他方において，インプラントデンチャーは上部構造
装着までの費用は固定性より廉価であるが，装着後の
ランニングコストは固定性より高くなる 18）．小さな
コンプリケーションがインプラント脱落に発展するこ
ともあるため，上顎は 3 ヶ月，下顎は 6 ヶ月毎のリコー
ルを推奨している．リコール時のチェック項目も多い
ので，装着後の状態を長期にわたり良好に持続させる
ことは固定性より面倒かもしれない．
　インプラントデンチャーは可撤性であるがゆえに，
義歯非装着時の咬合接触にも注意を払わなければなら
ない．特に上顎で多く認められるが，対合歯が義歯非
装着時のアタッチメントに接触し，当該部のインプラ
ントに過大なダメージを与えてしまう（図 13）．対合
歯の咬合接触を確認したら，夜間就寝中も義歯を装着
するか，ナイトガードの役割を兼ね就寝用義歯を別に
製作する必要がある．

図 12： 義歯の破折や不適合，咬合の不調和など通常の有床義
歯診療で散見するトラブルに加え，アタッチメントの
破損や維持力低下，スクリューの緩み等に遭遇する

図 13： 上顎で多く認められるが，対合歯が義歯非装着時のイ
ンプラント上に接触し，当該部のインプラントに過大
なダメージを与えてしまう

５．結　語

　インプラントデンチャーを成功に導く秘訣は何かと
問われれば，適切な検査と診断に基づいたインプラン
ト埋入と補綴術式はもちろんであるが，有床義歯補綴
学に立脚したフォースコントロールの重要性を提唱し
たい．義歯が緩いから，外れやすいからといった理由
で，安易にインプラントアシストで解決を図ろうとす
るのであれば成功はおぼつかない．インプラントデン
チャーといえども基本は義歯なので，義歯にとって最
も重要な咬合と適合精度を追求し，まずは補綴学的ア
プローチにより義歯動揺の最小化を目指すべきであろ
う．その後さらに患者の QOL 向上を図り，インプラ
ントデンチャーを提供するというプロセスであれば成
功率は格段に向上するに違いない．もちろん，定期的
なメインテナンスを実施するとともに，可撤式の利点
を活かしたプラークコントロールを徹底することによ
り，インプラントの生存率は高まるはずである．さら
に義歯のリペアーやリフォームを念頭に置くことによ
り，インプラントデンチャーの使用期間の大幅な延長
も期待できると考えている．

文　献

 1）  Zitzmann NU, Marinello CP: Treatment plan for restoring 
the edentulous maxilla with implant-supported restora-
tions: removable overdenture versus fixed partial denture 
design, J Prosthet Dent 82:188-196, 1999.

 2）  Ohkubo C, Kobayashi M, Suzuki Y, Hosoi T: Effect of im-
plant support on distal extension removable partial den-
tures: In vivo assessment, Int J Oral Maxillofac Implant 
23:1095-1101. 2008.

 3）  Kutkut A, Bertoli E, Frazer R, Pinto-Sinai G, Fuentealba 
Hidalgo R, Studts J. A systematic review of studies com-
paring conventional complete denture and implant re-
tained overdenture, J Prosthodont Res 62:1-9, 2018.

 4）  Alqutaibi AY, Esposito M, Algabri R, Alfahad A, Kaddah 
A, Farouk M, Alsourori A: Single vs two implant-retained 
overdentures for edentulous mandibles: a systematic re-
view, Eur J Oral Implantol 10:243-261, 2017.

 5）  Deporter DA, Watson PA, Booker D: Simplifying the 
treatment of edentulism: a new type of implant, J Am 
Dent Assoc 127:1343-1349, 1996.

 6）  Goodacre CJ, Bernal G, Rungcharassaeng K, Kan JY: Clin-



19 ●

バイオインテグレーション学会誌　第８巻 J Bio-Integ 8 : 13 - 19, 2018.

ical complications with implants and implant prostheses, 
J Prosthet Dent 90:121-132, 2003.

 7）  Feine JS, Carlsson GE, Awad MA, Chehade A, Duncan 
WJ, Gizani S, Head T, Lund JP, MacEntee M, Mericske-
Stern R, Mojon P, Morais J, Naert I, Payne AG, Penrod J, 
Stoker GT, Tawse-Smith A, Taylor TD, Thomason JM, 
Thomson WM, Wismeijer D: The McGill consensus state-
ment on overdentures. Mandibular two-implant over-
dentures as first choice standard of care for edentulous 
patients. Montreal, Quebec, May 24-25, 2002, Int J Oral 
Maxillofac Implants 17:601-602, 2002. 

 8）  Palmqvist S, Sondell K, Swartz B: Implant-supported 
maxillary overdentures: outcome in planned and emer-
gency cases, Int J Oral Maxillofac Implants 9:184-190, 
1994.

 9）  Kim MJ, Hong SO: Finite element analysis on stress 
distribution of maxillary implant-retained overdentures 
depending on the Bar attachment design and palatal cov-
erage, Adv Prosthodont 8:85-93, 2016.

10）  Kono K, Kurihara D, Suzuki Y, Ohkubo C: Pressure dis-
tribution of implant-supported removable partial dentures 
with stress-breaking attachments, J Prosthodont Res 
58:115-120, 2014. 

11）  Cune M, van Kampen F, van der Bilt A, Bosman F: Pa-
tient satisfaction and preference with magnet, bar-clip, 
and ball-socket retained mandibular implant overden-
tures: a cross-over clinical trial, Int J Prosthodont 18:99-
105, 2005.

12）  Naert I, Alsaadi G, van Steenberghe D, Quirynen M: A 
10-year randomized clinical trial on the influence of splint-
ed and unsplinted oral implants retaining mandibular 
overdentures: peri-implant outcome, Int J Oral Maxillofac 
Implants 19:695-702, 2004.

13）  Rutkunas V, Mizutani H, Takahashi H: Evaluation of 
stable retentive properties of overdenture attachments, 
Stomatologija 7:115-120, 2005.

14）  Cepa S, Koller B, Spies BC, Stampf S, Kohal RJ: Implant-
retained prostheses: ball vs. conus attachments - A ran-
domized controlled clinical trial, Clin Oral Implants Res 
28:177-185, 2017.

15）  Lee DJ, Harlow RE, Yuan JC, Sukotjo C, Knoernschild 
KL, Campbell SD: Three-year clinical outcomes of implant 
treatments provided at a predoctoral implant program, 
Int J Prosthodont 24:71-76, 2011.

16）  Attard NJ, Zarb GA, Laporte A: Long-term treatment 
costs associated with implant-supported mandibular pros-
theses in edentulous patients, Int J Prosthodont18:117-123, 
2005.

17）  Naert I, Alsaadi G, Quirynen M: Prosthetic aspects and 
patient satisfaction with two-implant-retained mandibular 
overdentures: a 10-year randomized clinical study, Int J 

Prosthodont 17:401-410, 2004.
18）  Zitzmann NU, Marinello CP, Sendi P: A cost-effectiveness 

analysis of implant overdentures, J Dent Res 85:717-721, 
2006.





21 ●

●総説

近未来における歯科テクニックの革新提案

今井　弘一

Innovation Proposal of Dental Technique in the Near Future

Koichi Imai

Abstract

I suggest a unique new technology for QOL improvement of dental patient. This new pioneering technology 
must be innovative content. This time, some is not in the medical field, and then propose the following items 
with the aim of great development of the future of the dental office. 1) An automatic drug injection system that 
injects drugs into the body from a prosthesis in an emergency, 2) Intraoral prosthesis with tobacco function, 3) 
Intraoral treatment with phototoxicity-inducing substance, 4) Substitute for the eye using “Denture Camera”, 5) 
Information system utilizing cavities in teeth and dentures.

Key words: tobacco, myocardial infarction, diabetes, photo therapy, denture camera
(J Bio-Integ 8 : 21 - 25, 2018.)

　大阪歯科大学歯科理工学講座
　Department of Biomaterials, Osaka Dental University
　
　Accepted for publication 21 september 2018

　口腔内は体内で唯一，外科的処置をしないでも体内
血管や神経などの組織と直結できる場所であり，特に
歯冠補綴物や義歯内の各所に微少ながら数多くの空間
が存在するため，小さな機器類を挿入することができ
る．著者は従来から提案してきた 1-7）．将来の歯科の
発展は新しいアイデアを実現することで大きく発展す
る．パラジウム合金や金合金に代表される歯科用材料
の高騰が長年続き，CAD/CAM 技術の発展に伴って，
レジン材料とポーセレン材料によるハイブリッド材料
やジルコニアが脚光を浴びている昨今である．しかし，
さらなる歯科領域に大きな革新的な新規開発が求めら
れている．再生医療技術の発展，ロボット技術や情報
処理技術とそれに伴いセンサー技術の進歩はめざまし
いものである．近年とくにマイクロマシンが発展し，

非常に省電力化され，かつ超小型化することが可能と
なってきた．すでに糖尿病用のインシュリンポンプな
どは実用化されているが，口腔内に入れることも可能
となってきた．さらに，副甲状腺など腺臓器の一部を
透過できる DDS を意識した微小容器に入れてマイク
ロ臓器として，口腔内のインプラントや歯根内，ある
いは歯冠補綴物やインプラント上部構造体に入れるこ
とは可能であると考えられる．

１．緊急時に補綴物から体内に薬剤を
自動注入するシステム

　我が国は超高齢者社会で，核家族化が進み老人の一
人暮らしが大変多くなっている．現在，離れた家族が
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老人の安否を確認するシステムが数多く開発されてい
る．お年寄りが無線通信機を内蔵したポットの電源を
入れたり，給湯したりすると，離れて暮らす家族にイ
ンターネットを通じて，携帯電話やパソコンで見守る
ことができるシステムがある．また，トイレやドアに
仕込んだセンサーによる安否確認が出来るシステム
や，ガスや電気の利用によるシステムなど多彩なシス
テムが開発されている（表１）．しかし，これらは離
れた家族に老人の安否を知らせる機能しかない．警備
会社やお年寄りの近くに住む知り合いに連絡しても，
老人が心筋梗塞や脳梗塞などの緊急時には対応できな
い．これらの装置では老人の命を救うことが根本的に
難しい．
　そこで，ほとんどの老人の口腔内には補綴物が装着
されている．これらの補綴物内部には空間があり，こ
れを活用して緊急薬剤注入システムを作ることができ
る．現在，超小型で強力なサマリウム磁石を使用した
駆動モータやボタン型バッテリー（図１）があり，各
種の小型センサーに連動できるシステムで，緊急時に
老人の口腔内に薬液を自動注入できる機構を提案す
る．なお，歯根部に挿入できるタイプは根尖が血管と
つながっているので注射針の上下機構は必要ないと考
える．インプラントタイプの場合はインプラント体か
ら僅かな薬剤が出て周囲の血管に薬剤を浸透させるこ
とも可能と考える（図２）．
　この技術はステッピングモータドライバーが小型化
し，超小型産業用ロボットや医療用として直径 6mm
のマイクロリニアアクチュエータが多数開発されてき

表１：安否確認が遠隔から可能なシステム

図１：緊急時に口腔内に薬液を自動注入するパーツ類

図２：緊急時に口腔内に薬液を自動注入するシステム（右図はインプラント用）
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た．現製品でも 1cm 程度の長さを伸びたり縮んだり
する超小型アクチュレーターが開発され応用されはじ
めている．もちろん，数ミリ数ミクロン単位の動きも
可能となる．マイクロリニアアクチュレータも存在し，
これらは直線的な動きをするため，自動薬液注入用ポ
ンプや口腔内常置の自動内圧除去装置，人工唾液腺，
超小型の蓋の開け閉めなど，口腔内への応用範囲は幅
広い．ネオジム磁石を用いた携帯電話の無音呼び出し
時に使用される直径 1-2mm の超小型バイブレーター
用モータが有名であったが，最近ではさらに強力な薄
膜ネオジム磁石を用いたマイクロリニアモータの実現
も考えられている 7, 8）．一方，超音波モータは，圧電
セラミックス（振動子）の圧電効果による超音波振動
を，直動・回転運動に変換するモータであり，構造が
シンプルで故障が少なく，駆動音が小さく動作時の発
熱もほとんどないという口腔内で使用に適する仕様で
ある．しかし，超小型超音波ステージは回転，X，Y
軸などが開発されているが，まだこれを動かすデジタ
ルドライバーが口腔内の補綴装置に十分入る大きさに
はなっていないため今後の小型化あるいはマイクロ
チップ化に期待される．

２．タバコ機能が付いた口腔内補綴物

　受動喫煙の問題など，最近の禁煙運動の活発化に
よってタバコを吸う愛煙家は非常に肩身が狭いと考え
る．ニコチン入りガムやパッドなどが販売されている
が，歯の補綴物やインプラントの上部構造体から微量
のニコチン溶液の口腔内への滲出や，あるいは電子タ
バコの機能を補綴物や義歯などの空間に入れることは
十分可能であると考えられる（図３）．歯科医院でボ
タン電池を入れ替えることで電源が確保され，義歯や
ポンティックなどの空間に蓄えたニコチンなどの化学
物質を気化させることは可能である．口腔内に限定さ
れるため，タバコを吸う動作なしてタバコを吸えるた
め，他人から受動喫煙を心配される可能性が少ない．

図３：補綴物に入れるタバコ

３．口腔内における光毒性誘発物質による治療

　光によって毒性レベルが増大する化学物質が知られ
ている（図４）．これらには天然植物の生薬成分など
多くの化学物質が知られており，光毒性の機序もほと
んど解明されている．化粧品会社などでは化粧品成分
で光毒性ある場合が非常に困るため，光毒性試験法が
数多く開発されている．皮膚科領域では PUVA 療法
として 8-MOP（8-メトキシソラレン）が治療に多数
使用されている．歯科領域でも難治症例にこの光を
使った療法を活用することが可能であると考える．例
えば根尖病巣は，透明で 8-MOP などを混入した根管
充填材を開発することで，歯科用レーザーなどの強い
光を照射すると，根尖病巣の頑固な細菌叢がダメージ
を受ける可能性が大きいと考えられる（図５）．レー
ザーなどの強い光源を用いて悪性腫瘍の治療にも用い
られており，新規の化学物質も開発され，一般外科領
域では，現段階では適用範囲が限られる場合があるが
新しい治療法として期待されている．もちろん，口腔
外科を含めた歯科領域では開発はされていない．義歯
粘膜が難治性病変に冒された場合には，仮義歯として
ではあるが，義歯自体が透明で高輝度 LED や紫外線
LED を組み込んで光治療の化学物質とともに使用す
る " 光る義歯 " を試作した（図６）．口腔粘膜疾患の
難治症例に効果があるかを検討中である．

図４：光毒性誘発物質
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４．"Denture Camera" を使用した目の代替

　 完 全 に 盲 目 の 方 に 目 の 代 替 機 能 を 装 備 し た
"Denture Camera" を提案する．義歯の歯の先端に
つけた超小型カメラから画像入力し，信号を A/D
変換および情報のマッピングを行った後，"Denture 
Camera" の口蓋部に付けた小さなニクロム熱源を集合
させたアレイ状ヒータから，小さな熱源の集合体とし
ての画像情報を口腔粘膜に伝達できる装置である（図
７上）．ただ，口蓋部には比較的感覚器が乏しいので，
僅かな温度変化で構造物がリアルタイムで認識できれ
ば盲目の方に大変な朗報になると考える．ただし，画
像はモノクロで粗いものになる（図７下 )．他にピエ
ゾ素子による感圧なども伝達媒体として考えられる．
目に近い口蓋の粘膜で感じると左右や上下の関係が錯
誤しにくくなると考える．

５．歯や義歯の空洞活用情報システム

　緊急時に補綴物から体内に薬剤を自動注入するシス
テムで述べた補綴物内部には空間に非常に小さな情報
機器を入れることで，図８に示すような数々の便利な
機能を発揮できるシステムを提案する．最近，認知症
による徘徊老人の社会問題が問題になっており，さら
に子供の迷子や誘拐などの場合に GPS 機能を付ける
ことで義歯に付加機能を付けたものである．このシス
テムでは情報機器の数多くの発展が考えられ，近未来
には歯科に導入される可能性が高いと思われる．以上，
将来の歯科の発展は新しいアイデアを実現することで
大きく発展すると可能性が大きい．

図７："Denture Camera"

図８：歯や義歯の空洞活用情報システムの可能性

図６：光る義歯（内部に各種高輝度 LED を入れている）

図５：根尖治療用の透明根管充填剤（光治療用）
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抄　録

　歯科における近未来における治療テクニックの革新
提案です．今回提案したいくつかの技術は必ずしも歯
科医療分野ではないが、未来の歯科医院の大きな発展
を目指して以下の項目を提案する．1）突然死防止や
糖尿病患者などの救急用として、人工歯内の空洞内の
装置から体内に緊急に薬を注入する自動薬剤注入シ
ステム．2）補綴物に入れるタバコ．3）根尖病巣な
どの難治症例で光毒性を活用した治療法の開発．4）

"Denture Camera" を使用した目の代替法の開発．5）
歯や義歯の空洞活用情報システムである．

キーワード： タバコ，心筋梗塞，糖尿病，光治療，義
歯カメラ

図９：近未来の歯科医院の広告文
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１．Peri-implantitis の現状

　2008 年 の EWOP（European Workshop on 
Periodontology）でのインプラント周囲炎の発症率に
関する報告 1）がなされて以降，日本におけるインプ
ラント周囲炎に対する認識は非常に高まっている．研
究においては，インプラント周囲細菌叢の研究や表面
性状の影響，インプラント表面の除染方法等の基礎お
よび臨床研究が多数報告されている。実際の臨床にお
いても，メインテナンスをおこないやすいスクリュー
固定の見直しやプラスチックプローブの普及，歯周炎
との関連性の報告など様々な学会や講演会等でインプ
ラント周囲炎に対する原因や予防に関する内容が広く
取り上げられ，歯周炎≒インプラント周囲炎のような
関係および認識がなされて久しい。
　しかし，インプラント周囲炎は歯周炎と異なり，
　①皿状の骨欠損像を呈すること
　②頬側骨の吸収が顕著であること
　③血清由来の縁下歯石の沈着が少ないこと
　④ プラーク起因性ではない炎症症状（出血，腫脹，

骨吸収像）が多く観察されること
　⑤ マイクロギャップやマイクロムーブメントという

概念があること
など歯周炎では説明できないインプラント特有の病態
も非常に多く，インプラント周囲炎が本当に歯周炎の
ようにプラーク由来の細菌感染のみで生じるのか，プ
ラークコントロールのみで解決できる疾患なのかに関
して筆者は疑問を感じざるをえない．今回，本当に歯
周炎とインプラント周囲炎が近似した疾患なのかにつ
いて，臨床を通じて定義及びリスクファクター，予防
法について解説する 2）．

２. 定義と診断から考える
Periodntitis ≠ Peri-implantitis

　インプラント周囲炎の定義として，プロービング
時の出血（BOP），辺縁骨吸収（marginal bone loss: 
MBL），プロービングポケットデプス（PPD）が挙げ
られるがその定義自体の問題点について論文を交えて
考察する。

(J Bio-Integ 8 : 27 - 36, 2018.)
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　① BOP
　　 　一般に炎症とは生体が何らかの有害な刺激を受

けた際に起こる防御反応であり，細菌等の微生物
による感染やアレルギー反応，外傷や火傷等の物
理的因子によって生じる（表１）．BOP は炎症反
応の一つであり，天然歯の場合では歯周炎の進行
と BOP の関係が 95％以上であることが報告され
ている．一方インプラントにおいては，プロービ
ングの挿入圧が明確に定義されていないことや上
部構造の形態によって，挿入圧が変化したり，誤っ
た方向に挿入されることによる擬陽性が多く出現
しやすい．さらに，審美性を優先に埋入深度を深
くした症例や近遠心の骨レベルに段差がある症例
において，骨縁もしくは骨縁下にインプラント補
綴マージンが設定されることも非常に多い．その
ため，生物学的幅径を侵害するために生じる物理
因子による出血や腫脹が発症すること（図１）も
BOP が病態のモニタリングとして信頼できる診
断方法ではないといえる 3）．

　② PPD
　　 　Bergenblock（2012）ら 4）は，健全なインプラ

ント周囲の PPD を測定したところ，範囲が 0 ～
9mm であり，4㎜以上が 26％，59％のインプラ

表１：炎症の定義と原因

図１：物理因子による炎症の例（骨縁下マージン）
　　　 インプラントが深く埋入されており，近心のマージンが

骨縁下であるため，プラークコントロールではこの炎症
反応（出血・発赤）を消失させることはできない．

表２：骨吸収量の定義による発症率の違い

ントがプロービング測定不能であったと報告し
ている．また，Serino（2013）ら 5）は上部構造の
脱着による PPD の変化について調査し，39％が
1㎜以上，25％が 2㎜以上異なった数値を示した
ことを報告している．最近では Ramanauskaite

（2018）ら 6）が健全，粘膜炎，周囲炎の PPD の
相違について調査し，平均値はそれぞれ 2.95㎜，
3.10㎜，4.91㎜と進行によって PPD の数値は上昇
するものの，健全なインプラント PPD の最大値
が 4.33mm，インプラント周囲炎の PPD の最小
値が 3.17㎜と数値のバラつきが大きいことを報告
している．したがって，意義も含めて生物学的幅
径（付着上皮の角化性や結合組織性付着）の異な
るインプラントに対する PPD の測定によって，
周囲組織の健康状態を見極めることは非常に困難
であると言える 7）．

　③ Marginal Bone Loss
　　 　一般的に上部構造装着後 1 年以内に 1 ～ 1.5㎜

の生理的な骨吸収（リモデリング）を生じること
は，1980 年代より述べられており，1986 年のイ
ンプラント成功の基準においても上部構造装着 1
年後から年間 0.2㎜以内をインプラントの成功と
定義されている．一方，インプラント周囲炎の発
症率に対する最近の報告を見てもベースとなる基
準位置や基準時期はおろか骨吸収量の定義さえ確
立していないため，研究者の意向によって発症率
を高く見せることも低く見せることも可能である
ことが現状である 8,9）．Derks（2016）ら 10）は骨
吸収量の定義による発症率の違いに関して，0.5
㎜以上であれば患者の 45％が罹患し，3㎜以上で
あれば 10.1％と低い罹患率になることを報告して
いる（表２）など，天然歯のような CEJ が存在
しない人為的に埋入されたインプラントが抱える
大きな問題となっている．
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３． リスクファクターから考える
Periodntitis ≠ Peri-implantitis

　2008 年の EWOP におけるインプラント周囲炎のリ
スクファクターは図２に示す通り，プラークコント
ロールの不良や歯周疾患の既往，喫煙など歯周病と類
似したリスクファクターが提唱されていた 1）．しかし，
2012 年に AAP（American Academy of Periodontol-
ogy）より，セメントの残留や，オーバーロードが挙
げられ 8），その後全身疾患や常用薬，GBR の有無，
上部構造の接合様式や補綴様式，インプラントの性
状や形状等も挙げられており 11-14），歯周炎と同様なも
のであると言えるものではない．また，歯周疾患の既
往が常にリスクファクターとして捉えられているもの
の，表３に示すように歯周疾患の既往の定義が抜歯原
因や過去の歯周治療の有無等の研究者によって異なる
あいまいな定義づけとなっており 15-20），我々日本人が
認識している全顎的な歯周炎状態を評価しているもの
ではない．さらに，Gianserra（2010）ら 21）の歯周炎
の重篤度（軽度～重度）との関連がないという報告か
らも，歯周炎とインプラント周囲炎を同様に考えるべ
きであるという発想自体に疑問を抱かざるおえない．

４．Peri-implantitis の実態

　Canullo（2016）ら 22）は，インプラント周囲炎に対
して，全身～外科～補綴～メインテナンス（プラーク）
の起因に関する様々な検討をおこない，40.8％が外科

図２： the 6th Europian Workshop on Periodontology（2008 年）
に示されたリスクファクター

表３：History of periodontal desease の定義
　　　 歯周疾患の既往そのものの定義があいまいであることがわかる

起因性，30.4％が補綴起因性，28.8％がプラーク起因
性であり，いわゆるメインテナンス時のプラークコン
トロール由来のインプラント周囲炎の発症率が最も低
いことを報告している（図３）．さらに，周囲炎のリ
スクとして，骨造成：2.35 倍，補綴治療の問題：3.72
倍 , 女性：1.60 倍，オーバーロード：18.7 倍，インプ
ラント埋入の位置不正：48.2 倍と最も大きなリスクは
インプラント埋入の位置不正であり，歯周炎の重症度
や喫煙，固定様式（セメント，スクリュー），埋入部位，
インプラントの直径等の関連が低いことを報告してい
る（表４）．また，Lin（2018）ら 23）は，30959 本の
インプラント喪失原因について調査した結果，男性，
10㎜以下のインプラント，骨移植の既往がリスクとし
て挙げられていることからも，プラークコントロール
以前にインプラント周囲炎のリスクを増加させる要因
があることがわかる．
　インプラント周囲骨吸収（MBL）を生じる要因（表
５）として
　① 全身疾患や粘膜厚や骨量，口腔前庭の位置や抜歯

窩の骨欠損状態等など宿主因子がトリガーとなっ
て生じたインプラント周囲骨吸収

　② 傾斜埋入含めた埋入ポジションや埋入深度，抜歯
即時埋入や GBR も含めた外科因子がトリガーと
なって生じたインプラント周囲骨吸収

　③ 免荷期間中の義歯の使用や上部構造の補綴形態，
補綴マージンや接合様式，セメント材料等の補綴
因子がトリガーとなって生じたインプラント周囲
骨吸収

があり，インプラント周囲炎とは上記因子によって生
じた骨吸収部にプラークも含めた細菌感染によって，
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出血や排膿等の症状を呈する病態である．したがっ
て，骨吸収が先に生じてその骨欠損部に細菌感染が生
じるインプラント周囲炎と細菌感染のみによって骨吸
収が生じる歯周炎とは全く異なる病態であるといって
よい．インプラント周囲炎は細菌感染より先に骨吸収
を起こす上記の要因を見極め，解決する必要がある疾
患であり，メインテナンス時のプラークコントロール
の側面のみで解決する疾患ではないのである．

―宿主因子－
インプラント周囲骨吸収に関与する宿主因子
全身疾患および常用薬
欠損部周囲軟組織の状態
粘膜厚
骨量

図３：インプラント周囲炎のリスク因子の分布
　　　プラーク起因性のインプラント周囲炎の割合が最も低い

文献 10 より改変

表４：インプラント周囲炎のリスク因子

文献 10 より改変

５．インプラント周囲骨吸収の要因と予防法

⑴ 全身疾患および常用薬の影響
　インプラント周囲炎のリスクファクターとして挙げ
られる全身疾患としては，歯周炎との因果関係の強い
糖尿病は現在はむしろ否定的であり，虚血性心疾患や
肝炎，関節リウマチや骨粗鬆症，常用薬では抗うつ薬
や BP 薬剤など骨代謝疾患や骨代謝を抑制する薬剤が
あげられている 24,25）．したがって，インプラント治療
前のみならずメインテナンス期においても，全身疾患
や薬剤の変更に関して充分に留意し，リスクがある疾
患や薬剤を有していればメインテナンス間隔を短くす
るなど考慮する必要がある．

⑵ 欠損部周囲軟組織の状態（図４）
　一般的に歯が喪失して顎堤が吸収すると，必然的に
角化粘膜の量も減少し，小帯の位置や口腔前庭までの
距離も短くなってくる．したがってインプラント治療
を適応した場合には，喪失前と比較して歯冠長が長く
なりやすく，小帯の高位付着や角化粘膜の減少，口腔
前庭の狭小化など口腔環境管理が難しい状況になりや
すい．したがって，プロビジョナルの段階で患者のプ
ラークコントロール状況を評価し，必要に応じて口腔
前庭拡張術や小帯切除等をおこない最終上部構造装着
後の細菌侵入の防御を図らなければならない．

図４：歯の喪失による口腔環境の変化
　　　 歯の喪失に伴い，角化粘膜が失われるだけでなく口腔前

庭の狭小化および小帯の高位付着が生じる表５： インプラント周囲骨吸収（MBL）を生じる要因

①宿主因子： 全身疾患や粘膜厚や骨量，口腔前庭の
位置や抜歯窩の骨欠損状態等

②外科因子： 傾斜埋入含めた埋入ポジションや埋入
深度，抜歯即時埋入や GBR の適否

③補綴因子： 免荷期間中の義歯の使用や上部構造の
補綴形態，補綴マージンや接合様式，
セメント材料等
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⑶ 粘膜厚
　粘膜厚の影響は，天然歯のように歯槽骨の成長とと
もに自然萌出したものと，顎堤（顎骨）に人為的に埋
入するインプラントでは，異なっていて当然ではない
かと考える．また，このことからも天然歯の生物学的
幅径とインプラント周囲の生物学的幅径の意義や構造
が異なることが想像できるであろう．さらに，海外の
報告 26,27）にもあるように術前の粘膜厚が 2㎜未満であ
ると骨吸収量が大きくなることやティッシュレベルの
インプラント体の選択によって骨吸収量が小さくなる
ことなど歯周炎とは全く異なった病態（状態）を示
す．近年 CBCT とインプラントシュミレーションソ
フトの普及にともない，術前に顎堤頂部の粘膜厚や骨
量の測定をおこなうことは可能になっている．我々が
調べた研究では，日本人の場合，最も多くインプラン
ト治療が適用されかつ，インプラント周囲炎発症率の
高い下顎臼歯部の粘膜厚の平均が 2㎜未満という結果
であった 28）（表６）．したがって，インプラント埋入
部位の粘膜厚を知ることは術後の骨吸収を防ぐ意味で
大きな要因となるため，安易に骨レベルのインプラン
ト体の選択をすべきではないと考える．

⑷ 骨量（図５）
　骨量がインプラント治療の適否を左右する最も大き
な要因であることは現在まで変わらない．我々術者は
術前の骨量に応じて，インプラントの埋入位置や方向，
直径や埋入深度，骨移植の必要性を考慮しなければな
らず，埋入時のスレッド等の露出による仮性ポケット
の成立や埋入ポジションの位置不良による清掃性の問
題，GBR の有無や成否による骨欠損の残存や埋入深
度によって，インプラント周囲炎罹患時の骨欠損状態
も異なった様態を呈す 29）．宿主因子である骨量と術
者因子である埋入術式によって左右されることから

―外科因子－
インプラント周囲骨吸収に関与する外科因子
インプラント体の選択
スレッドの露出と GBR
埋入位置
埋入深度

表６：日本人の粘膜厚（永田ら）
　　　 下顎の小・大臼歯部は 5 割以上が 2㎜未満である

図５：骨量の問題
　　　 骨量の不足した症例に対するインプラント埋入によって

インプラント周囲炎罹患時の多様な骨欠損状態を生じる

表７：日本人の骨幅径平均（関谷ら）
　　　 日本人の骨幅径は狭小であるため，2 壁性や 3 壁性の再

生の困難な骨欠損状態になりやすい

も，インプラント埋入手術時にすでに周囲炎のリスク
を抱えている症例も少なくないと考える．さらに日本
人の場合，関谷らの報告30）にもあるように骨幅は薄く，
4 壁性の比較的周囲炎治療の予知性の高い欠損形態を
有する部位は上下顎前歯部～小臼歯部にはほとんどな
いことからも後述するインプラント体の選択や埋入深
度，埋入ポジション，GBR の適応選択には充分に注
意しなければならない（表７）．

⑴ インプラント体の選択とスレッドの露出（図６）
　骨幅の狭いケースにインプラント埋入をおこなった
場合，スレッドの露出や GBR の有無によらずインプ
ラントはオッセオインテグレーションし，上部構造を
装着しているだろうが，メインテナンス時にどのよう
な軟組織―チタンとの関係になっているのかを考えて
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みてほしい．我々の研究でも埋入時にスレッド露出を
生じたインプラントの 2 割が周囲骨吸収を生じている
こと．さらに，インプラント周囲骨吸収を生じたイン
プラントの 8 割が埋入時にスレッド露出を生じていた
報告 31）からも単純に埋入部位や咬合を考慮した直径
の太いインプラント体の選択には充分に留意しなけれ
ばならないと考える．

⑶ 埋入位置と埋入深度の影響（図８）
　Canullo（2016）ら 22）は，埋入位置の不正が最も大
きなリスクファクターであると報告している．天然歯
において叢生歯のプラークコントロールが困難である
のと同様に，埋入位置や方向の不整は上部構造の形態
に多大な影響を及ぼす．また，インプラント間の近接
に至っては天然歯同様歯槽骨の吸収を招くことが多
い．
　インプラントの埋入深度は，骨量のみならず，上部
構造の審美的条件，対合歯とのクリアランス，清掃性
を考慮して決定される．骨縁下にインプラント埋入を
行った場合，審美的な側面を考慮すると歯間乳頭の獲
得，サブジンジバルカウントゥアの設定の自由度が高
い点では有利であるが，印象精度に関しては，埋入深
度が深くなるにつれ印象コーピングの安定度が低下す
ることが報告されており，補綴装置の不適合に繋がる
点を留意する必要がある．また，Farronato（2012）
ら 32）は動物実験において，プラットフォームスイッ
チング型インプラントを①骨頂と同じレベルに埋入し
た場合②骨頂から 1㎜根尖側に埋入した場合③骨頂か
ら 1㎜歯冠側に埋入した場合の骨吸収について比較検
討した結果，骨頂および歯冠側に埋入したインプラン
トの骨吸収が平均 0.5㎜である一方，根尖側に埋入し
たインプラントの骨吸収が 1.30㎜と有意に大きい値を
示したことを報告している．さらに，Kumar ら（2018）
33）は 5 年以上の観察期間におけるインプラント周囲
炎のリスク因子を調査した結果，隣在歯の CEJ より
6mm 以上深く埋入したインプラント（OR:8.5），左右
非対称な補綴装置（OR:4.3）と埋入位置や方向埋入深
度がリスクを増加させる因子であると報告しているこ
となど審美性に偏らない生物学的幅径を考慮した埋入
深度を決定する必要がある．

図６：インプラント体の選択による露出量の違い
　　　スレッド露出した部位は仮性ポケットになりやすい

⑵ GBR の適応（図７）
　前述した骨量に関連することではあるが，狭小な骨
や抜歯窩にインプラント体を埋入した場合，GBR を
適応することが通法とされている．特に近年，歯槽提
温存のためのソケットプリザベーション法の普及や抜
歯即時埋入の普及，骨補填材料の充実，軟組織も含め
た顎堤吸収を抑制する目的での早期のインプラント埋
入など GBR の適応がますます増えてくることが予想
される．しかし，Rammelsberg（2012）ら 13）はイン
プラント埋入と同時に GBR を行った際の合併症に関
する検討を行い，26 症例の合併症のうち，ボーンロ
スや骨欠損を生じた症例が 4 症例，インプラント周囲
炎を生じた症例が 10 症例（38％）とインプラント周
囲炎の発症頻度がきわめて高いことを報告している．
GBR がすべての骨欠損に対して有効な手技ではない
こと．あるいはインプラント周囲炎の外科療法に対す
る再生療法の意義からもわかるように，GBR した骨
が母床骨およびインプラントとオッセオインテグレー
ションしているのかに関しては常に疑問視するべきで
あるし，メインテナンス時のプロトコールには移植部
位の記載は必須であり，注意してプロービングをおこ
なうべきであると考える 29）．

図７：GBR の適応の問題
　　　 GBR の成否はメインテナンス時のリスクに大きくかか

わる
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レベルのインプラントに対するダイレクト構造の上部
構造スクリューが緩んだ場合やポーセレンのチッピン
グ等で上部構造を撤去する場合，上皮性の付着がすべ
て喪失するだけでなく，骨に達する細菌侵入を余儀な
くされる．レスカウントウアで作製できる利点から審
美性の高い部位に用いる以外は，後述するマイクロ
リーケージも考慮して極力避けた方がよい補綴方法で
あるといえる．

⑵ 上部構造形態（図９）
　インプラント上部構造の補綴形態は，そもそも小臼
歯形態を主体として考えられていたが，前歯部や大臼
歯部では清掃ができないばかりかプローブ器具でさえ
適切な位置に挿入できない上部構造やプラットフォー
ムシフティングタイプのようなアバットメントとイン
プラント体にギャップがある上部構造等が存在する．
これらの構造は歯冠と歯根が移行的な天然歯とは全く
異なった構造である．
　とくに上下大臼歯部はカリエスや歯周病等のプラー
クコントロールの不良（宿主側）によって喪失するこ
とが大半であることからも，近遠心的にも頬舌的にも
オーバーカントウアの形態になりやすい大臼歯部は，
審美性よりも細菌感染防御を第一とした上部構造形態
を作製する必要がある．

図８：埋入位置の問題
　　　 埋入位置の不良によって清掃困難な上部構造が作製され

やすい

図９：上部構造形態の問題
　　　 特に清掃の困難な大臼歯部は審美性より清掃性を重視す

べきである

―補綴因子－
インプラント周囲骨吸収に関与する補綴因子
固定様式の選択
上部構造の形態
補綴マージン
アバットメント高さ
マイクロリーケージ

⑴ 固定様式（スクリュー固定とセメント固定）の選択
　インプラント周囲炎の世界的認知とともに，日本
においてもアクセスホールや平行性に問題がない限
り，スクリュー固定が用いられていることが多く，著
者らも現在スクリュー固定を主流として上部構造を
作製している．しかし，スクリュー固定は技工スキ
ルが非常に高いものであり，適合不良なスクリュー
固定による上部構造や CAD － CAM の普及によるス
クリュー固定用アバットメントを介在しない安易で安
価なダイレクト構造（One-piece screw）によるスク
リュー固定の普及は，近い将来インプラント周囲炎と
いう病態となって報告されるのではないかと危惧せざ
るおえない．Wittneben（2014）ら 34）のスクリュー
固定とセメント固定の喪失率に関するシステマティッ
クレビューにおいて，スクリュー固定が 2.85％，セメ
ント固定が 4.27％とセメント固定が有意に高い喪失率
であったが，スクリュー固定のタイプ別に分類する
と One-piece screw 固定が 8.33％と最も高い喪失率で
あったことを報告している．厳密な平行性が得られて
いない特にインターナルインプラントに対するダイレ
クト構造の連結冠は，言わば天然歯におけるポストク
ラウンの連結冠と同レベルであり，適合性のみならず
辺縁骨に対する応力の集中を招きやすい．さらに，骨

⑶ 補綴マージンとアバットメント高さ
　 補 綴 マ ー ジ ン に 関 し て は，Padbury ら（2003）
35）が歯における歯周組織と補綴マージンに関する
レビューにおいて，補綴マージンを生物学的幅径

（biologic width）内に設定すると，歯肉の炎症やアタッ
チメントロス，骨吸収が生じることを報告している．
インプラントに関して Derks（2016）ら 10）は，イン
プラント－補綴マージンの距離≦ 1.5mm では周囲炎
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のリスクが増加していることを報告している．また，
Galindo-Moreno（2014）ら 36）はアバットメントの高
さによるインプラント周囲骨吸収の相違について調査
し，アバットメント高さが低い方が骨吸収率が高くな
る結果を報告している．これらの結果は前述した生物
学的幅径との関連や後述するマイクロリーケージとの
関連によるものだと考えられるが，安易なボーンレベ
ルインプラントの適用や審美優先の骨縁および骨縁下
マージンの設定には，見直すべきである．

⑷ マイクロリーケージと接合様式（表８）
　そもそも歯科領域におけるマイクロリーケージ（細
菌の微小漏洩）は，レジンと象牙質との接着不良やク
ラウン等での不適合による二次カリエスの誘発，近年
では予知性の高い歯内療法をおこなう上で歯冠側から
の細菌漏洩を防止することが大きな課題となってい
る．天然歯と周囲組織も含めて構造の異なるインプラ
ントの場合，細菌の侵入経路は，インプラント周囲溝
からのプラークに由来する経路と接合部からのアバッ
トメントに由来する二つの細菌侵入経路（炎症性細胞
浸潤）が存在する．Canullo（2015）ら 37）は健全なイ
ンプラントとインプラント周囲炎の細菌叢を比較した
研究において，インプラント周囲炎の細菌叢がアバッ
トメント接合部の細菌叢と近似している結果を報告し
ていることからも，アクセスホールからの侵入も含め
たアバットメント接合部の細菌漏洩が大きな問題であ
り，このマイクロリーケージの原因であるマイクロ
ギャップとマイクロムーブメントを低減する目的で開
発されたのが，現在主流となっているインターナルコ
ニカルコネクション（プラットフォームシフティング）
のインプラントである．
　アバットメントの接合様式による骨吸収に関して，
Caricasulo（2018）らのシステマティックレビュー 38）

によると，エクスターナルバットジョイントとイン
ターナルバットジョイント，コニカルコネクションの
3 種の辺縁骨吸収を比較した研究において，コニカル
コネクションの骨吸収量が有意に低い結果となったこ
とを報告している．さらに，Tsuruta（2018）ら 39）は
アバットメント連結機構によるスクリューの緩みやす
さとマイクロリーケージを比較した結果，スクリュー
の締結に差はないもののコニカルコネクションが有意
に少ない細菌漏洩であったことを報告しているなどコ

ニカルコネクションの優位性が示されている．しかし，
実際の臨床においては，多数歯欠損症例や All-on-4 等
の傾斜埋入における上部構造の適合性の問題やアバッ
トメント径が細くなることによる埋入深度の問題があ
ることから，欠損歯数やインプラントの平行性に応じ
て選択する必要がある．さらに，これらの研究結果か
らもわかるように，骨縁部に接合部の存在しないいわ
ゆる 1 回法（ワンピース，ツーピース）のインプラン
ト体の選択も骨吸収を防止する上では非常に重要な選
択肢であるといえる．

表８：マイクロリーケージの概念
　　　 アバットメントの有無やアクセスホールの封鎖によって細

菌漏洩の量が異なることが予想できる

６．結　論

　インプラント治療は機械研磨のエクスターナルバッ
トジョイントのインプラント体の埋入とスタンダード
アバットメントを介した高床式のスクリュー固定式上
部構造からはじまった．その後，審美性重視の考え方
による縁下マージンのセメント固定式上部構造が隆盛
した．しかし，インプラント周囲炎の高い発症率デー
タの報告から，現在のインプラント治療は中等度粗面
のプラットフォームシフティングのインプラント体
の埋入と CAD-CAM を駆使したジルコニア製のスク
リュー固定式上部構造が主流となっている．さらに，
インプラント治療の適応拡大と患者中心の医療の立場
から，GBR ～サイナスリフト，抜歯即時埋入，即時
荷重補綴，頬骨インプラント等インプラント治療の進
歩は日進月歩である．しかし，長期予後を確認せぬま
ま拡大し続けるインプラント治療によって，今後メイ
ンテナンス期におけるリカバリー困難な骨吸収像を生
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じる可能性があることからも，外科的および補綴学的，
歯周病学的原則をもう一度振り返る時期ではないかと
考えてやまない．
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●特別企画

明るい未来を築くための女性インプラントロジストの育成

柳井　智恵

Training of female oral implantologists due to build a bright future

Chie Yanai

Abstract

The number of female dental university students has been increasing year by year in Japan. In fact, the number 
has now reached almost over 40%. In addition, the number of female dentists in Japan also has been growing 
significantly in recent years. This means that women are playing an increasingly important role in the field of 
dental care, which is one of the most valued aspects of society in general. However, the number of those reaching 
the highest and most qualified positions remains relatively low. Reasons for this include the difficulty of maintain-
ing a work / life balance when faced with many years of study to achieve this goal.
    Dental implants are a common prosthetic treatment used to replace missing teeth. In order to provide ap-
propriate implant treatment to patients, it is necessary to learn expert knowledge and clinical skills. However, 
the number of female dentists doing oral implant as specialists is small. Therefore, it’s important to provide an 
environment that encourages women to learn, as well as co-creating educational and training programs and 
academic lectures to support women through their life events, career paths, and work / life balance. It is also 
important to nurture leaders who can carry the next generation.
    For this purpose, the Women Dental Academy for Implantology was established in 2016. It aims to support 
all female dental specialists (dentists, dental hygienists, and dental technicians) in their pursuit of training and 
employment regardless of the stage of their career – whether starting, interrupted, or continuous. The aim is to 
improve human oral function and oral health related quality of life through dental care.
    In this paper, the current state of Japanese female implantologists and possible solutions to this issue are ad-
dressed.

Key words: 女性歯科医師， 口腔インプラントロジスト， キャリア形成， 次世代
                Female dentist, Oral implantologist, Career formation, Next generation
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１．緒　言

　近年，女性歯科医師が増加し，2016 年厚生労働省
が行った医師・歯科医師・薬剤師調査の結果 1）によ
りますと，全国の届出の歯科医師数は 104,533 人で，
男性が 80,189 人（総数 76.7％），女性が 24,344 人（同
23.3％）となっています．この総計は 2 年前の調査に
比べて，男性が 0.4％減少しているのに対し，女性が
3.4％増加しています．また医療施設（病院・診療所）
に従事している歯科医師においても，男性が 0.5％減
少，女性が 4.3％増加しています．
　この傾向は歯科大学に入学する学生にも見られま
す．図１2）に示すように歯科大学に入学する女性の割
合は年々増加しており，2014 年では 41.6％を示して
います．また，図２2）は，女性の歯科医師国家試験受
験者と合格者数とその割合を見たものです．2012 年
以降では女性の歯科医師国家試験の合格者が 40％を
超えています．これらの統計が示唆するように，今
後，女性歯科医師の割合は増加していくことは明白で
あり，日本の歯科医療における女性歯科医師が果たす
役割は大きいと考えています．
　一方，口腔インプラント治療の普及により，欠損補
綴治療の選択肢として用いられており，日常臨床にお
いてインプラント治療の相談やニーズが多いようにと
思います．国民に適切なインプラント治療を提供し，
かつその後のメンテナンスやトラブルの対処などにも
対応できるスキルを身に着けることは重要と思いま
す．そのため，女性歯科医師にインプラント治療の専
門性をより高める必要があると思います．しかしなが
ら，ワークライフバランスを考えても女性歯科医師を
取り巻く環境は厳しいです．近年，行政や様々な学会
において，その改善策や支援に取り組んでいますが，
また十分とは言えないように思います．
　本稿では，歯科界において明るい未来を築くために
女性インプラントロジストの育成とその取り組みにつ
いて考えたいと思います．

２．女性歯科医師と歯科医療の専門性

　女性歯科医師の特性を活かし，キャリア形成するた
めには , 歯科医療における専門性を有することが重要

と考えます．しかしながら、日本における女性歯科専
門医の割合は低いです．2015 年厚生労働省が行った
歯科医師の資質向上等に関する第 2 回検討会におい
て，広告可能な医師等の専門性に関する調査では，図
３に示すように小児歯科専門医が 41％と女性の割合
が最も高く，次に歯科麻酔専門医が 20％，歯科放射
線専門医 15％，歯周病専門医が 14％，口腔外科専門
医がわずかに 7％と低かったです 3）．女性歯科医師が
小児歯科専門医を選択する理由として，女性の特徴を
活かし，母親や小児患者に接しやすいことから小児歯
科を選択する割合が多くなることが考えられます．一
方，女性の口腔外科専門医が少ないのは，そもそも女
性は外科手術に対する苦手意識を持っている人が多
く，そうでなくても診療や当直など長時間労働を要す
ることもあり，女性のライフイベントから考えても継
続することが難しい場合が多いため，口腔外科を選択
しにくい状況にあると思われます．
　この傾向はインプラント治療においても共通してい
るよう思います．インプラント治療を行うには，イン
プラント埋入手術，骨移植のよる骨造成やサイナスリ
フトなど様々な外科テクニックやスキルを要します．
そして上部構造の作製や修理，治療後のメンテナンス
など専門的な知識と手技を身に着ける必要があるた
め，専門性の高い治療と思います．実際，口腔インプ
ラント関連の学会において，女性の会員数や専門医の
数が少ないです．著者が所属している International 
Team for Implantology の国際学会において 2018 年
6 月の発表では，グローバル女性会員数の割合は約
23％を示しているのに対し，日本セクションでは女性
会員が 10％以下に留まっています．一方，インプラ
ント治療に対するニーズは年々増加しており，より質
の高い安全な医療を提供するためには，インプラント
治療の専門性を高めることが急務であると思います．

３．インプラント治療患者の増加と高齢化

　日本では高齢化が進んでおり，総務省統計局により
ますと，2017 年 9 月 15 日の推計では，65 歳以上の高
齢者は 3514 万人で，総人口に占める割合は 27.7％と
なっています．この割合は今後も上昇を続けると考え
られ，国立社会保障・人口問題研究所の推計によりま
すと，第二次ベビーブーム期に生まれた世代が 65 歳
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以上となる 2040 年には，36.1％になると見込まれて
います．これからの推計から考えても，インプラント
治療患者の高齢化が見込まれています．そのため，日
本口腔インプラント学会，日本補綴歯科学会および
日本老年歯科医学会の 3 学会が合同で歯科訪問診療
におけるインプラント治療の実態調査を行いました．
2016 年 3 月に発表した報告書 4）によりますと，在宅
療養を受けている患者の 3％がインプラントを有して
おり，インプラント治療を受けた患者の半分以上がセ
ルフケアできない状況にあります．また，インプラン
トに関するトラブルが生じた場合の対応として，投
薬 32％，観察 22％が多く行われており，特にインプ
ラント治療を担当したことがない歯科医師は観察が多
く，十分な対応ができないことが示唆されています．
実際，インプラントの保有者数が年々増加しており，
さらに高齢化が進むことによって，現存の問題点に加
えて近い将来に様々な課題を生じることが考えていま
す．学会では，口腔インプラント専門医やその研修医
に対する教育を強化することと，高齢者のインプラン
トに対しての知識や管理能力の向上を図ることを提唱
しています．しなしながら，現状では女性歯科医師数
が増えているにも関わらず，専門医の人数が少なく，
治療の担い手から考えてもこれらの問題や課題に対応
するのは難しいように思います．だからこそ，女性歯
科医師の知識等のレベルアップは必須であると考えて
います．

４．女性歯科医師の活躍のための取り組み

　女性歯科医師のワークライフバランスを取り巻く環
境は厳しい状況です．日本歯科医師会では支援策とし
て，2009 年に女性歯科医師の会，2010 年に女性歯科
医師の活動に関する検討委員会，2012 年に男女共同
参画推進検討委員会などを立ち上げ，女性歯科医師を
取り巻く環境を調査し報告してきました．女性歯科医
師が直面している諸問題として，女性歯科医師が結婚，
出産，育児，介護，休業後の職場復帰といったライフ
イベントの際に直面する問題に十分対処できない，女
性歯科医師の可能性が見えない，意識決定に関わる役
職につく女性歯科医師が少ない，性差への理解不足，
社会の女性歯科医師に対する認識の低さ，専門性追及
への障害等が挙げられています．その改善策として，

図１：女性の歯学部入学者数と比率

図２：女性の歯科医師国家試験 受験者数・率、合格者数・率 

図３：歯科専門医における女性の割合
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講演会・研修会での託児サービスの支援，ｅ－ラーニ
ング，活躍する女性歯科医師の活動を紹介するロール
モデルの提示，女性の視点・特性が生かせる分野の開
拓・推進，女性歯科医師間の情報・意見交換の活発
化，地域の女性歯科医師会の組織づくり，休職後の復
帰支援策，女性歯科医師側の意識改革，院内託児所の
行政支援等が提示されています 5）．とくに女性歯科医
師がいきいき働くために，国内外の女性歯科医師ネッ
トワークづくり，よりよいワークライフバランスを目
指す取り組みの推進や女性の特性を生かした新しい歯
科医療の展開を支援することが必要であると提案され
ています．そして，勤務制度を含めた就業継続や復職
支援，育児支援，介護支援など，女性歯科医師のキャ
リア形成を支援するためには，日本歯科医師会が主導
し，大学・同窓会，学会等の団体と連携して各組織の
機能に応じた役割分担や支援策を進めていく必要があ
ると提言しています 6, 7）．
　学会においても専門性を維持するために様々な取り
組みを行っています．代表的な成功例として，日本外
科学会は外科医が不足している状況を打開するため
に，約 12 年前に女性外科医を支援するための委員会
を発足しました．そこで女性キャリアデザインの問題
点として，妊娠・出産・育児の際の勤務環境の整備や
サポート，当直や緊急時などの勤務やバックアップ体
制，休業支援や休暇や職場復帰の問題，妊娠・育児時
の認定・専門医更新の猶予，勤務する上司・同僚・夫
の理解，女性自身のモチベーション，さらには学会の
評議員・理事，委員会委員の女性の割合が少ないなど
を集約し，外科医全体の労働環境の改善に取り組んだ
結果，女性会員数の確保や専門性の向上に繋がったこ
とが知られています．
　近年，歯科の専門学会においても，シンポジウムな
どを開催することで女性歯科医師の働き方やキャリア
パスに関する対応を検討しています．女性歯科医師が
専門性を獲得し維持するためには，専門学会による組
織的なサポートは必須であり，かつ政府機関や社会全
体による継続的な支援が必要であると考えます．今後
も歯科医師会、大学・同窓会、学会等の団体が一堂に
会し連携して論議が深められることを期待しておりま
す．

５．女性歯科医療従事者への支援活動と
次世代の育成

　女性歯科医師を支援する活動として，日本歯科医師
会の推進により，都道府県歯科医師会もしくは郡市区
歯科医師会においても女性歯科医師の会が増えていま
す．また，大学や女性歯科医師が自主的に主催する研
修会も多く活動しています．さらに国際学会への参加
により海外の女性歯科医師による組織との連携も行う
ようになっています．女性歯科医師のキャリアアップ
のためには，国内・国際交流を通じて女性歯科医師の
ネットワーク作りや提携が重要と考えます．これらの
組織は，その位置付けは一様ではなく活動内容も様々
であるが，女性が学びやすい環境をつくり，教育プロ
グラムや学術講演会を協創すること，そして次世代
リーダーの育成・輩出を支援する考えは一致している
と思います．
　著者は数年前に Women Dental Academy for Im-
plantology（略称 WDAI）の立ち上げに関わってきま
した．この会はインプラントを主軸とした包括的臨床
を志すビギナー，ブランク，キャリア，すべての女性
歯科臨床家（歯科医師、歯科衛生士及び歯科技工士）
の研修支援，女性歯科臨床家としての活躍を支援する
ことを目的としています．インプラント治療はチーム
医療であり，治療に関わるすべての歯科医療従事者の
知識等のレベルアップが必須であり，その研鑽の場と
してこの会があると考えています．そして，その先に
は男性も女性も関係なくネクストジェネレーションの
育成をも支援したいです．なぜならば，インプラント
治療は国民の口腔内の健康と快適な食生活を守る重要
な治療であると考えています．

６．まとめ

　口腔インプラント治療は欠損補綴の標準治療として
普及しており，日常臨床においては患者ニーズも多く
なっています．適正なインプラント治療を行うために
は，専門知識等を身につける必要があると思います．
近年，女性歯科医師が増加しており，日本の歯科医療
における女性歯科医師が果たす役割は大きいと考えま
す．女性歯科医師がキャリア形成するためには，自ら
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専門性を身に付け，女性の特性を活かせる歯科医療を
目指すことが重要です．とくに患者ニーズの高いイン
プラント治療の知識やスキルなどを身に着けることに
より専門性を高め，それが自身のキャリアアップにも
繋がり，そして歯科医療全体のレベルアップにも繋が
ると考えます．もちろん行政，歯科界，社会全体が一
団となって支援体制を築き上げることが必須です．さ
らには女性自身の意識改革により自分に合った働き方
を選択し，決して諦めない，仕事に対するモチベーショ
ンを持ち続けることが最も重要であると強調したいと
思います．
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●解説

骨造成のための移植材料：HAp ／コラーゲンスポンジ（リフィット®）

丸川　恵理子

Graft materials for bone augmentation: HAp/collagen hybrid sponge (Refit®)

Eriko Marukawa

Abstract

Except an autogenous bone, bone graft materials for jawbone used in the world are an allogeneic bone, a xenoge-
neic bone and an artificial bone. The dental applications of bone graft materials were limited in our country, and 
hydroxyapatite was major for a long time. It became possible to use of various bone filling materials in Japan; 
however, the usage of the graft materials varies by a dentist at present. There are still few long-term results 
of the artificial bones that were approved in dental applications. We must be careful because the possibility of 
various problems in the future.
    We use beta-tricalcium phosphate (β-TCP, Osferion®, Olympus Terumo biomaterials Corporation) in the 
jawbone regeneration from 2007. β-TCP is substituted for an autologous bone after elution and a process of 
the resorption while we promote bone formation in contrast to hydroxyapatite not to absorb completely. It is 
absorbable bone substitute materials to become finally the normal bone tissue in approximately one year from 
a half year, and the effect is expected. Furthermore, porous hydroxyapatite collagen complex (HAp/Collagen 
composites , Refit®,  Hoya Technosurgical Corporation) which we used from last year was developed jointly in 
Tokyo Medical and Dental university (department of orthopedics) and National Institute for Materials Science, 
and release was started in the medical department from 2013.
    We started the use of Refit® in January 2016 in our department and the usage period in dentistry are still 
short, but report usage experience of these two absorbable artificial bone. The main adverse event produces 
neither material and is the materials which are safe in the living body. It seems to be necessary to be careful 
about the indication and method of use because it is absorbable material.

Keywords ：  顎骨造成 Jaw bone augmentation ，骨補填材 Bone Graft materials，β-リン酸三カルシウム（β-TCP），多孔質
ハイドロキシアパタイト・コラーゲン複合体 Porous HAp/Collagen composites

(J Bio-Integ 8 : 43 - 48, 2018.)
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１．緒　言

　現在，国内外において顎骨造成の際に用いられる移
植材として，自家骨，他家骨，異種骨，人工骨がある
1-3）．様々な骨補填材が開発されているにも関わらず，
自家骨は生着が最も優れているゴールドスタンダード
である．喫煙者や重度の歯槽骨萎縮症患者，全身疾患
を有している感染リスクの高い患者などの骨再生能が
低いと推定される患者においては，人工骨や異種骨で
はなく，未だに自家骨を用いる必要があると考えられ
ている．しかし一方で，骨形成能が高く，吸収速度が
速いことに関しても十分に注意する必要があると思
われる 4, 5）．他家骨である脱灰凍結乾燥骨（DFDBA）
は主に米国で好まれて使用されているが，日本におい
ては倫理的な問題や，歯科適用の承認が得られていな
いことから使用頻度は低い．異種骨である牛焼成骨

（Bio-Oss®，Geistlich 社）は世界的に最もシェアの高
い優れた材料であるが，非吸収性であるので，材料長
期残存による問題の可能性が残る 6）．人工骨であるβ
-TCP は完全な人工物であり，抗原性や感染性の問題
はないが，骨伝導能しかないため骨形成能はやや劣る
材料と言える．しかし，吸収性で自家骨に置換する材
料であり，最終的には半年から 1 年程で正常の骨組織
になるため，長期的な安全性が高い材料と考えられる
7, 8）．従来ハイドロキシアパタイト（Hydroxyapatite）
は非吸収性の人工骨とされ，長期的な 2 次感染の問題
が指摘されていたが，最近ではその多くが自家骨に
置換する吸収性材料も開発されている 9）．本稿で述べ
る多孔質ハイドロキシアパタイト・コラーゲン複合体

（HAp/Collagen composites，リフィット ®）は豚皮

由来のコラーゲンを含有する異種材料であるが，ハイ
ドロキシアパタイトとの多孔質な複合材料であり，β
-TCP と同様，完全に骨へと吸収置換される材料であ
る 10, 11）．今回，顎骨造成における，β-TCP との違い
を示しながら，新規材料リフィット ® の使用経験を報
告する．

２．材料と方法

１）�β-TCP（オスフィール ®，オリンパステルモバ
イオマテリアル社）

　当科で用いたβ-TCP はオリンパステルモバイオマ
テリアル社製で，顆粒径は 1.0 ～ 3.0mm のものを使
用した（図１）．インプラント治療に関して用いる際
は適応外使用となるため，β-TCP を用いた顎骨再生
における使用の同意が得られた患者を対象とした．

２）�多孔質ハイドロキシアパタイト・コラーゲン複合
体（HAp/Collagen�composites，リフィット ®，
HOYA�Technosurgical 社）

　HOYA Technosurgical 社製であり，無機成分は低
結晶性のアパタイトであり，有機成分は豚皮由来Ⅰ型
アテロコラーゲンから成る．アパタイトとコラーゲン
の組成比は重量比で約 80wt％と約 20wt％であり，自
家骨の組成に近似していた．気孔径は 100 － 500 µm
であり，気孔率は 95% であった（図２）．特徴として
スポンジ状の弾力性を有し，ナイフやハサミなどで容
易に加工でき，操作性に優れている．また，コラー
ゲン繊維に沿って低結晶性 HA 結晶のｃ軸が配向し，
ナノオーダーで自家骨の骨構造・組成に近似している
ことも他に類のない材料の特徴である．生体内の骨リ
モデリングに取り込まれ骨組織へ置換し，われわれの
ヤギの腸骨への移植（2 × 2 × 1cm）実験では , 移植
後 6 か月でβ-TCP よりも速い骨形成と材料の吸収を
示した．
　また , 移植量における影響を検討するため，日本白
色家兎（オス，約 3kg）の脛骨近位内側にφ5mm 骨
孔を形成し，右脛骨にはφ5mm × 3mm のリフィッ
ト ®1 個，左脛骨には 3 個移植した 10）．移植後 1，2，4，8，
12 週の PQCT（peripheral quantitative CT）を図３
に示す．3 個移植群では 1 個移植群に比べ骨形成量が
多く，移植した量に応じて形成される骨が多くなるが，

図１： 使用した人工骨オスフィール ®

　　　（ 顆粒径：1.0 ～ 3.0mm，気孔径：100-400µm，気孔率：
75%）
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最終的には吸収されていた．特に抜歯窩に移植する場
合に移植量をどうすべきか参考になると思われた．

３）�抜歯窩と嚢胞摘出後骨欠損における Ridge�
preservation への応用

　当科では抜歯窩の支持骨の分類における 4 壁性骨
欠損の場合，基本的には何も補填せず，3 壁性骨欠損
の場合には何かしらの骨補填材を使用していわゆる
Ridge preservation をおこない，2 壁性骨欠損の場合
には必ず自家骨を混合して，顎堤形成（GBR）を施
行することにしている．
骨補填材として，オスフィール ® を使用した場合は口
蓋粘膜による封鎖を含む 1 次閉鎖をおこなった 7 部位
すべてにおいて創哆開や感染は認めなかった．インプ
ラント埋入時の骨形成は良好であり，埋入時の骨生検
の非脱灰標本（Villanueva Goldner 染色）でも確認で

きた（図４）．しかしながら，コラーゲンシート（テ
ルダーミス ®，オリンパステルモバイオマテリアル社）
で不完全な封鎖をした場合には 15 部位中 6 部位で骨
形成不良を認め，2 本のインプラントにおいて差し替
えとなった．このような結果を踏まえ，オスフィール
® を Ridge preservation へ用いる場合には完全に閉鎖
するようにしている．
　リフィット ® を使用する場合には 3 本以上の抜歯に
関しては吸収性のコラーゲンメンブレン（Biogide®, 
Geistlich 社）を併用して閉創している．しかし，2 本
までの抜歯では完全に閉鎖していない症例もあり，閉
創するか否かに関しては症例の蓄積が必要となる．完
全閉鎖しなくても良好な骨形成を示した症例もあれ
ば，不十分であった症例もあった．図５に右上 12 と
左上 1 の 3 本の抜歯後，リフィット ® と吸収性コラー
ゲンといった人工材料のみで Ridge preservation を
おこなった 45 歳男性の症例を示す．術後 3 か月後の
CT では顎堤が温存され，まだ幼若であるが新生骨が
形成されているのが認められる．術後 4 か月でインプ
ラント埋入をおこない，血流のある良好な新生骨が確
認され，最終補綴後 1 年以上経過するが，顎堤は温存
されている．この症例においては，リフィット ® を欠
損部に圧迫するように補填し，減張切開して完全閉鎖
しているが，口腔外からの骨を採取する侵襲性の高い
自家骨移植を回避できた症例である．

図２： 使用した人工骨リフィット ®

　　　（ 大きさ：11 × 12mm，気孔径：100-500µm，気孔率：
95%）

図３： 移植量の違いによる移植後 1, 2, 4, 8, 12 週の PQCT 画像

(a)
                                                      (b)

図４： オスフィール ® の Ridge Preservation への応用（45 歳
女性，右下 67 部）

　　　 （a）移植時の口腔内写真　（b）11 か月後のインプラ
ント埋入時の骨生検非脱灰組織標本写真（Villanueva 
Goldner 染色）
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４）リフィット ®の上顎洞底挙上術への応用
　上顎洞底挙上術はすべて lateral window テクニッ
クを用い，上顎洞粘膜に穿孔が生じた場合は吸収性の
コラーゲンメンブレンで封鎖した．
　以前のわれわれの報告 12）ではオスフィール ® 単独
移植においても十分な骨造成が可能であり，インプラ
ント埋入時の骨生検でもオスフィール ® の残存はわず
かであり，類骨を伴う旺盛な骨形成が確認されている．
この結果を踏まえて，既存骨が 1-2mm であるか，既
存骨が 3mm 以上存在しても喫煙者や糖尿病といった
感染リスクの高い患者においては自家骨を混合するこ
とにしているが，それ以外の患者においては人工骨を
単独使用している．そこで，リフィット ® についても
同様の基準で使用した．

　喫煙者である 66 歳男性の上顎洞底挙上術において，
リフィット ® と後方の上顎結節から採取した自家骨を
混合して移植した（図６）．自家骨が少な過ぎた可能
性もあるが，術後，移植骨の萎縮が認められ，このよ
うな症例においては注意する必要があるだろう．これ
に対し，良好な結果であった症例を図７示す．両側上
顎洞底拳上術の症例において，一側が上顎洞底拳上術
のみ，対側が上顎洞底拳上術と同時にインプラント埋
入をおこなうこととし，さらに自家骨採取は脛骨から
おこなうこととした．一側はブロック骨固定に用いた
ピンが，対側はインプラントがそれぞれ洞粘膜のテン
トの役割を果たすことで，洞粘膜の挙上を維持し，骨
形成の場を保つことが可能であった．リフィット ® は
上顎洞底拳上術に用いるには強度が不十分である場合
があることに注意し，これを補うことが可能となるイ
ンプラント同時埋入症例には非常に適した材料である
と思われた．

図５： リフィット ® のRidge Preservationへの応用（45歳男性，
右上 12，左上 1 部）

　　　 （a）術前デンタル X 線写真　（b）移植時の口腔内写真
　（c）移植後３か月の CT　（d）インプラント埋入時の
口腔内写真　（e）インプラント埋入時のデンタル X 線
写真　（f）インプラント最終補綴後

　　　　　　　　　　　　　(b)

(a)

　　　　　　　　　　　　　(c)

(d)

(f)　　　　　　　　　　　　　　　 
(e)

　　(a)

　　　　　　 (b)

　　(c)

図６： リフィット ® の上顎洞底拳上術への応用（66 歳男性，
左上 67 部）

　　　 （a）術前 CT 画像　（b）移植時の口腔内写真　（c）移植
後 6 か月の CT



47 ●

バイオインテグレーション学会誌　第８巻 J Bio-Integ 8 : 43 - 48, 2018.

３．考　察

　抜歯後インプラントをおこなうために，骨補填材を
入れておく方が良いかどうかは議論の残るところで
あり，共通したスタンダード治療は確立されていな
い．4 壁性骨欠損であれば当科では何も加療はしてい
ないが，骨質改善の効果も期待するのであれば，多血
小板フィブリン PRF のような再生医療材料が有効で
ある可能性はあるだろう．一方，3 壁性骨欠損であれ
ば，吸収性の人工骨を選択し移植しているが，より欠
損が大きい場合には，メンブレンを併用するか，完全
な吸収性材料ではない Bio-Oss® や吸収の遅い材料を

用いなければならないだろう．2 壁性骨欠損において
は顎堤形成 GBR を二期的におこなう必要があるが，
Istvan Urban ら 13, 14, 15）が提唱する「ソーセージテク
ニック」ようにメンブレンを併用して Bio-Oss® と下
顎枝自家骨を混合して移植し，9 か月の治癒期間をお
くという手法に賛同している歯科医師が多いように思
う．当科では同様の症例に関しては自家骨を口腔内で
はなく，脛骨にすることで自家骨採取量を多く獲得し，
骨形成速度も速くすることを試みている．結果，3 －
5 か月でインプラント埋入が可能となっている．しか
し，欠点としては全身麻酔が必要となることが挙げら
れ，いずれにせよ自家骨採取が大きな負担となってい
る．
　将来，使用する部位や症例における骨補填材の使
い分けや使用方法に関して系統的に確立されるよう，
様々な人工骨のさらなる長期的な症例の報告が待たれ
る．

４．結　論

　リフィット ® 移植に際して注意すべき事項を以下に
示す．
　補填量を増やすと骨形成，リモデリングが遅れるが，
骨形成量は多くなる．
　顎堤形成や上顎洞底挙上術では骨の高さが潰れる傾
向にあるため，メンブレンを併用するか，補填量を十
分にする必要がある．上顎洞底挙上術と同時インプラ
ント埋入を行う際の骨補填材に適している．
　骨形成速度が自家骨に近く速いため，インプラント
埋入時期は注意すべきであると考えられる．
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抄　録

　世界的に顎骨で用いられている自家骨以外の移植材
には，他家骨と異種骨と人工骨がある．わが国では骨
補填材の歯科適応は限られており，以前からハイドロ
キシアパタイトが主流であった．現在，日本でも様々
な骨補填材の使用が可能となったが，その使用材料の
使い分けは歯科医師により様々である．特に，最近に
なって歯科適応の承認が得られた人工骨の使用に関し
ては長期的な結果を有する材料がまだ少ないことか
ら，今後さまざまな問題が生じてくる可能性が考えら
れるため，注意しなければならない．
　われわれは 2007 年から顎骨再生において，β- リ
ン酸三カルシウム（β-TCP，オスフェリオン ®，オ
リンパステルモバイオマテリアル社）を使用してい
る．完全には吸収しないハイドロキシアパタイトとは
異なり，β-TCP は骨形成を促進する一方で，溶出と
吸収の過程を経て自家骨に置換され，最終的には半年
から 1 年程で正常の骨組織になる吸収性の骨置換材で
あり，その効果が期待されている．また，昨年より使
用していた多孔質ハイドロキシアパタイト・コラーゲ
ン複合体（HAp/Collagen composites，リフィット ®，
HOYA Technosurgical 社）は東京医科歯科大学整形
外科と独立行政法人物質・材料研究機構にて共同開発
され，医科では 2013 年から発売が開始された．当科
では 2016 年 1 月より使用を開始し，歯科での使用実
績はまだ乏しいが，これら二つの吸収性人工骨の使用
経験を報告する．主な有害事象はいずれにおいてもな
く，生体に安全な材料であると言えるが，吸収性材料
であるが故に，その適応症や使用法については注意す
る必要があると思われる．
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●解説

インプラントのメインテナンスにおける歯周病学の応用

清水　智幸

Implant maintenance based on periodontal concepts

Tomoyuki Shimizu

Abstract

In order to maintain the installed implants over a long time, it is important to achieve  proper maintenance. In 
recent years, peri-implantitis has attracted attention as a biological complication occurring around implants. It is 
an infection caused by dental biofilm, especially periodontal pathogens, and exhibits clinical symptoms similar to 
periodontitis. Treatment of periodontitis have been established, and it can be treated with predictability. On the 
other hand, treatment of peri-implantitis has not been established yet. As peri-implantmucositis can be treated 
predictively, intervention at this stage is important. Furthermore, prevention with proper maintenance is most 
important factor to prevent peri-implant diseases. However, doubt that maintenance is being carried out effec-
tively or not still remains. Therefore, from periodontal point of view, it is proposed as a maintenance protocol 
that adequate brushing by patient twice a day and recall 4 times a year. If bleeding on probing (BoP) is positive 
at the time, immediate non-invasive, non-surgical debridement of pocket is necessary. After that, same treatment 
will be carried out once every 2 weeks until BoP becomes negative. And back to normal maintenance protocol.

Keywords : peri-implantitis, periodontal therapy, maintenance and prevention
(J Bio-Integ 8 : 49 - 54, 2018.)

　東京国際クリニック／歯科
　TOKYO International Clinic / Dental

　Accepted for publication 10 august 2018

１．緒　言

　失われた口腔機能の回復方法として，インプラント
を選択肢から除外することは，もはや現実的ではない．
むしろ，欠損補綴の第一選択になりつつあると言って
も過言ではない．
　Brånemark により臨床応用された歯科用インプラ

ントは，所定のプロトコルを遵守すれば予知性を持っ
てオッセオインテグレーションが獲得される 1）．開発
当初，インプラントは機械研磨表面であったが，その
後，各メーカーはオッセオインテグレーションの早期
獲得と成功率の向上を目指して独自の表面性状を開発

（図１）し，荷重までに要する期間は大幅に短縮された．
また，傾斜埋入といった既存骨を最大限に利用する方
法や，GBR に代表される骨再生の技術，コンピュー
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ターガイドサージェリーによる補綴主導の埋入法な
ど，新たな外科手技の開発とそれに伴う適応症の拡大
と相まってインプラントは長足の進歩を遂げた 2）．

　このように歯科用インプラントは順風満帆に進化を
遂げてきたかのように見えるが，その過程において
我々は，インプラント周囲炎に直面した．

１）インプラント周囲疾患
　インプラント周囲疾患は，インプラント周囲に生じ
る生物学的合併症で，インプラント周囲粘膜炎とイン
プラント周囲炎に分類される 3）（Lindhe ら）（図２）．
　インプラント周囲粘膜炎は炎症が軟組織に限局して
おり，骨吸収は認めない．インプラント周囲炎は，軟
組織の炎症（インプラント周囲粘膜炎）に加え X 線
写真上で骨吸収像を認める．軟組織における炎症の存
在は，プロービング時の出血（BoP）により確認され，
現在のところ最も確実な検査方法である（図３）．

　一方の歯周疾患も細菌による感染症で，歯肉炎では
軟組織に限局した炎症を示し，歯周炎に進行すると骨
吸収を生じる．原因となる細菌の種類は両者とも共通
で，新たに埋入されたインプラントへの細菌の供給源
は，残存歯の歯周ポケットであることが示唆されてい
る 4）．
　このように，原因と臨床症状に多くの共通点を持つ
両疾患であるが（図４），軟組織の構造上の相違により，

インプラント周囲粘膜炎と歯肉炎は病理組織学的にほ
ぼ同等であるが 5,6），インプラント周囲炎と歯周炎は，
全く異なる病態を示すことがわかっている（図５）．

２）インプラント周囲疾患の有病率
　インプラント周囲炎の有病率は，しきい値の設定に
より研究者間でかなりの差を示している．Derks ら 8）

は，3mm 以上の骨吸収を示す中等度以上のインプラ
ント周囲炎の有病率は 10.1% であった（表１）と述べ
ている．一方，重度歯周炎は世界で 6 番目に患者数が
多く，世界的年齢調整罹患率は 11.2% で，1990 年か
ら増加は認められない 9）（Kassebaum ら）．本邦にお
ける重度歯周疾患の患者数は，岡本ら 10）によると歯

図１： 代表的メーカーのインプラント表面の電子顕微鏡写真（各
メーカーより許可を得て使用）

図２：インプラント周囲疾患の分類と診断基準
　　　（Lindhe ら 2008 より引用改変）

図３： プロービングに対し周囲粘膜は状態に応じた反応を示す．
　　　 インプラント周囲炎治療が成功し健康を取り戻したイン

プラント（上），や健全なインプラント（右下）ではプロー
ビング時に出血は認めない．

　　　 一方インプラント周囲疾患に罹患したインプラント（左
下）は，常にプロービングに対し出血や排膿を示す．



51 ●

バイオインテグレーション学会誌　第８巻 J Bio-Integ 8 : 49 - 54, 2018.

を有する成人の約 7% 程度であると報告されている．
したがって，インプラント周囲炎と歯周炎の有病率は
同程度であることが示唆される．

a　　　　　　　　　　　　ｂ

c　　　　　　　　　　　　ｄ

図４： インプラント周囲炎と歯周炎の口内法 X 線写真（a,c）
と同部の臨床像（b,d）．どちらの X 線写真も垂直性骨
吸収像（矢印）を示し，患部にはクレーター状の骨欠損
を認める．

図５： 歯とインプラントの周囲軟組織の構造上の相違と炎症の
波及範囲．

　　　 a と b の領域には接合上皮が存在し，歯では接合上皮に
連続して c の歯肉線維（線維性付着）が存在するため，
ポケット内で細菌が組織と直接接することはない．また，
炎症と骨の間には常に歯肉線維が存在するため，骨は線
維に守られ炎症と接することはない．対照的にインプラ
ントに歯根膜は存在せず，さらに d の領域では上皮が
欠如しているため結合組織が“むきだし”の状態でイン
プラントと接している．そのため，ポケット内で細菌は
直接組織と接触し，歯根膜も存在しないため炎症は骨に
達する．この組織学的相違により，両者は似て非なるも
のとなる 7）（Lindhe ら）

　　　Dentsply Sirona より許可を得て使用

表１：しきい値別インプラント周囲炎有病率
　　　Derks ら 2016 より引用改変

３）インプラント周囲炎の治療と成功率
　インプラント周囲炎と歯周炎は，細菌による感染症
で臨床症状も同様である．歯周炎治療は既に確立して
いるため 11），インプラント周囲炎治療は歯周炎治療
を応用して行われているが，思うように成果が上がっ
ていないのが現状である．
　インプラント周囲疾患治療に関して Lindhe ら

（2008）は，感染に対する対処，すなわち患者自身に
よる適切なブラッシングが必須であるとした上で，イ
ンプラント周囲粘膜炎には非外科的治療を，インプラ
ント周囲炎には外科的治療を提唱している 3）．その中
で，インプラント周囲炎に対する非外科的治療には予
知性がなく，外科的治療の目的は，「インプラント表
面のデブライドメント」と「除染のためのアクセスを
得ること」で，付加的な抗菌薬の全身投与の有効性に
関するエビデンスは限定的であるとしている 3）．
　以上を踏まえて，インプラント周囲炎治療の成功率
に目を向けると，Leonhardt らは，様々な治療をした
にも関わらず成功率は 58% であったと報告している
12）．また，Carcuac らは，研磨表面とラフサーフェー
スで成功率を比較している．その結果，治癒率は研磨
表面 79% に対しラフサーフェース 34% で，治療の成
功率は明らかに表面性状の影響を受けていた 13）．
　病理組織学的に歯肉炎とインプラント周囲粘膜炎は
ほぼ同等であり，インプラント周囲粘膜炎ならば予知
性を持って治癒に導くことができる．インプラント周
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囲炎の治療は未だ確立されていないため，インプラン
ト周囲粘膜炎の段階で躊躇せず介入することが大切で
ある．

４）�歯周病学の知見に基づくインプラントのメインテ
ナンス

　インプラントのメインテナンスを論ずる前に，すで
に科学的根拠に基づいて行われている歯周治療のメイ
ンテナンスをエビデンスベースで考察したいと思う．
　まず，プラークの病原性の発現に関して，Lang ら
14）の論文から考えてみたい．彼らは 32 人の被検者を
12（Ⅰ），48（Ⅱ），72（Ⅲ），96（Ⅳ）時間ごとにプラー
クを除去するⅠ～Ⅳの 4 グループに分類し，プラーク
の量と歯肉の炎症を比較した．プラークの形成量はⅠ
が最も少なく，ⅡはⅢ，Ⅳと似通ったプラークの量で
あった．歯肉の炎症はⅢ，Ⅳで歯肉炎を発症したが，
Ⅱは発症しなかった（図６）．このことからプラーク
の病原性は，48 ～ 72 時間の間に変化を生じることが
考えられる．

　次にメインテナンスの頻度を検討するにあたり，
Axselsson15）らの論文を取り上げる．彼らは，77 名の
治療後の重度歯周疾患患者を 6 年間にわたり，プラー

クスコア , 歯肉の炎症 , アタッチメントレベルを用い
て観察した．被検者を test と control に分類，test に
対し最初の 3 年間は 2 ヶ月に 1 回，3-6 年は 3 ヶ月に
1 回の頻度でリコールを行った．control には通常の
歯科治療が行われた．test では，6 年の観察期間を通
して良好なプラークコントロールと歯肉の状態が維持
され，アタッチメントの改善を認めた．control の歯
周組織の状態は治療前の状態に戻り，アタッチメント
ロスが生じた（表２）．
　また，低頻度のメインテナンスの効果に関する
Kerr16）の研究では，9-18 ヶ月に 1 度のメインテナン
スに効果はなく，5 年後に 45% が再感染を生じてい
たと報告している．

図６： プラーク量（PlI）と歯肉炎（GI）の継時的変化
　　　（Lang ら 1973 より引用改変）

　Lang ら 17）は，SPT 患者を対象に年 4 回のメイン
テナンス時の BoP（+）の頻度と，その後に生じる付
着の喪失との関係を調査した．結果は，4 回のメイ
ンテナンス時に 4 回とも BoP（+）の部位の 30% で，
その後の 2 年間に 2mm 以上の付着の喪失を生じた．
一方，4 回ともプロービング時の出血を認めなかった
部位で，付着の喪失を生じたのはわずか 2% であった．
別の表現をすると 98% の確率で歯周組織は安定した

（図７）．

表２： メインテナンスの有無と歯周病学的パラメー
ターの継時的変化（Axselsson ら 1981 より引用改変）
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　２．結　論

　インプラント周囲炎の治療方法は，インプラントが
臨床応用されてから半世紀以上経過した現在でも確立
されていない．そのような状況下でも，患者の口腔内
に日々インプラントは埋入され続け，別の患者の口腔
内からは，インプラントが抜去され続けている．そし
て，さらにインプラント周囲炎患者は増加している．
　歯周疾患治療は既に確立され 11），科学的根拠に基
づいたメインテナンスの手法も体系づけられている．
したがって，歯周病の領域で蓄積されたエビデンスを，
類似した臨床症状を示すインプラント周囲疾患の治療
と予防に適応することは理にかなっている．そこで，
今回，インプラントに対する歯周病学の知見を用いた
メインテナンス法として以下の方法は適切であると考
える．

　最も重要なことは患者自身によるプラークコント
ロールを基本とした予防であり，インプラント周囲粘
膜炎は可逆的状態であることを強調した上で，
　① 患者自身による適切なブラッシングを確立しブ

ラッシングは 1 日 2 回 14）

　② メインテナンスの回数は年 4 回を基本とする
　③ 必ず BoP を判定し BoP（+）部位に対し経過観

察はせず即座に介入

　④  BoP（+）部位のブラッシング方法の再確認とポ
ケット内のデブライドメント

　⑤  BoP（+）の部位は 2 週間に 1 回 BoP（-）にな
るまでデブライドメントを繰り返す

　⑥  BoP（-）を確認した上で基本のメインテナンス
プロトコルにもどす
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抄　録

　埋入されたインプラントを長期にわたって安定させ
るためには，適切なメインテナンスを行うことが重要
である．近年，インプラントに生じる生物学的合併症
として，インプラント周囲炎が注目されている．歯周
病原性細菌による感染症で，歯周炎と同様の臨床症状
を呈する．歯周炎に対する治療方法は確立されている
が，インプラント周囲炎の治療は，未だ確立されてい
ない．インプラント周囲粘膜炎は治療が可能なので，
この段階での介入が重要となる．さらに，最も重要な
ことは，適切なメインテナンスによる予防となる．し
かしながら，メインテナンスが効果的に行われている
かについては疑問が残る．そこで歯周病学的見地から，
メインテナンスプロトコルとして患者自身による 1 日
2 回の適切なブラッシングと年 4 回のリコール．その
際，プロービング時の出血 (BoP) が認められた場合，
即座にポケット内への非侵襲的・非外科的介入が必須
である．その後，同じ処置を 2 週間に 1 回 BoP(-) に
なるまで行い，BoP（－）を確認し，通常のメインテ
ナンスプロトコルに戻すことを提唱する．

キーワード： インプラント周囲炎，歯周治療，メイン
テナンス，予防
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●解説

骨造成を行わないインプラント治療

下尾　嘉昭

Implant treatment without bone augmentation

Yoshiaki Shimoo

Abstract

Implant therapy has been improved with the development of bone augmentation technique. Indications for 
implant therapy have been broadened as bone augmentation permits implant therapy to treat the cases which 
could not be treated with implants in the past due to the insufficient bone volume. Later a new concept “Patient 
Driven Treatment” has been proposed. It is the treatment which is less burden for the patients including im-
mediate implant placement along with the tooth extraction, immediate loading, and the graftless concept. We, 
MALO CLINIC, utilizes this concept and delivers the graftless immediate loading implant therapy for full mouth 
cases resulting in favorable outcomes. It is called MALO CLINIC Protocol that describes the flow and the details 
of the implant therapy from the diagnosis to the final rehabilitation. All-on-4 is one of the surgical techniques 
in this protocol. The basis of the all-on-4 is called All-on-4 Standard. It is the only available technique for man-
dible and there are three technics including All-on-4 Standard for maxilla. The basis of this technique is a total 
rehabilitation with four implants. All-on-4 Standard is the immediate loading method combining two tilted distal 
implants, two mesial implants which are normally placed, and the prosthetic parts. In case the bone volume is 
insufficient for placing the distal tilted implants, Zygoma Implants are placed in zygoma and are combined with 
conventionally placed mesial implants and the prosthetic parts are immediate loaded. This technique is called 
All-on-4 Hybrid. When the implant placement cannot be accomplished in both the mesial and distal sites, four of 
the Zygoma Implants are placed in zygoma and prosthesis are immediately loaded on the implants. This method 
is called All-on-4 Double Zygoma.
    Utilizing these methods, all the full mouth implant cases delivered at MALO CLINIC accomplish immediate 
loading in both maxilla and mandible followed by favorable outcomes. However the knowledge and the skills for 
both maxillofacial surgery and implant dentistry are crucial for the successful results of All-on-4 that is a techni-
cally advanced surgery as well as bone augmentation.

(J Bio-Integ 8 : 55 - 59, 2018.)

　MALO CLINIC
　
　
　Accepted for publication 9 november 2018
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１．緒　言

　1965 年に Prof.Brånemark がチタンと骨の結合を歯
科インプラントに臨床応用したことにより，現在の歯
科インプラント治療はスタートした．それ以来，イン
プラント治療は様々な研究の末，日々進歩を遂げてい
る．特に骨造成においては，多くの術式や材料の開発
が進み，従来インプラント治療が不可能と思われた症
例においても，適応が可能となってきた．しかし，近
年は，医学界全体として，患者の身体的負担の少ない
低侵襲な治療方法の応用と開発競争に，時代は変化し
ている．インプラント治療においても，そのような変
化は例外ではなく，従来の補綴主導型から患者主導型
へと治療方法は変わりつつある．例えば，即時荷重，
抜歯即時埋入，ガイデッドサージェリーを応用して
の低侵襲外科治療，骨移植を行わない Graftless 治療
などが，それに該当する．我々 MALO CLINIC では，
全顎的なインプラント治療において，Graftless で即
時荷重を行う方法を 1993 年から研究を行っており，
現在では全ての全顎症例において適応することが可能
となった．このコンセプトを我々は MALO CLINIC 
PROTCOL と称しており，その一部を解説する．

２．MALO CLINIC PROTCOL

　MALO CLINIC PROTOCOL は，全顎的インプラ
ント治療におけるコンセプトであり，それは外科・補
綴・メンテナンスの３つの柱で成立している（Fig1）．
その基本概念は，①高品質で審美性の高い固定式の補
綴装置を提供する，②骨移植を行わない，③成功率が
高い，④口腔衛生管理が容易である，⑤即時荷重を行
う，⑥患者にとって安価である，これらが確実に履行
されて，初めて MALO CLINIC PROTOCOL と言え
る．そして，その外科部分の一手法として All-on-4 と
いう術式が存在する．All-on-4 には 3 種類の方法があ
り，一般的な All-on-4 は All-on-4 Standard 1）と呼ば
れる（Fig2）．All-on-4 Standard の原則は，① 4 本の
インプラントで全顎的治療を行う，②後方 2 本のイン
プラントを 45 度傾斜させる，③インプラント体は顎
骨で支持される，④必要に応じて補綴装置にカンチレ
バーを付与する，⑤アクリルレジンの固定式暫間補綴

装置を即日に提供する，⑥歯槽骨の骨削除を必要量
行うことである．4 本のインプラントのみで全顎的治
療を行う All-on-4 Standard は，まず後方インプラン
トが傾斜しているという点が重要である．この利点
は，①傾斜させることで，スターティングポイントが
より後方に位置するため上顎においてはサイナスリフ
トを避けることができる，②アバットメントがより後
方に位置することでカンチレバーが小さくなる，③長
いインプラントの使用が可能となり，それにより骨イ
ンプラント接触率が高くなり力学的に有利になる，④
長いインプラントが鼻腔底の硬い骨に到達することで
初期固定が良い，などが挙げられる 2）．また，前方 2
本のインプラントは，Zone 1 と言われる硬い骨質に
埋入されており，これによって 4 本すべてのインプラ
ントに良好な初期固定を得ることができるので，即時
荷重が可能となる．下顎における利点は，下顎骨は咬
合時にたわみが生じるため 3），前歯部と臼歯部のイン
プラント体を連結すると，臼歯部のインプラントが
影響を受けて脱落することがある．しかし，All-on-4 
Standard においては，咬合時に最もたわみの少ない
オトガイ孔間のみにインプラントが埋入されている
ので，力学的に有利である．All-on-4 Standard の適
応症は，上顎においては犬歯 - 犬歯間に幅 5㎜そして
高さ 10㎜の骨が存在することである 4）（Fig3）．もし，
10㎜以下の場合はインプラント体の追加埋入を検討す
る．また，傾斜埋入するインプラントの埋入位置が 4
番部より後方であれば，All-on-4 Standard になるが，
それより前方に位置する場合には，Zygoma Implant
を使用した All-on-4 Hybrid を応用する 5）（Fig4）．こ
れは，歯槽骨と頬骨という二つの異なった骨にインプ
ラントの支持を求めるという意味で All-on-4 Hybrid
と称している．さらに，前方の歯槽骨にもインプラン
ト体が埋入出来ない場合，Zygoma Implant を 4 本頬
骨に埋入して即時荷重を行う．この方法を我々は All-
on-4 Double Zygoma と呼んでいる 5）（Fig5）．これに
より，上顎の全ての無歯顎症例において，骨移植をお
こなわずに即時荷重が可能である．下顎においては，
オトガイ孔 - オトガイ孔間に幅 5㎜で高さ 8㎜の骨が
存在することが，All-on-4 Standard の適応症であり

（Fig3），現在まで下顎の全症例において適応可能で
あった 6）．
　All-on-4 において Zygoma Implant の導入は，適応
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症の拡大という点で大きな変革をもたらした．1999
年に Prof Brånemark がこの Zygoma Implant を 2 回
法の術式として発表したが 7），2005 年にインプラン
ト表面が TiUnite に改変されたことにより，2006 年
からは即時荷重の報告が見られるようになった 8-11）．
また，Prof Brånemark の原法から術式も変化してお
り，Slot Technique 12） や ExtraMaxillary Technique 

13）など，様々な方法が試みられるようになった．我々
は，この ExtraMaxillary Technique を応用して All-
on-4 HybridやAll-on-4 Double Zygomaを行っている．
現在，この術式の論文が多数報告されており 14-16），い
ずれの報告においてもインプラント残存率は極めて高
い．従来の手術方法は，まず上顎洞前壁の骨を除去し
て，上顎洞粘膜を剥離する．そしてやや口蓋側をス
ターティングポイントとして，Zygoma Implant が上
顎洞粘膜と上顎骨の間の上顎洞内を通り頬骨内に支持
される．これに対して ExtraMaxillary Technique と
は，まず上顎洞前壁の骨を除去したのち，歯槽頂部か
ら頬骨に向かって Zygoma Implant を埋入する方法で
ある．ExtraMaxillary Technique においては，従来

法と比較して歯槽頂部に Zygoma Implant のネック部
が位置するので，補綴装置が製作しやすく，口腔衛生
管理を行い易い利点がある（Fig6）．しかし，いずれ
の方法においても，Zygoma Implant の手術は非常に
難しく，埋入方向を間違えたことによって，インプラ
ント体先端が脳内に位置した症例報告もある 17）．つ
まり，Zygoma Implant 埋入手術をを行うためには，
眼窩や翼口蓋窩を含めた顔面全体の十分な解剖学的知
識が必須であり，顎顔面外科の臨床経験がない術者が
行うべきではない．また全身麻酔可能な施設でなけれ
ば施術が困難であり，一般歯科開業医院で行える治療
方法ではない．そして，Chiapasco 等は，腸骨移植と
Zygoma Implant の比較を行い，Zygoma Implant の
方が治療期間は短く，治療コストも安価で，外科的リ
スクも少なく，即時荷重が可能で成功率も高いことを
報告している 18）．したがって，Zygoma Implant を用
いる治療は，Zygoma Implant の専門的なトレーニン
グを受けた顎顔面外科医が，適切な施設で行えば非常
に有益な方法である．
　次に当院における All-on-4 の臨床統計データを示

Fig. 1： MALO CLINIC PROTOCOL は，全顎的なインプラント治療における Protocol であり，外科・補綴・メンテナンスの 3 つの
柱から成立している
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３．結　語

　Graftless な治療方法は，外科的侵襲も少なく，治
療期間も短いため，患者にとって有益な方法と考えら
れる．特に，MALO CLINIC PROTOCOL を応用す
ることによって，上下顎の無歯顎症例の全症例におい

Fig. 3： All-on-4 Standard の適応症は，上顎において犬歯～犬
歯間に幅 5㎜，高さ 10㎜の骨が存在していることであ
る．下顎においては，オトガイ孔間に幅 5㎜，高さ 8
㎜の骨が存在していることである．

Fig. 4： 後方傾斜埋入が不可能な場合は All-on-4 Hybrid となる

Fig. 5： 前方の骨にもインプラントが埋入出来ない場合、
Zygoma Implant 4 本 で 即 時 荷 重 を 行 う All-on-4 
Double Zygoma を適応する

Fig. 6：ExtraMaxillary Technique

す．2005 年 10 月から 2018 年 4 月までの期間に，当
院で All-on-4 を行った患者数は 783 名，男性 387 名，
女性 396 名，平均年齢は 55.6 歳（27 ～ 85 歳）であっ
た．上下顎の内訳は下顎 238 例，上顎 545 例で，その
中で All-on-4 Standard が 289 例，All-on-4 Hybrid が
222 例で All-on-4 Double Zygoma が 34 例であり，上
顎の 46.9％に Zygoma Implant を使用した．インプラ
ント残存率は，上顎 All-on-4 Standard で 98.3％（喪
失 20 本 /1160 本中），All-on-4 Hybrid で通常のイン
プラントが 98.3％（喪失 14 本 /674 本中），Zygoma 
Implant が 98.4 ％（ 喪 失 6 本 /365 本 中 ），All-on-4 
Double Zygoma で Zygoma Implant が 99.3％（喪失
1 本 /136 本中），下顎 All-on-4 Standard で 99.6％（喪
失 7 本 /1032 本中）といずれも高い値を示した．この
ように，MALO CLINIC PROTOCOL を用いた All-
on-4 は，即時荷重が可能であり成功率も高い方法で
あることから，上下顎の無歯顎患者に対する治療法と
して，極めて有用であると考えられる．

Fig. 2：All-on-4 Standard

　　　　  a　術前口腔内　　　　　　　　　　　　b　術前パノラマＸ線

　　　 c　最終補綴装置装着後　　　　　  d　最終補綴装置装着後パノラマ X 線
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て，骨移植をせずに即時荷重することが可能である．
しかし，Graftless で即時荷重をおこなうためには，
顎顔面外科臨床およびインプラント治療に関する十分
な知識と経験が必要であり，骨移植をおこなって待時
埋入するインプラント治療に比較して，難易度が高い
と言っても過言ではない．
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全部床義歯の機能評価法を応用した全部床義歯および
インプラントオーバーデンチャー装着者の治療結果を簡便に評価しうる

“リンゴを用いた義歯の機能・患者満足度評価法”の構築と有用性の検討

今井　守夫 1），神尾　崇 2）

The Apple Scale - an objective method with biting a whole Apple to evaluate the chewing function 

and patient satisfaction of complete denture and implant overdenture wearers

Morio IMAI 1)， Takashi KAMIO 2)

Abstract

In recent years, the importance of oral function management corresponding to the life stage is increasing. The 
reduction of masticatory function due to tooth loss, especially the problem of ‘difficulty in eating’ of edentulous 
patient is serious. In response to such problems, dental prosthesis treatment (denture prosthesis) is generally 
responsible for recovery of oral function, especially masticatory function, and it is generally said that dentistry 
plays a major role among many occupations that are responsible for it.
    Generally, the restore of the masticatory function of edentulous patients is mainly based on denture prosthetic 
treatment. Evaluation to know the extent and aspect of functional restoration with denture treatment so far has 
placed weight on chewing ‘efficiency’ and it was difficult to evaluate masticatory ‘function’. Many methods have 
been proposed to evaluate oral function subjectively and objectively, however, preparation of special equipment/
instruments and food is necessary, it takes time to evaluation, etc. It is difficult to carry out easily. It is also 
not suitable for evaluating masticatory function by denture treatment. Furthermore, the complete denture is a 
removable prosthetic appliance, and it is desired to establish an evaluation method considering the function of 
the denture from a viewpoint different from the fixed prosthesis. We conducted evaluations of the duration and 
degree of satisfaction of dentures with an emphasis on ‘assessment of instability’ in dental treatment all at the 
site of daily practice and evaluation of mastication using test foods to get ‘stable mastication’.
    In this article, we integrated the function evaluation method and the masticatory function evaluation method 
of these dentures and organized it as ‘The Apple Scale’ newly, so we reported about the outline and tried to 
apply it to evaluate the treatment result of the wearer of the implant overdenture.

Keywords： complete denture，implant overdenture，masticatory function，denture function
(J Bio-Integ 8 : 61 - 67, 2018.)
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１．緒　言

　義歯治療，中でも全部床義歯治療の成否は，患者の
咀嚼機能はもとより患者満足度をも左右する．いくら
理論的・学問的に正しくとも「上手く噛むことができ
ない」のであれば，それは「良い義歯」とは言えない．

「良い義歯」を目指した作製過程における種々の検査・
評価法は多い．しかし作製後の義歯，言わば治療結果
を検査・評価する方法は概して少なく，加えてこれら
の検査では特殊な機器や被検食品などが用いられるこ
とが多いことから臨床の現場で簡便に行いうる検査・
評価法とは言い難かった．そのため「しっかり噛むこ
とができ，飲み込める」と言った，完成義歯の基本的
な機能を検証し，かつ患者満足の程度や様相を知るこ
と，言わば検査・評価結果と患者満足との相関を簡便
に評価することは困難であったと言える．
　このような状況を打破すべく著者らは，現実的な方
法で”安定した咀嚼”を評価することに苦心してきた．
これまでの著者の補綴専門医としての臨床経験と，従
来の様々な評価法とを組み合わせた評価手法の構築と
その実践を経て今日に至り，現在，“（4･4･2 チェック
方式）全部床義歯の機能評価法”として一定の理解が
得られるまでになった（図 1）．今回，本評価法に加
えて，被検食品を用いた咀嚼状況評価（図 2）とを統
合し，一部改良を加え新たに“The Apple Scale”と
して，臨床の現場で簡便に行いうる，機能時の義歯の
動き，咀嚼の状況，患者満足度とを評価する方略につ
いての体系化を試みた（図 3，4）．本稿では，著者ら
が実践する The Apple Scale の概要について述べる
とともに，本法の粘膜負担インプラントオーバーデン
チャー（IOD）治療における評価への適用と，その結
果について報告する．

２．方　法

１）対象
　著者らの施設で粘膜負担 IOD 治療を行った患者の
うち，事前に十分な説明を行い同意が得られた 5 名を
対象とした．なお対象とした全ての患者は食品アレル
ギーを有していないことを確認している．

２）評価方法
　患者の身体状況および咀嚼状況に応じたリンゴを選
択し，旧義歯；全部床義歯および新義歯；IOD それ
ぞれを装着した上で，それぞれの義歯の機能や咀嚼の
状況について，またその満足度を The Apple Scale を
用いて評価した．

３．結　果

　結果を図 5 に示す．IOD 装着者の被検食品は 5 名
全てが皮付きのリンゴ丸ごと 1 個を咀嚼することが可
能であった．The Apple Scale の結果より，旧義歯と
IOD との比較において 5 名全てが咀嚼機能の向上を
認め，IOD 治療の結果に満足していた．

４．考　察

１）全部床義歯の機能評価法
　ライフステージに応じた口腔機能管理の重要性が問
われている昨今，義歯装着者の義歯には「しっかり噛
むことができ，飲み込める」との基本的な機能が具備
されていなければならない．咀嚼は，前歯部で食品を
触知後，咀嚼できる適度な大きさに噛み切り，臼歯部
で食塊を形成しながら咀嚼し嚥下に至る過程を辿る．
厚みのある食品の咀嚼，特に上顎全部床義歯装着者に
おいては前歯部で食品を触知後，適度な大きさに噛み
切る行為自体が上顎義歯に力学的不均衡を招きやす
く，このような状況に陥ると義歯は脱落し臼歯部咀嚼
まで至らないことが多い．当然，患者満足度も著しく
低下する．また下顎全部床義歯装着者においては下顎
前歯部の支持力負担域が狭い場合が多いため如何に義
歯に正しい調整が行われたとしても噛み切る行為自体
が苦痛となりやすい．
　義歯治療の成否を判断するには，義歯の咀嚼機能を
定量的に評価しなければならない．義歯作製前～作製
時～作製後の一連の義歯治療の過程においては数多く
の評価項目が存在する．しかし義歯治療の結果の評価
は，その対象が多面的であることに加え，これまで咀
嚼“能力”に主眼が置かれていたこともあり，咀嚼“機
能”を定量的に評価することは困難であることが多い
1-4）．文献的に見てもこれまで義歯装着者の咀嚼機能
を評価する試みは数多く報告されているものの，簡便
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図２：（3･3･3 得点方式）リンゴを用いた咀嚼状況調査票

図３： リンゴを用いた義歯の機能・満足度評価法‘The Apple 
Scale’の概要

に評価しうる，確立された評価法は存在しない．その
ため著者らは複数の方法を組み合わせ，評価を行って
きた．中でも咀嚼機能検査の草分け的存在と言える山
本式総義歯咀嚼能率判定表（咬度表）5）は，簡易な方
法であるものの数多くの食品を準備する必要があるな
ど，やや煩雑な側面をも有するが，身近な食品を用い
客観的に全部床義歯の性能を評価することができるこ
とから著者らも大いに参考としている．日本補綴歯科
学会は，臨床の現場で簡便に活用できる客観的な咀嚼
機能検査法として，咀嚼運動の分析による下顎運動検
査法とグミゼリー咀嚼時のグルコースの溶出量の分析
による咀嚼能力検査法および咬合圧検査法から成る有
床義歯咀嚼機能検査の指針を示し，2016 年 4 月には

図１：（4･4･2 チェック方式）全部床義歯機能評価調査票
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図４： リンゴを用いた義歯の機能・満足度評価法‘The Apple Scale’調査票

保険導入された．本検査は信頼性のある歯科臨床によ
る健康増進に大いに寄与していると思われる．しかし
ながら著者らの施設では，その操作性や分析の煩雑性，
装置の経済性などから臨床の現場で簡便に活用するこ

とは困難であった．また日本補綴歯科学会 6）以外に
も多くの各種学会や団体が口腔機能の主観的・客観的
評価に関するガイドラインを提示しているが．その多
くが特殊な機材や食品の準備が必要となる，検査に時

図５：The Apple Scale による評価結果
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図６：The Apple Scale による評価の様子
　　　 全部床義歯装着者でも，皮付きのリンゴ丸ごと１個を食べ，

均一な大きさの食塊形成が可能であることが確認できる．

間を要する，など一般の診療所で簡便に行いうるとは
言い難く，また義歯治療による咀嚼機能を評価するに
は適してない．歯科医療の過程において，口腔の中で
最も重要な咀嚼機能に対する客観的な検査が臨床の現
場ではほとんど行われていないのが実状である 7），と
の意見があるように，義歯による咀嚼機能回復の程度
や様相を簡便に知る術はないのが現状と言える．
　著者らの全部床義歯の機能評価法の特長は，患者の

「しっかり噛むことができ，飲み込める」ことを術者
が視覚的かつ定量的に評価できることに加え，患者自
身もその結果を実感することができ，さらには術者の
最も知り得たい，義歯の調整部位まで推測できること
にある（図 1）．摂食嚥下の各時期での，定性要因（自
覚するか否か，など患者自身の主観的要素）と定量要
因（義歯がその機能を果たしているか，などの客観的
要素）とを同時に評価することが可能である．全 10
項目，4 点・4 点・2 点の 10 点満点で評価するスコア
リングシステムを採用し，咀嚼時期と生理現象とを 3
つに大別してそれぞれの項目に評価点を設定している
ため，その点数から具体的な義歯の調整すべき項目を
推し知ることが可能である．

２）リンゴを用いた義歯の機能・満足度評価法
　　The�Apple�Scale
　著者らは被検食品として世界的にどこにでも存在し
入手が容易であり，程良い硬さで食塊を形成しやすく，

食感も良いリンゴに注目し，これを用いた咀嚼状況評
価を行ってきた（図 2）．これまで臨床的に，口腔の
機能や上肢の運動機能などによりリンゴ咀嚼の様相が
患者個々で異なることを経験する．そのため本評価で
は患者の状況に応じて「皮付き・皮無し」「丸ごと 1
個・1/4 カット・1/8 カット・スライス」など形態や
大きさを適宜調整し提供している．このように患者の
状況に応じて性状を大きく変えずに任意に形態を調整
できることがリンゴを用いる利点と言えよう．しかし
当然，全ての患者に“リンゴ 1 個を丸かじり”させる
訳ではない．一般的に，リンゴを食すること＝皮を剥
いた 1/8 カット程度の大きさのリンゴを食べること，
であり日常生活でも“丸かじり”することは滅多にな
いことと考える．ましてや義歯装着者ではそのような
機会から久しく遠離っていると推する．しかし，リン
ゴを“丸かじり”すると言う非日常的な経験は当人に
とって劇的な出来事であり，義歯であっても「しっか
り噛むことができ，飲み込める」との自信を持つこと
が期待でき，ひいては満足度の向上に寄与するものと
考える．そのため状況が整えば“リンゴ 1 個を丸かじ
り”させている（図 6）．しかし「臼歯部咀嚼が不可
能な義歯 = 噛めない義歯」であるため，そもそも評
価自体が意味を成さないことに留意されたい．また全
部床義歯装着者において皮付きの“リンゴ 1 個を丸か
じり”は，あくまでも術者の努力目標である．リンゴ
の皮は薄く堅いため，それを咀嚼するためには瞬発力
とも言える噛み切り時の早さ，いわゆる初速が必要と
なるが，顎堤や粘膜に問題がなくかつ虚弱でない限り，
それは不可能ではない．
　今回，この咀嚼状況評価と前述の全部床義歯の機能
評価とを組み合わせ，リンゴを用いた義歯の機能・満
足度評価法‘The Apple Scale’を新たに体系化・構
築した．この The Apple Scale は，咀嚼の状況，機能
時の義歯の動き，患者満足度について，術者による評
価に加え，機能はもとより自然感のある義歯形態や審
美性に対する“患者の意見”が患者満足度として反映
される評価法である．咀嚼の状況評価と義歯の機能評
価については得点で，また患者満足度については患者
の意見に加え，優・良・可・不可の 4 段階評価で表現
する患者自身による評価が行われる．本法は義歯の機
能時の動きと患者満足度に的を絞った評価法であり，
旧義歯の反省点が新義歯に活かされているか否かを重
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要視するため，術者と患者が協力して作り上げる義歯
作製の本来の姿が問われることになる．「しっかり噛
むことができ，飲み込める」と言った完成義歯の基本
的な機能を検証し，かつ患者満足の程度や様相を知る
ことを可能にする．本法に咀嚼能力検査などを加味す
ると義歯装着者の咀嚼機能評価になると考える．

３）�The�Apple�Scale を適用した IOD 治療結果の
評価

　リンゴを用いた咀嚼状況調査票における前歯部噛み
切りは，顎堤前方部に支持域が存在することを確認す
るために行う評価である（図 2）．全部床義歯装着者
では，咀嚼初期の義歯脱落など力学的不均衡を起こし
やすいため前歯部での噛み切りが難しいことが多い．
図 5 の結果は 5 名の被験者全てにおいて IOD 装着時
の皮付きの“リンゴ 1 個を丸かじり”ができ，食塊前
の食片形成が可能となっていることを示している．こ
れは IOD 装着時には顎堤前方部に力学的支持が得ら
れ，咀嚼が安定している根拠と言え，結果として患者
満足度の向上にも寄与していると考えられた．
　近年，歯科インプラント学の確立と発展，インプラ
ント体やアタッチメントの進歩を背景に，無歯顎者に
対する咀嚼機能を改善する方略の一つとして IOD 治
療が注目されている．本治療は義歯の治療効果を高め
ることが期待でき，また上部構造は義歯であるため患
者本人はもとより，介護補助者による着脱やその清掃
が容易である，など多くの特長を有する．そのため長
寿社会となった現在の日本でのニーズはさらに増加す
ると思われる 8,9）．
　IOD 治療はボーンアンカードブリッジと比較しイ
ンプラント埋入本数を少なくした治療が可能，などの
特長を有する．しかし埋入本数の減少とともに上部構
造である可撤性義歯の粘膜負担の割合は高くなり，治
療は義歯治療であるとの色彩が濃くなる．日本口腔イ
ンプラント学会の治療指針 10）に示される，4 本未満
の埋入本数となると上部構造である可撤性義歯に全部
床義歯としての機能を付与するなど，何らかの手段を
講じない限りインプラント体脱落など不幸な結果を招
きやすい 11）とも述べられているように，IOD 治療の
本質は“義歯治療”であると言える．
　文献を渉猟する限り，これまでの IOD 治療に関す
る報告はサバイバルレート（脱落率）を主とするイン

プラント体やアタッチメントに関する検討が多くを占
め，義歯の観点からの検討は極めて少ない．IOD 治
療による機能回復の程度や様相の評価，治療結果の評
価はインプラントやアタッチメントの評価に加え，義
歯の機能評価など様々な観点から行われるべきである
と考える．The Apple Scale は本来，全部床義歯装着
者の治療結果を客観的・定量的に評価することを目的
としているが，これまでの臨床経験より上部構造が
無口蓋義歯を含めた全部床義歯形態である粘膜負担
IOD 治療の結果評価にも適用が可能ではないかと考
え，その実践に至った 11-13）．
　義歯は可撤性補綴物である．その機能評価は，固定
性補綴物とは異なった“義歯の機能を考慮した”評価
が必要と考える．従来の咀嚼機能評価法は，多くが咀
嚼能力や嚥下機能の評価に焦点が当てられ，義歯咀嚼
特有の“義歯が安定して咀嚼できるか否か”を考慮し
た評価法であるとは言えなかったが，著者らの The 
Apple Scale は，粘膜負担割合の高い IOD 治療に対し
ても有用性を発揮することを明らかにした．この結果
から The Apple Scale は IOD 治療の評価にも適用可
能である，と結論付けることができ，本法の汎用性の
高さをも示すと言える．

５．結　語

　リンゴを用いた全部床義歯の機能・満足度評価法
The Apple Scale を IOD 上部構造の義歯の機能およ
び患者満足度の評価に適用した結果，旧義歯と IOD
との機能の違いを視覚的かつ定量的に評価することに
加え，患者満足度の評価も可能であった．本結果は
粘膜負担割合の高い IOD 治療の治療結果の評価への
The Apple Scale の有用性を示すとともに，汎用性の
高さを示唆するものであった．

＊　＊
本稿に関連し，開示すべき利益相反はない．
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抄　録

　近年，ライフステージに応じた口腔機能管理の重要
性が問われている．特に無歯顎者の「噛めない」「食
べられない」と言った“食”に関する問題は切実であ
る．このような問題に対し，口腔機能，とりわけ咀嚼
機能の回復は義歯治療（有床義歯補綴治療）が主体を
なすことが一般的と言え，それを担う多くの職種の中
でも歯科が果たす役割は大きい．
　義歯治療の成否は患者の“食”の問題を大きく左右
する．そのため義歯には“安定した咀嚼”を行いうる
機能が具備されていなければならないのは当然であ
る．しかし“安定した咀嚼”を客観的・定量的に評価
する確立された手法は存在していない．義歯治療によ
る機能回復の程度や様相を知ること，言わば義歯装着
者の咀嚼機能評価は，義歯の挙動変化を示す“不安定
に対する評価”に，食への“安定に対する評価”であ

る咀嚼能力をも評価されるべきであり，さらには実際
に使用する患者の意見をも反映した患者満足度も含め
た評価が望まれる．しかし従来の義歯装着者の咀嚼機
能評価は咀嚼“能力”に主眼が置かれ，咀嚼“機能”
を十分に評価することは困難であった．これまで著者
らは，臨床の現場で全部床義歯治療における“不安定
に対する評価”に重点を置いた義歯の機能時・満足度
の評価や，被検食品を用いた咀嚼の評価を行っており，

“安定した咀嚼”を得るために奮闘してきた．
　今回，これら義歯の機能評価法と咀嚼機能評価法と
を統合し，新たに The Apple Scale として体系化した
ため，その概要について報告するとともに，インプラ
ントオーバーデンチャー装着者の治療結果評価への適
用を試みたところ興味ある知見が得られたため報告す
る．
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球状多孔質ヒドロキシアパタイトの油脂吸着能と光反射特性

渡邉　大成 1），山本　翔 2），小平　亜侑 2），長谷　博子 3），野浪　亨 1）

Evaluation of oil adsorption ability and light reflection properties
of spherical porous hydroxyapatite

Daisei Watanabe 1), Sho Yamamoto 2), Ayu Kodaira 2), Hiroko Hase 3), Toru Nonami 1)

Abstract

Spherical porous hydroxyapatite was synthesized by a wet method using a simulated body fluid. The grain size 
is about 1 - 5 μm, the center part is dense, but there are plate - like crystals of about 0.1 - 0.5 μm overlapping on 
the surface, and there is a gap of about 0.4 μm at the maximum therebetween . We evaluated the oil adsorption 
ability and light reflection properties of spherical porous hydroxyapatite and investigated further possibilities 
of application as pharmaceuticals and cosmetics. When tri (caprylic / capric acid) glyceryl, sugar squalane and 
oleic acid were investigated, the adsorption amount of fat was almost the same as that of commercially available 
apatite. It is thought that oils are held mainly in the gaps of plate crystals. Light reflection in the near infrared 
region is about 60% higher than that of particulate apatite produced by the same manufacturing method, and it 
can be expected to be applied as biomaterials and cosmetic materials for protecting the skin from near infrared 
rays. Furthermore, since spherical porous hydroxyapatite can also carry functional particles in gaps or the like 
of plate crystals, further possibility is suggested as a multifunctional material.

Keywords: 球状多孔質ヒドロキシアパタイト, 油脂吸着能, 光反射特性
               spherical porus hydroxyapatite, oil adsorption ability, light reflection properties
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１．緒　言

　ヒドロキシアパタイト（以下 HAp）は，リン酸カ
ルシウムの一種で，歯や骨の主成分として人体を構成
する重要な物質の一つである．生体親和性に優れ，イ
ンプラントなどに応用されるほか，吸着特性やイオン

交換性などをもち，吸着剤や担体，イオン交換材料と
して幅広い分野で利用されている．HAp の結晶構造
は，一般的には六方晶系であり，c 軸方向へ成長する
ため六角柱状である 1-6）．
　著者ら 7）は，擬似体液（以下 SBF）を用いた湿式
法により，c 軸方向に伸長した約 0.1 - 0.5 µm の板状
結晶が集まった球状多孔質ヒドロキシアパタイト（以
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下 sHAp）を合成した．粒径は約 1 - 5 µm で，中心
部は緻密質であるが表面には板状結晶が重なり合うよ
うに存在し，その間には最大約 0.4 µm 程度の隙間が
sHAp 粒子表面から約 0.3 - 1.3 µm の深さまで存在す
る．また，著者ら 8）は，sHAp の合成時に擬似体液に
少量の種結晶を添加することで，粒径が 100 µm 程度
に成長したドーム状の HAp 粒子を得た．
　さらに，板状結晶間の隙間を利用した多機能複合材
料を合成した 9）．複合化することで光触媒活性が向上
した可能性があると報告している．
　HAp の油脂吸着について福垣内ら 10）は，製紙スラッ
ジ焼却灰を原料として合成した HAp を用いてオレイ
ン酸の吸着実験を行った．Ca / P モル比が理論比 1.67
に近い試料より比表面積が大きい試料の方が吸着量が
多かったため，オレイン酸の吸着には Ca / P モル比
よりも比表面積が大きく関係している可能性があると
報告している．一方，遠山 11）は，マイクロ波加熱装
置を用いて生成した板状結晶が集まることで球形を呈
する HAp の油脂吸着能を検討した．板状結晶の空隙
に油脂が保持されることで油脂吸着能が向上した可能
性があると報告している．
　近赤外線は赤外線中の760 - 1400 nmの波長の光で，
約 65 % が真皮・皮下組織にまで達し，皮膚に対する
近赤外線と紫外線の作用には組織特異性があると報告
されている．そのため近赤外線は，皮膚のしわ・たる
み（光老化）の誘発因子として働くことが知られてお
り 12），人体を紫外線から保護するため紫外線遮蔽材
が必要とされている．紫外線遮蔽材の代表的なものと
して，酸化亜鉛，酸化チタン，酸化セリウム，酸化鉄
等が挙げられる 13）．
　著者ら 14）は，鉄含有 HAp を合成し，鉄含有量が増
加するにつれて強い光吸収を示したと報告している．
　sHAp が太陽光線の中で多くのエネルギーを占める
800 - 1200 nm 付近の波長の光を反射する特性を有し
ていれば，人体を太陽光から保護し，室内や車内の温
度上昇を抑制する材料として，化粧品や窓ガラス等へ
の応用の可能性がある．
　以上のように油脂吸着能や光反射特性を有する
sHAp は，紫外線から近赤外線までの光から皮膚を保
護する医療品や化粧品材料 15-17），吸着フィルター，光
遮断材料等の環境保全材料への応用が期待できる．
　そこで，本研究では sHAp のさらなる可能性を検

討するため，油脂吸着能と光反射特性を評価した．油
脂としては混合脂肪酸，飽和脂肪酸，不飽和脂肪酸を
用いた．光反射特性は紫外可視近赤外分光光度計によ
り分光反射率を測定し，市販の HAp および化粧品等
の紫外線遮蔽材として用いられる酸化チタンと比較し
た．

２．実験方法

2.1）sHApの合成
　SBF-（Na+ 56.4 mmol / L, Cl- 55.9 mmol / L, K+  
1.66 mmol / L, HPO4

2- 3.24 mmol / L, H2PO4- 0.588 
mmol / L）に対し，Ca / P モル比 = 0.300 となるよ
うに CaCl2・2H2O 水溶液を混合し，溶液をウォーター
バスで 39.5 - 40.0 oC に保持しながら 1 時間撹拌した．
常温で 1 日静置後，沈殿した生成物はデカンテーショ
ンして回収し，洗浄のため蒸留水を加えてよく撹拌し
たのち，遠心分離（4000rpm，5 分間）を行った．こ
の洗浄作業を，上澄み液の導電率が 150µS / cm 以下
になるまで繰り返すことで脱塩処理を行った．37℃に
設定した恒温槽で乾燥後，乳鉢で粉砕したものを試料
とした．Ca / P モル比 = 1.670 にして，同様に作製し
たものを粒子状 HAp とした．

2.2）表面観察
　走査型電子顕微鏡（S-2600；日立製作所株式会社，
以下 SEM）を用いて，加速電圧 5.0kV で sHAp の表
面を観察した．

2.3）粉末X線回折
　粉末 X 線回折装置（MiNiflex；理学電機株式会社）
で sHAp の同定分析を行った（以下 XRD）．スキャン
スピード 2.00 o / min とし，X 線源として CuKα線
を用いた．

2.4）油脂の吸着実験
　JIS K 5101-13-1「精製あまに油法」をもとに油脂
の吸着実験を行った．油脂は，混合脂肪酸であるト
リ（カプリル酸 / カプリン酸）グリセリル（分子量 
464.64），飽和脂肪酸であるシュガースクワラン（分
子量 422.81），不飽和脂肪酸であるオレイン酸（分子
量 282.46）を用いた．まず，スライドガラスと薬さじ
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の重量を測定した．スライドガラス上に油脂を 1，2
滴滴下した後に sHAp を 0.10 g 加えた．油脂をその
都度 1，2 滴滴下しながら薬さじで練るように混ぜ，
ペーストが滑らかな硬さになったところを終点とし
た．最後に，ペーストが乗ったスライドガラスに薬さ
じを乗せて重量を測定し，滴下した油脂の量を算出し，
吸油量とした．これを 3 回行った．比較として，市販
HAp1（キシダ化学株式会社），市販 HAp2（太平化学
工業株式会社），湿式法により作製した 1 - 30 µm 程
度の不定形を呈する HAp を用いた．さらに HAp に
対する比較試料として酸化チタン（テイカ株式会社）
についても評価した．

2.5）分光反射率の測定
　紫外可視近赤外分光光度計（UV-3600 Plus；島津製
作所株式会社）を用いて，各試料の分光反射率を測定
した．基準試料には，硫酸バリウムを用いた．

３．結果と考察

3.1）表面観察
　sHAp および粒子状 HAp の SEM 写真を図 1 およ
び図 2 に示す．得られた生成物は 0.1 - 0.5 µm 程度の
大きさの板状結晶が集合して球形となった多孔質粒
子で，既報と同様の sHAp が合成できたと言える 7）．
sHAp 粒子 40 個の平均を求めた結果，平均粒径は約
2.5 µm であった．集まった板状結晶の間には 0.1 - 0.4 
µm 程度の隙間が存在した．一方，粒子状 HAp の粒
径は 1 - 30 µm 程度であった．

3.2）粉末X線回折
　sHAp の XRD 図形を図 3 に示す．HAp に起因する

（002），（112），（300）面の回折図形が見られた．この
ことから，生成した物質は HAp であると同定した．

 図１：合成した sHAp の SEM 写真

 図２：合成した粒子状 HAp の SEM 写真

図３：合成した sHAp の XRD 図形

3.3）油脂の吸着実験
　粉末と油脂を用いた測定方法には，JIS K 5101-13-1

「精製あまに油法」がある．しかし，測定板は最低
300 mm × 400 mm のガラス板または大理石板で，試
料を大量に要するという問題点がある．そこで，本研
究では少量の試料で測定ができるように測定板にはス
ライドガラスを用いて行った．
　調製したペーストは割れたりぼろぼろになったりせ
ず塗り伸ばすことができ，かつ，スライドガラスに軽
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く付着する程度の粘度であった．sHAp の吸油量は，
トリ（カプリル酸 / カプリン酸）グリセリルにおい
て約 0.16 g，シュガースクワランにおいて約 0.16 g，
オレイン酸において約 0.14 g であった．sHAp とその
他の HAp の吸油量に大きな差はなく，sHAp は市販
の HAp と同程度の吸着率を有すると考えた．酸化チ
タンの吸油量は，図 4 では sHAp の約 35 %，図 5 で
は sHAp の約 42 %，図 6 では sHAp の約 15 % であっ
たことから，sHAp の油脂吸着能は酸化チタンより優
れている．図 7 より，酸化チタンの比表面積は sHAp
の約 6 % であるため，吸油量も少なくなったと考えた．
sHAp 粒子の表面には板状結晶の隙間が多く存在する
ため，その隙間に油脂を保持していると考えられる．
隙間に皮脂が入り込むことで皮脂による光の反射が少
なくなるため，化粧品として肌に塗布した際にテカリ
が抑えられる可能性がある．

3.4）分光反射率の測定
　近赤外線領域において，sHAp の分光反射率は市
販の HAp と同程度の約 80 - 90 % を有しており，粒
子状 HAp より約 60 % 高かった．sHAp が粒径 1 - 5 
µm であるのに対し粒子状 HAp が粒径 1 - 30 µm 程
度である．そのため，sHAp では粒子径が光の波長よ
り大きい時に起こるミー散乱が起こりにくく，高い反
射率を示したと考えた．
　このように sHAp は高い近赤外線反射特性を有し
ているため，単体でも近赤外線から皮膚を保護する生
体材料としての可能性が期待でき，さらに，酸化セリ
ウムや酸化鉄等の他の物質と複合化させることで高い
近赤外線反射特性を付与したり，新たな機能性を付与
できる可能性がある．

図４： 各試料の吸油量（トリ（カプリル酸 / カプリン酸）グ
リセリル）

図５：各試料の吸油量（シュガースクワラン）

図６：各試料の吸油量（オレイン酸）

図７：各試料の比表面積
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４．結　論

　油脂吸着能と光反射特性の検討を行い以下のことが
分かった．
１． sHAp は市販の HAp と同程度の油脂吸着率を有

した．
２． 近赤外線領域において，sHAp の分光反射率は市

販の HAp と同程度の約 80 - 90 % であり，同製
法で作製した粒子状 HAp より最大約 60 % 高かっ
た．

　sHAp の油脂吸着能及び光反射特性は市販の HAp
と同程度であるため，sHAp の応用のさらなる可能性
が示唆された．
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口蓋全層欠損への創傷被覆再建材料としての歯肉由来間葉系細胞シートの
有用性に関する検討

金子 一朗 1），貝淵 信之 2,3），管野 貴浩 1），辰巳 博人 1,4），松田 悠平 1）

狩野 正明 1），秀島 克巳 1），* 岩田 隆紀 2,3）

Feasibility by transplantation of gingival mesenchymal cell sheets 
as a reconstructive material for palatal full thickness defects

Ichiro Kaneko 1), Nobuyuki Kaibuchi 2,3), Takahiro Kanno 1), Hiroto Tatsumi 1,4), Yuhei Matsuda 1), 

Masaaki Karino 1), Katsumi Hideshima 1), Takanori Iwata 2,3) 

(J Bio-Integ 8 : 75 - 82, 2018.)

Abstract

Purpose: Full thickness oral mucosal defects are common following resection of various oral mucosal lesions 
such as oral cancerous or precancerous lesions. Our laboratory investigated cell sheet technology to overcome 
the unmet medical needs.  In this study, we evaluated the feasibility of tissue-engineered gingival mesenchymal 
cell sheets for treating palatal full thickness defects in rats.
Materials and Methods: Gingival mesenchymal cells were obtained from mandibular attached gingival tissues 
of EGFP rats and cultured. Cells were cultured using thermo-responsive culture dishes to form cell sheets for 
transplantation onto palatal full thickness defects (3mm in diameter) of SD rats. Six rats were divided into two 
groups, a transplant group and a control group. Three animals were used in each group. After the cell sheet was 
transplanted, macroscopic images of palatal wound were taken until complete wound closure. Wound area was 
analyzed using Image J software.
Results: The cells exhibited colony forming potential and formed calcified nodules when they were cultured in 
osteoinductive medium. Wound healing was accelerated when the cell sheet was transplanted at 3.3 ± 0.6 days 
(mean ± SD) postoperation in the test group. In the control group, healing was accelerated at 4.7 ± 0.6 days 
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after the transplantation. The palatal full thickness defects were well-regenerated, and wound healing in the 
transplant group was completed at day 6.6 ± 0.6. In contrast, wound healing in the control group was completed 
at day 8.6 ± 1.2. It was statistically significant difference between two groups. Histological examination showed 
similar wound healing patterns in the two groups. After using H.E. staining, dense hyperplasy of the connective 
tissue is detected in the transplant group compared to the control group.
Conclusion: Gingival mesenchymal cell sheet can be served as a new reconstruction material for palatal full 
thickness oral defects. 

Key words:  口蓋全層欠損， ティッシュエンジニアリング， 歯肉由来間葉系細胞シート； Palatal full thickness defects, Tissue 
engineering, Gingival mesenchymal cell sheet

１．緒　言

　口腔癌治療や外傷などをはじめとする顎口腔領域の
手術では，しばしば口腔粘膜上皮の欠損が生じる 1）．
一般的に，口腔上皮の欠損が生じた場合の治療法とし
ては，口腔以外の他組織からの移植手術や，ポリグリ
コール酸を材料とした吸収性組織補強材（ネオベール
シート ®，グンゼ株式会社，大阪）や人工真皮（テルダー
ミス ® 真皮欠損用グラフト，オリンパステルモバイ
オマテリアル株式会社，東京）での被覆再建による治
療方法がある 2）．口腔以外の他組織からの移植手術に
おいては，健常部位からの移植片材料採取に伴う併発
症の問題や外科的侵襲が挙げられる．そこで近年口腔
外科領域では , 適応を考慮し，とくに吸収性組織補強
材による組織再建手術が頻用されている 3,4）．吸収性
組織補強材は 15 週程度で生体内に吸収されるとされ，
手術中における操作および手技が比較的簡便であるこ
とが特徴としてあげられる．しかし一方で，吸収性組
織補強材と併用されるフィブリン糊は，薬事法に定めら
れる生物由来原料にあたり，未知の感染性因子を含有
している可能性があること，また不特定多数の人や動物
から採取されている場合には，感染因子混入のリスクが
高いこと，感染因子の不活化処理に限界があることなど
の欠点が指摘されていたこともあり，その治癒経過と長
期予後については不明な点も残されている 5）．
　近年，各種ティッシュエンジニアリングの応用研究
による再生医療の進歩は目覚ましく，とくに各種生体
組織を Ex vivo でシート状に培養増殖させ作製した細
胞シートは，移植材料としての有用性が注目されてい
る 6-8）．顎口腔領域では，とくに歯周病治療や薬剤関

連顎骨壊死に対する治療を想定した動物モデルでの有
用性が報告されており，いずれも組織の再生がみら
れ，良好な結果が得られている 9,10）．口腔粘膜欠損に
おいても，舌粘膜欠損モデルに対して口腔粘膜上皮由
来細胞シートを使用し，創傷治癒促進に有用であった
と報告されている 11）．口腔領域以外ではすでに，心
筋や消化管粘膜および角膜などの再生において各種細
胞シートが応用されており 12-15），国内外で治験が実施
され，一部保険収載されている．今後は，顎口腔領域
での適応範囲も広がるものと考えられる．
　そこで今回われわれは，口腔上皮の顎骨骨膜を伴う
欠損モデルを作製し，この欠損部再建に，口腔内から
比較的採取が用意な歯肉由来の間葉系細胞シートを創
傷被覆再建材料として応用することで，細胞シートに
よる各種組織再生誘導効果による創傷治癒について評
価検討することを目的とした．

２．材料および方法

実験動物
　本研究は東京女子医科大学動物実験倫理委員会の承
認（承認番号：GE17-91，AE17-120）を得て実施した．
　実験動物には 2 種類を使用し，顎骨骨膜欠損モデ
ルには Sprague-Dawley ラット（SD ラット；三共ラ
ボサービス株式会社，東京）を，歯肉組織採取には
Enhanced Green Fluorescent Protein ラット（EGFP
ラット；三共ラボサービス株式会社，東京）を使用した．

組織採取と細胞の継代
　われわれのこれまでの研究手法に基づき 10），歯肉
由来間葉系細胞シートを作製する細胞ソースとして，
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初めに EGFP ラットの下顎前歯付着歯肉から組織を
採取した．これらの採取した組織を，Watanabe ら
15）が報告した以下の方法で処理した．すなわち，α
-Minimum Essential Medium（Life Technologies, 
Carlsbad）に 1% Penicillin-Streptomycin を混和し溶
媒とし , さらに 0.1% type A コラゲナーゼ（Roche 
Diagnostics, Mannheim） を 混 和 し た 溶 液 を 使 用
し，採取した下顎歯肉組織を 1 時間，37℃のイン
キュベーターで酵素処理を行った後に，5 分間遠心
分離（回転数：1200rpm, 時間：5 分間，温度：room 
temperature）し細胞を集積した．集積された細胞
は 60cm2 ディッシュを用いて 37℃，5％ CO2 の条件
下においてインキュベーターで培養した．培地はα
-Minimum Essential Medium（Life Technologies, 
Carlsbad）に 20%Fetal Bovine Serum，1%Penicillin-
Streptomycin を混和し用いた．24 時間後に，細胞を
PBS（Phosphate Buffered Saline, Life Technologies, 
Carlsbad） で 洗 浄 し， 培 地 交 換 を 実 施 し た． 継
代 し て 得 ら れ た 歯 肉 由 来 細 胞 は，0.25% Trypsin-
Ethylenediaminetetraacetic Acid（Life Technologies, 
Carlsbad) を用いて継代を行い研究に用いた．

分化誘導実験による検索
　歯肉由来間葉系細胞シートを作製する前段階におい
てコロニー形成能，分化能を有するかを，Yoshimura
ら 16）が報告した以下の方法を用いて 3 継代目の細胞
を評価判定した．コロニー形成能について，形成し
たコロニーの数によって判定した．100 個の細胞を
60cm2 ディッシュに継代し 7 日目に 2mm 以上のコ
ロニーをカウントした．脂肪分化能は，0.5 mmol/L
デキサメタゾン（富士ファルマ，東京），0.5 mmol/
L のイソブチル -1- メチル・キサンチン（シグマア
ルドリッチ，東京）と 50 mmol/L のインドメタシ
ン（和光純薬工業，大阪）を添加した培地を 3-4 日お
きに交換し，14 日後に，細胞を洗浄後，1 時間 , 4% 
Paraformaldehyde にて固定した後に，Oil Red O 染
色 （和光純薬工業，大阪）による染色の有無で判定し
た．骨形成能の判定は，100 nmol/L のデキサメタゾン，
10 mmol/L のベータ - グリセロリン酸と 50 mmol/L
のアスコルビン酸（和光純薬工業，大阪）を添加した
培地を 3-4 日おきに交換し，21 日間インキュベート
したものを，1% アリザリンレッド溶液による染色の

有無で判定した．

歯肉由来間葉系細胞シートの作製
　Kaibuchi ら 17）が報告した方法に準じて歯肉由来間
葉系細胞シートを作製した．5 継代目の細胞を，1.5
× 105 細胞 / ディッシュの密度で直径 35mm の温度応
答性培養皿（UpCell®，CellSeed 社，東京）に播種し，
7 日間，16.4mg/mL のアスコルビン酸入り培地で培
養した．その後，ディッシュの温度を室温に下げるこ
とでシート状に浮いてきた細胞を，細胞シートとして
収集した（図１）．

口蓋粘膜骨膜欠損モデルの作製
　SD ラット（n= 6；8 週間目；オス；250-270g）を
用いて，4% イソフルランで全身麻酔を行い，ラット
用の人工呼吸器（Stoelting, Wood Dale, IL）で呼吸
管理の上，直径 3mm の生検トレパン ®（貝印，東京）
を用いて口蓋に粘膜骨膜欠損を作製しモデルを作製し
た（図１）．欠損部が全層であることを確認するため
鑷子を用いて骨膜を認めないことを確認した．

細胞シートの移植
　口腔粘膜骨膜欠損モデルの創部に，得られた歯肉由
来間葉系細胞シートを単層で貼付し，細胞シート移植

図１：歯肉由来間葉系細胞シートの作製，移植
　　　A： ５継代目で温度応答性培養皿（UpCell®，CellSeed 社，

東京）へ播種．
　　　B：口蓋粘膜骨膜欠損モデルの作製．
　　　C：欠損部へ歯肉由来間葉系細胞シートを移植．
　　　D：歯肉由来間葉系細胞シートの移植後にシーネを留置．
　　　　  a：フィルム
　　　　  b：コンポジットレジン
　　　E：創部のシェーマ．
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群［歯肉由来間葉系細胞シート（+）群］とした（図
１）．歯肉由来間葉系細胞シート 1 枚あたりの細胞数
は約 5.7 × 105 であった．歯肉由来間葉系細胞シート
の脱落を防止する目的で，フィルム（パーミロール ®，
Nitto，東京）で硬口蓋を覆うように設置し，コンポジッ
トレジン（MI ローフロー ®，GC，東京）にて臼歯部
との間隙を埋め，シーネとして創部および歯肉由来間
葉系細胞シートを保護した（図１）．細胞シートの乾
燥防止のためシーネ作製は迅速に行った．一方，コン
トロール群［細胞シート（－）群］には，口蓋粘膜骨
膜欠損を作製し，歯肉由来間葉系細胞シートは移植せ
ずに，シーネで創部保護のみを行った．なお，観察す
る際にはシーネを除去して撮影を実施した．蛍光観察
時には蛍光励起用 470nmLED ハンディライト（オプ
トコード，東京）にて蛍光確認を行い細胞シートが創
部から脱離していないことを確認した（図２）．

創部治癒の組織学的評価
　組織学的評価のために，創傷治癒が完了した時点
において屠殺し，創部からトリミングした組織を 4% 
Paraformaldehyde で浸潤固定し，エチレンジアミン
四酢酸溶液で 4 度 14 日間脱灰した．エチレンジアミ
ン四酢酸溶液は連日交換した．脱灰後，標本は PBS
で洗浄しパラフィン包埋され，4µm の矢状断で薄切
し，Hematoxylin-Eosin（H.E.）染色し，光学顕微鏡
にて組織形態を観察した．

統計解析
　歯肉由来間葉系細胞シート移植群［細胞シート（+）
群］およびコントロール群［歯肉由来間葉系細胞シー
ト（－）群］の 2 群間の比較には，IBM SPSS Ver22.0

（IBM, Armonk）を用いて，Mann-Whitney の U 検定
を実施した．統計学的有意水準は p<0.05 とした．

３．結　果

歯肉由来間葉系細胞シートの作製および移植
　コロニー形成実験より，われわれのこれまでの研究
報告と同様に 18），本研究に用いたラット歯肉由来細
胞は，In vitro において自己複製能を有しコロニー形
成能を有していた．また脂肪分化能について Oil Red 
O 染色で染色を認めなかったが，骨形成能については
骨芽細胞分化誘導培地によりアリザリンレッド染色で
染色を認めた．
　歯肉由来間葉系細胞シート作製については，温度応
答性培養皿を用いることでシート状に浮遊させ，ピン
セットで歯肉由来間葉系細胞シートを崩れることなく
実験動物の口蓋粘膜骨膜欠損モデルの創傷被覆再建材
料として移植することが可能であった．また移植創部
は，シーネを用いることで，移植片の脱落をきたすこ
となく創傷治癒経過について評価を行えた．連日，蛍
光励起用 470nmLED ハンディライト（オプトコード，
東京）にて蛍光確認を行ったところ，EGFP ラット由
来の歯肉由来間葉系細胞シートが存在することを屠殺
する 9 ～ 12 日目まで確認した（図２）．

創傷治癒範囲の評価
　創傷治癒経過に関して，残存創部面積を比較検討し
たところ，歯肉由来間葉系細胞シート移植群［歯肉由

創部治癒の画像評価
　創部を連日メジャーと共に写真撮影し，データを
ImageJ ソフトウェア（NationalInstitutes of Health, 
Bethesda）に取り込み，3 名の評価者が個別に無作為
に提示された画像上の残存創部面積を検索プロット
し，得られた値の平均値をそれぞれの創部面積として
算出した．創部をプロットする際の基準について，治
癒基準は上皮化が認められること，未治癒基準は上皮
化していない部分もしくは創部が肉芽組織で被覆され
ているが湿潤な部分を有している状態と定義した .

図２：移植群の口蓋部写真
　　　 移植群では EGFP（Enhanced Green Fluorescent Protein）

による蛍光の発色を認め，歯肉由来間葉系細胞シートの存
在が確認できる（矢印）．
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来間葉系細胞シート（+）群］およびコントロール群
［細胞シート（－）群］の 2 群間の比較においては，
術後 2 日目までは有意差を認めなかった．しかし 3 日
目からは，歯肉由来間葉系細胞シート移植群［歯肉由
来間葉系細胞シート（+）群］において有意に創部面
積は縮小を認め，術後 3 日目において残存創部面積は
著明に縮小し，創部周囲からの顕著な上皮化の進行に
よる早期の治癒経過を示した．これらから，術後 3 日
目から 7 日目において，歯肉由来間葉系細胞シート移
植群［歯肉由来間葉系細胞シート（+）群］およびコ
ントロール群［細胞シート（－）群］の間で，創傷治
癒においてその残存創部面積間において有意な差が認
められた（p<0.05）（図３，４）．歯肉由来間葉系細胞シー
ト移植群［歯肉由来間葉系細胞シート（+）群］が術
後 3.3 ± 0.6 日目から創部の治癒が顕著であり，コン
トロール群［歯肉由来間葉系細胞シート（－）群］は
術後 4.7 ± 0.6 日目から創部の治癒傾向が顕著であっ
た（図３，図５）．しかし，統計学的には有意な差は
認められなかった（p>0.05）．すべての歯肉由来間葉
系細胞シート移植群［歯肉由来間葉系細胞シート（+）
群］では，術後 6.6 ± 0.6 日目までには口蓋粘膜骨膜
欠損部は良好な上皮により完全に被覆治癒され，創部
の残存は認めず創傷治癒が完了していた．一方，コン
トロール群［歯肉由来間葉系細胞シート（－）群］におい
ても経日的に，残存創部面積は縮小を認めたが，完全治
癒には 8.6 ± 1.2日間を有した．歯肉由来間葉系細胞シー
ト移植群［歯肉由来間葉系細胞シート（+）群］およびコ
ントロール群［細胞シート（－）群］の間で，完全治癒ま
でにかかる期間において有意な差が認められた（p<0.05）．

組織学的評価
　歯肉由来間葉系細胞シート移植群［歯肉由来間葉系
細胞シート（+）群］およびコントロール群［歯肉由
来間葉系細胞シート（－）群］の 2 群に関して，欠損
作製後 9 ～ 12 日目に屠殺し H.E. 染色を用いて評価を
行ったところ，いずれの実験動物においても，歯肉由
来間葉系細胞シート移植群［歯肉由来間葉系細胞シー
ト（+）群］では結合組織の密な増生を認める傾向に
あるものの，創傷治癒後の上皮化には形態組織学的に
有意な特徴は認められなかった（図４）．

４．考　察

　今回われわれは，顎口腔外科領域において臨床上比
較的多く遭遇し，その再建治療法選択に難渋すること
の多い 19），顎骨骨膜を欠損した粘膜骨膜欠損創部を

図３：創傷範囲の経過
　　　 創部の治癒経過では移植群は術後 6.6 ± 0.6 日目，コン

トロール群は術後 8.6 ± 1.2 日目に完全に治癒した．

図４：組織学的評価
　　　A：術後 9 日目の移植群
　　　B：術後 10 日目のコントロール群
　　　　　a：上皮  b：間質  c：口蓋骨  d：上顎正中縫合
　　　 H.E. 染色にてコントロール群と比較して移植群では結

合組織の密な増生を認める．

図５：未治癒面積の測定
　　　 創部の未治癒面積は術後 3 日目から 7 日目において両群

間に統計学的に有意差を認める．



● 80

バイオインテグレーション学会誌　第８巻 J Bio-Integ 8 : 75 - 82, 2018.

想定し，ラット口蓋を用いて歯肉由来の細胞シート移
植モデルを作製し，その創傷治癒に関して評価検討を
行った．歯肉由来間葉系細胞シート移植群において，
粘膜骨膜欠損部における創傷治癒，上皮化治癒経過を
有意に早める結果が得られ，歯肉由来間葉系細胞シー
ト移植はあらたな顎口腔領域における創部再建材料と
して有用であることが示唆された．この歯肉由来間葉
系細胞シートは，同種他家由来の組織移植により作製
されており，適応を選ぶことで顎口腔領域での組織欠
損部への適応範囲は広がるものと考えられる．問題点
としては，比較的少量ではあるが口腔の健常部位から
の粘膜採取を要し，Ex vivo にて移植治療に必要な歯
肉由来間葉系細胞をシート状に培養する必要があり，
臨床を想定した場合には時間的制約および操作安全性
など依然として解決すべき問題が多いが 20），歯肉由
来以外の細胞シートを用いた臨床応用 21,22）がなされ
ている点から顎口腔領域への臨床展開が期待されうる
と考えられる．
　口腔粘膜の固有層には，細胞表面には幹細胞能とし
ての性質を高く発現していることから 23），今回の実
験では脂肪分化能は確認できなかったが，再生医療と
して有用性の高い間葉系細胞の供給源と考えられる．
とくに歯肉由来細胞の採取部位は同一術野であり，比
較的容易な手技により広範な口腔内からの口腔粘膜の
採取が可能であり，それにともなう併発症もわずかで
ある点からも，われわれ口腔外科医と患者からは受け
入れ易いもの思われる．またこれらをシート化して移
植することにより，歯肉由来間葉系細胞シートは，創
部創傷治癒過程において，間葉系細胞としての細胞供
給および周囲からの創傷過程促進効果のみならず，組
織再生の足場としての機能を兼ね備えており，理想的
な創傷被覆再建材料と考えられた．
　今回われわれは，粘膜骨膜欠損の創部を経時的に評
価したが，実際これまでの同様の細胞シート移植に
よる創傷範囲の治癒経過過程における評価について
研究成果が明らかとされている．Kato ら 24）は，脂肪
由来幹細胞由来の細胞シートが Vascular Endothelial 
Growth Factor（VEGF）などの成長因子を分泌し，
創部組織の血管が新生することで組織の再生が起こる
と報告している．また，Stephan ら 25）は創傷治癒の
プロセスとして，ケラチノサイト，線維芽細胞等によ
る細胞の働きが，最終的な創部閉鎖に至る過程で関与

すると報告している．さらに，この治癒過程は VEGF
を始めとする多数の成長因子が血管新生を促し，欠損
組織再生に関与することも同時に報告している．また
片山ら 26）は，歯槽骨骨膜由来細胞をシート状にして
歯槽骨の組織欠損モデル部へ移植することにより，異
種由来の細胞と足場としての機能の有用性を明らかと
し，とくに血管新生を促し，結果として顎骨歯槽骨に
おいて骨形成を誘導する再生能の有効性を報告してい
る．本研究においても，創傷治癒面積の有意な減少は
歯肉由来間葉系細胞シート移植により著明に創傷治癒
が促進された結果と考えられた．今回の研究において
は，免疫染色による組織の詳細な治癒過程までは評価
し得なかったが，H.E. 染色における密な結合組織の増
加という治癒過程の一端は観察できた．この現象は，
過去の文献 24）と照らし合わせても，矛盾しないもの
と考えられる．
　移植群が術後 3.3 ± 0.6 日目から創部の治癒が顕著
であり，コントロール群は術後 4.7 ± 0.6 日目から創
部の治癒傾向が顕著であったが統計学的に有意な差
は認められなかった（p>0.05）．この結果に関しては，
細胞の種類は異なるが Kato ら 24）の研究結果でも明
らかなように，細胞シートを移植することで治癒傾向
が早まったことが裏付けられる．また，歯肉由来間葉
系細胞シート移植群は術後 6.6 ± 0.6 日目，コントロー
ル群は平均で術後 8.6 ± 1.2 日目に良好な上皮化を認
め，統計学的に有意な差が認められた（p<0.05）．こ
のことに関して，Kato ら 24）の研究結果では，前頭部
の骨膜欠損の完全閉鎖までの期間に関しては，8 日間
程度の開きがあるため本研究は粘膜治癒の経過が早い
とした先行研究を支持する結果と考えられる．
　しかし一方で，細胞シートを臨床応用するには，と
くに操作性，経済性と安全性の問題点を解決する必要
がある．経済性については，現在，臨床応用されてい
る吸収性組織補強材と比較して細胞シートは高コスト
であることが指摘されている 27）．また，術前に患者
から組織を採取し，また細胞をシート状にするために
要する培養期間の問題と，細胞濃度や播種のタイミン
グなどの手技的な問題と，操作性も吸収性組織補強材
に現状では劣ることが予想される 28）．これらの問題
を解決するためには，将来的に，自動培養装置を使用
した生産性の向上や 29），吸収性組織補強材では技術
的に難しいとされる厚みのある多層性の細胞シートの
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開発を行うことで，細胞シートの優位性を高めていく
研究が必要と考えられる．
　本研究には次の 2 つの研究限界がある．1 つ目はサ
ンプルサイズが少ない点である．サンプルサイズが小
さいため，本来有意な差が存在しない可能性が排除で
きないため，今後サンプルサイズを増やした上で，再
試験を組む必要がある．2 つ目として移植した細胞が
どのように機能しているかを追跡できていない点が挙
げられる．Kato ら 24）の研究結果でも述べているよう
な，細胞シートが血管様管腔構造物を増生させ，創傷
治癒促進に対して影響を与えた過程が，組織レベルで
評価できていないため，細胞シートの治癒効果を厳密
に確定するに至っていない．今後，血管新生を標的と
した免疫染色等，創傷治癒過程および創傷治癒過程に
おける本細胞シートの組織再生効果について，免疫組
織学的，形態組織学的手法を用いて更なる評価検討が
必要である．

５．結　論

　口腔の粘膜骨膜を伴う欠損部位への歯肉由来間葉系
細胞シート移植は，創傷治癒を早め，新規被覆再建材
料として有用である可能性が示唆された．

謝　辞

　稿を終えるにあたり，本研究に関してご指導いただ
きました東京女子医科大学先端生命医科学研究所，歯
科口腔外科学講座の医局員の皆様，島根大学医学部歯
科口腔外科学講座関根浄治先生および医局員の皆様に
深謝いたします．

文　献

 1） 髙戸毅，藤原夕子，星和人：再生技術を用いた近未来の再
建および細胞治療，顎顔面補綴 40：17-21，2017．

 2） 米原啓之，中塚貴志：顎口腔の軟組織再建，日口外誌 61
（10）：496-504，2015．

 3） 釘本琢磨，小村健，田中香衣，富岡寛文，島本裕彰，原田
浩之：PGA シートとフィブリン糊併用の有茎頰脂肪体に
よる上顎部分切除後の上顎・口蓋再建，日口外誌 60（9）：
527-531，2014．

 4） 安井昭夫，武井新吾，鶯塚晃士，大川多永子，福山隆一，

千田美歩：上顎歯肉白板症切除後の骨面露出に対してポリ
グリコール酸シートとフィブリン糊にて被覆を行なった 1
例，日農医誌 67（1）：82-86，2018．

 5） 竹内純一郎，梅田正博，村田真穂，筧康正，木本明，鈴
木泰明，重田崇至，李進彰，古森孝英：舌部分切除術にお
けるポリグリコール酸シートおよびフィブリン糊スプレー
の使用経験 - コラーゲン使用人工皮膚との比較 -，日口外
誌 57（7）：394-400，2011．

 6） Tsumanuma Y, Iwata T, Washio K, Yoshida T, Yamada A, 
Takagi R, Ohno T, Lin K, Yamato M, Ishikawa I, Okano 
T, Izumi Y: Comparison of different tissue-derived stem 
cell sheets for periodontal regeneration in a canine 1-wall 
defect model, Biomaterials 33:5819-5825, 2011.

 7） Iwata T, Washio K, Yoshida T, Ishikawa I, Ando T, 
Yamato M, Okano T: Cell sheet engineering and its 
application for periodontal regeneration, Journal of tissue 
engineering and regenerative medicine 9:343-356, 2015.

 8） 原口裕次，清水達也，大和雅之，菊池明彦，岡野光夫：
細胞シート工学を用いた組織再構築および再生医療への応
用，再生歯誌 2（2）：83-92，2004．

 9） Iwata T, Yamato M, Tsuchioka H, Takag R, Mukobata S, 
Washio K, Okano T, Ishikawa I: Periodontal regeneration 
with multi-layered periodontal ligament-derived cell 
sheets in a canine model, Biomaterials 30:2716–2723, 2009.

10） Kaibuchi N, Iwata T, Yamato M, Okano T, Ando T: 
Multipotent mesenchymal stromal cell sheet therapy for 
bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw in a rat 
model, Acta Biomater. 42:400-410, 2016.

11） Jong LR, Hyejin J, Jaewang L, Eun HK, Daiha S: 
Promotion of oral surgical wound healing using 
autologous mucosal cell sheets, Oral Oncology 69:84-91, 
2017.

12） Otsuki Y, Nakamura Y, Harada S, Yamamoto Y, Ogino 
K, Morikawa K, Ninomiya H, Miyagawa S, Sawa Y, 
Hisatome I, Nishimura M: Division of Organ Regeneration 
Surgery, Biomedical Research 36 (1) :11-19, 2015.

13） 小林慎一朗，金高賢悟，江口晋：消化管粘膜欠損に対する
再生治療，Surgery Frontier 22（4）：331-337，2015．

14） 大和雅之：特集：表面・界面の機能化による先端医療温度
応答性培養表面を用いた再生医療本格化のための細胞シー
ト工学，表面科学 32（9）：563-568，2011．

15） Watanabe N, Ohashi K, Tatsumi K, Utoh R, Shim IK, 
Kanegae K, Kashiwakura Y, Ohmori T, Sakata Y, 
Inoue M, Hasegawa M, Okano T: Genetically modified 
adipose tissue-derived stem/stromal cells, using simian 
immunodeficiency virus-based lentiviral vectors, in the 
treatment of hemophilia B., Human Gene Therapy. 24 (3) 
:283-294, 2012.

16） Yoshimura H, Muneta T, Nimura A, Yokoyama A, Koga 
H, Sekiya I: Comparison of rat mesenchymal stem cells 
derived from bone marrow, synovium, periosteum, 



● 82

バイオインテグレーション学会誌　第８巻 J Bio-Integ 8 : 75 - 82, 2018.

adipose tissue, and muscle., Cell and Tissue Research. 27 
(3) :449-462, 2006.

17） Kaibuchi N, Iwata T, Onizuka S, Yano K, Yamato M, 
Okano T, Ando T: Cytological character of mini pig 
mesenchymal stromal cells from various tissues and the 
attempt of cell sheet formation, Regenerative Therapy. 
6:83-89, 2017.

18） Kenneth JL, Thomas DS: Analysis of Relative Gene 
Expression Data Using Real-Time Quantitative PCR and 
the 22 (-Delta Delta C (T) ) Method, Methods. 25:402–408, 
2001.

19） 儀間裕，砂川元，新垣敬一，平塚博義：口蓋粘膜骨膜欠損
創の治癒過程に関する組織学的研究，日口蓋誌 23（4）：
214-225，1998．

20） 志田哲也，高橋弘行，田胡和浩，出口眞二：ヒト歯槽骨骨
膜由来細胞を用いた新たな細胞シート作製法，日歯周誌 
55（1）：24-36，2013．

21） 小村健：口腔癌治療における機能温存と再建手術，医病誌
69（4）：245-250，2002．

22） 井家益和，小澤洋介：自家培養表皮 : 再生医療の産業化（基
礎と臨床），日薬理誌 137：50-153，2011．

23） Kalmani M, Treves S, Yafee M, Rachima H, Gafni Y, 
Cohen MA, Pitaru S: The lamina propria of adult human 
oral mucosa harbors a novel stem cell population, Stem 
Cells. 28 (5) :984-95, 2010.

24） Kato Y, Iwata T, Morikawa S, Yamato M, Okano T, 
Uchigata Y: Allogeneic Transplantation of an Adipose-
Derived Stem Cell Sheet Combined With Artificial Skin 
Accelerates Wound Healing in a Rat Wound Model of 
Type 2 Diabetes and Obesity, Diabetes 64 (8) :2723-2734, 
2015.

25） Stephan B, Olivera S, Michael G, Harold B: Growth 
factors and cytokines in wound healing, Wound Repair 
and Regeneration 16:585-601, 2008.

26） 片山梨香，田胡和浩，尾形顕，出口眞二：免疫不全マウス
に移植したヒト歯槽骨骨膜由来細胞移植片の免疫組織学的
検索，日歯周誌 531：13-26，2011．

27） 中嶌亮太，千田直子，野崎貴之，小林豊茂，武田志津：
再生医療に向けた細胞シートの自動培養装置と輸送技術，
Innovative R&D Report 95：478-479，2013．

28） Inokuchi S, Rokutanda S, Yanamoto S, Naruse T, 
Sakamoto Y, Umeda M: Experimental study and clinical 
application of polyglycolic acid sheet with fibrin glue for 
oral soft tissue surgery, journal of Oral and Maxillofacial 
Surgery, Medicine, and Pathology 29: 295-300, 2017.

29） 小林豊茂：自動培養装置が拓く再生医療の未来，医機学 6：
20-25，2011．



83 ●

●原著論文

Retrospective clinical study of dental implants following sinus 
floor elevation: An up-to-10-year follow-up evaluation

Takahiro Kanno1), Shintaro Sukegawa2), Masanori Masui3), Yuka Sukegawa-Takahashi3), 

Tsukasa Kishimoto4), Ai Sato4), Joji Sekine5), Yoshihiko Furuki6)

(J Bio-Integ 8 : 83 - 93, 2018.)

Abstract

Purpose: Various maxillary sinus floor elevation techniques are used together with augmentation procedures 
for oral rehabilitation. Dental implants with or without bone substitutes or autologous bone grafting, and applied 
using the lateral window technique or the transcrestal osteotome-mediated sinus floor elevation technique, are 
used to enhance bone stability for implant installation. The aim of this study was to retrospectively evaluate the 
implant status of patients who had undergone maxillary sinus floor elevation and immediate or delayed implant 
placement via such techniques, with or without graft materials.
Materials and Methods: In total, 398 dental implants placed in 169 maxillary sinuses of 169 patients (106 females, 
63 males; mean age, 57.5 years), who were fitted with Astra Tech dental implants, and required maxillary sinus 
floor elevation, were evaluated in terms of the amount of residual bone remaining following treatment; the re-
sidual bone was assessed by elevation technique subgroup. The vertical height of the residual maxillary alveolar 
bone and the augmented vertical bone height were analyzed using digitalized panoramic radiographs. Clinical 
and radiological follow-up was carried out over a period of 120 months after functional loading of a fixed prosthe-
sis. The mean follow-up period was 55 months.
Results: In total, 277 implants, with a mean residual vertical bone height of 3.72 mm, were installed in 113 max-
illary sinuses using the lateral window technique. Of these, 216 implants (mean vertical bone height, 4.87 mm) 
were installed in 96 sinuses simultaneous with sinus floor elevation using β-tricalcium phosphate (βTCP) using no 
graft material or intraoral autologous bone. The remaining 17 sinuses underwent 61 implants (mean vertical bone 
height, 2.57 mm) according to a delayed installation schedule using βTCP or iliac autologous bone. In 56 sinuses, 
121 implants (mean vertical height, 8.60 mm) were installed simultaneous via the transcrestal osteotome-mediated 
technique with βTCP. Although seven implants failed (three early and four late failures) over a follow-up period 
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of 120 months (mean follow-up, 55 months), the other implants remained stable, with a high survival rate of 98.2%. 
No elevation technique or graft material subgroup showed any statistical significance, and complications were 
minimal.
Conclusions: The findings of this study demonstrate that various maxillary sinus floor elevation techniques for 
implant installation, with or without graft material, are safe, having low complication rates and yielding predict-
able results.

Key words:  Sinus floor elevation; dental implants; bone regeneration; lateral window technique; transcrestal 
osteotome-mediated sinus floor elevation technique.

1. Introduction

During the past half century, osseointegrated dental 
implants have become one of the most common bio-
materials used to replace missing or lost teeth, and 
treatment using these implants has been character-
ized by a high success rate in complete, partial and 
single edentulism1-3). Oral rehabilitation using such 
dental implant-supported prostheses can improve 
masticatory function, esthetic appearance and oral-
specific quality of life compared to removable den-
tures1-4). However, placement of dental implants in 
the posterior part of the maxilla is frequently difficult 
or impossible due to atrophy of the alveolar process, 
poor bone quality, or maxillary sinus pneumatiza-
tion3,4). Therefore, vertical alveolar ridge augmenta-
tion is often necessary before, or in conjunction with, 
installation of dental implants.
    Various surgical approaches involving elevation 
of the Schneiderian membrane have been proposed 
to achieve the necessary vertical height of the alve-
olar process for installation of implants of sufficient 
length3-6); these approaches include maxillary sinus 
floor augmentation using the lateral window tech-
nique, originally developed by Tatum7) in the mid-
Seventies and described in more detail thereafter by 
Boyne and James8) in 1980. This surgical intervention 
remains the most frequently used method to enhance 
the vertical alveolar bone height of the posterior part 
of the maxilla, before or simultaneous with the instal-
lation of implants, and treatment outcomes have been 

reported in several systematic reviews and meta-
analyses1,3,9-11).
    Recently, maxillary sinus membrane elevation us-
ing the lateral window technique, but without any 
graft materials and with simultaneous installation 
of implants, was introduced by Lundgren12) et al. in 
2004. This modified surgical intervention requires suf-
ficient vertical height of the residual alveolar bone in 
the posterior part of the maxilla to achieve primary 
implant stability, since immediate implant installation 
is necessary to preserve and support the elevated 
Schneiderian membrane, to in turn allow coagulum 
formation around the exposed implant surface in the 
sinus cavity13-15). The treatment outcome has been re-
ported in various systematic reviews and meta-anal-
yses, predominantly of short-term non-comparative 
studies; long-term studies are scarce11,13-15).
    The osteotome-mediated sinus floor elevation ap-
proach was first proposed by Tatum7) in 1986. In 1994, 
Summers16) described a modification of this technique 
that used a set of tapered osteotomes of increasing 
diameter to increase the density of the soft bone and 
create an up-fracture of the maxillary sinus floor. The 
Schneiderian membrane and the maxillary sinus floor 
are elevated via a transcrestal approach using osteo-
tomes, creating a compartment for graft placement 
and/or blood clot formation without preparation of 
a lateral window16). Implants are inserted immedi-
ately to support the elevated floor of the maxillary 
sinus with the Schneiderian membrane. Osteotome-
mediated sinus floor elevation is most suitable for 
the installation of a single implant, but can also be 
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used for multiple implants. The treatment outcome 
has been reported in reviews, systematic reviews and 
meta-analyses that predominantly included short- to 
mid-term studies1,17-19). Osteotome-mediated sinus floor 
elevation with simultaneous installation of implants, 
with or without the use of grafting material, are con-
sidered less invasive and time-consuming than maxil-
lary sinus floor augmentation achieved using the lat-
eral window technique1,3).
    However, the most appropriate surgical interven-
tion for oral rehabilitation of the atrophic posterior 
maxillary ridge via implants varies according to the 
vertical height of the residual alveolar bone, the local 
intrasinus anatomy, and the number of teeth requir-
ing replacement1,3,19,20). Furthermore, various types 
of bone graft materials and biomaterials have been 
used for maxillary sinus floor augmentation, including 
autograft, allograft, xenograft, alloplast, and growth 
factors, and selection of the ideal graft material and 
method of tissue engineering, including newly devel-
oped techniques, has long been controversial10-15). Au-
togenous bone graft is considered the gold standard 
augmentation procedure due to its osteoinductive, 
osteogenic and osteoconductive characteristics. How-
ever, the use of autogenous bone grafts is associated 
with a risk of donor site morbidity and unpredictable 
graft resorption21,22). Therefore, various kinds of bone 
substitutes, of biologic or synthetic origin, are being 
increasingly used to simplify the surgical procedure, 
by reducing the need for bone harvesting20-22). Treat-
ment outcomes for different modalities, after enhance-
ment of the vertical alveolar bone height in the pos-
terior part of the maxilla, have been well documented 
in numerous systematic reviews, meta-analyses, and 
treatment guidelines9-11,18,19). Sinus floor elevation is the 
most promising optional pre-implant bone regenera-
tive augmentation technique for oral rehabilitation of 
the atrophic posterior maxilla with dental implants, 
and survival of the dental implant has been dem-
onstrated with minimal complications23,24). However, 
the relevant studies have often been based on non-
randomized, non-comparative designs using mid-term 

follow-up.
    The purpose of this study was to retrospective-
ly evaluate the implant survival rates, and average 
vertical augmentation height of newly formed bone 
around the implants, in the maxillary sinuses. All 
these patients underwent maxillary sinus floor el-
evation using bone substitutes, with or without au-
tologous bone grafting, together with immediate or 
delayed implant placement via the lateral window 
technique or transcrestal osteotome-mediated sinus 
floor elevation technique at a single institution over a 
10-year period. 

2. Patients and Methods

1)�Patients
This retrospective cohort study enrolled patients 
from a population who had undergone dental im-
plant treatment over a 10-year period from January 
2008 to December 2017. Six dental implants from 
five internationally renowned companies (TiOblast™ 
and OsseoSpeed™ [Astra Tech Dental AB, Mölndal, 
Sweden], TiUnite™ [Nobel Biocare, Klote, Switzer-
land], SLActive® [Straumann, Crawley, UK], 3i OS-
SEOTITE™ [Biomet, Warsaw, IN, USA] and POI EX 
FINATITE® [Kyocera, Kyoto, Japan]) were used in al-
most all of 1,595 patients (3,733 dental implants), with 
average treatment rates of 156 patients/year and 374 
dental implants/year (Fig. 1 and Table 1). Astra Tech 
dental implants (TiOblast™ and OsseoSpeed™) were 
used in nearly half of all cases (1,772 dental implants, 
47.5%; 769 patients, 48.2%). Therefore, we evaluated 
Astra Tech dental implants in patients who required 
maxillary sinus floor elevation.
    In total, 169 maxillary sinus floor elevations (22% of 
the patients received Astra Tech implants) were per-
formed in 106 females and 63 males (mean age, 57.5 
years; 398 total implants). The mean follow-up period 
was 55 months after functional loading of a bone-an-
chored prosthesis (Table 2). Patients were evaluated 
in terms of the amount of residual bone remaining in 
each elevation technique subgroup (lateral window 
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vs. osteotome-mediated transcrestal technique; Fig. 
2). All patients received follow-up treatment as dictat-
ed by our general institutional treatment algorithm 
(Fig. 3). Briefly, this consisted of osteotome-mediated 
sinus floor augmentation (vertical height of the resid-
ual alveolar bone ≧ 8 mm) with simultaneous dental 
implant installation, or the lateral window technique; 
this latter technique allows for sufficient augmenta-
tion via various graft materials (vertical bone height 
< 8 mm) and uses a delayed (two-stage) dental implant 
installation procedure due to lower primary implant 
stability  (residual vertical height of the alveolus bone 
< 4 mm), or simultaneous dental implant installation 
after achieving implant primary stability at installa-
tion (residual vertical bone height ≧ 4 mm) together 
with sinus floor elevation (achieved with or without 
grafting materials via the tent-poling technique). Al-
most all implants were more than 10 mm in length 
and 4 mm in width, as is typical for maxillary molar 
rehabilitation using dental implants (usually 11 or 13 
mm in length). In a small number of cases, 9-mm long 
implants were used. A two-stage method was used 
for all implantations with an interval of 3 to 6 months 
between installation of the implants and a re-entry 
operation for healing abutment placement.
    All implant surgeries were carried out at the Divi-
sion of Oral and Maxillofacial Surgery, Kagawa Pre-
fectural Central Hospital (Takamatsu, Kagawa, Japan) 
by three experienced oral and maxillofacial surgeons 
(TKa, SS and YF). The surgeries were performed 
from January 2008 to December 2017.
    This retrospective cohort study was conducted 
in accordance with the Declaration of Helsinki. All 
patient data were anonymized. Unlinked anonymity 
was ensured by the president of Kagawa Prefectural 
Central Hospital.

2)�Evaluation�Methods
The vertical heights of the residual maxillary al-
veolar bone and the augmented vertical bone were 
measured on digitalized panoramic radiographs. As 
shown in Fig. 4, the vertical height of the residual 

Fig. 1:  Total dental implants and patients treated over a 10-
year period from January 2008 to December 2017

Table 1:  Dental implant treatment over a 10-year pe-
riod from January 2008 to December 2017 
by six dental implants from five interna-
tionally renowned companies (TiOblast™ 
and OsseoSpeed™ [Astra Tech Dental AB, 
Mölndal, Sweden], TiUnite™ [Nobel Biocare, 
Klote, Switzerland], SLActive® [Straumann, 
Crawley, UK], 3i OSSEOTITETM [Biomet, 
Warsaw, IN, USA] and POI EX FINATITE® 
[Kyocera, Kyoto, Japan])

Table 2:  Details of the dental implant treatment us-
ing Astra Tech dental implants (TiOblast™ 
and OsseoSpeed™) and the patients who re-
quired maxillary sinus floor elevation.
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alveolar bone was calculated as the average height 
of the mesial and distal surface of the dental implant 
after adjusting for the magnification used when 
measuring the distance of each installed dental im-
plant against the actual dental implant length using 
digitalized panoramic radiographs. The augmented 
vertical bone height was given by subtracting the 
dental implant length from the vertical height of the 
residual alveolar bone, adjusted for magnification. 
Sufficiently large maxillary sinus floor augmentations 
were obtained, including in cases of delayed implant 
installation, via the lateral window technique. Clinical 
and radiological follow-up was performed based on 
review of electronic medical records.
    Intraoperative and postoperative complications, 
together with abnormal postoperative clinical events 
such as early implant failure at the time of secondary 
abutment fixation or delayed implant failure following 
functional loading of the implants, were documented. 
Implant survival was evaluated by treatment modal-
ity according to the general institutional treatment 
algorism (Fig. 3) for sinus floor elevation for stable 
dental implant installation. The clinical and radiologi-
cal follow-ups were performed over a period of 120 
months following functional loading with a fixed pros-
thesis. The mean follow-up was 55 months (range, 
2–120 months).

3)�Data�Collection
An evaluation grid was created to ensure that all 
relevant patient data were recorded, including the 
sinus floor elevation method and graft material used, 
intraoperative close information and any abnormal 
postoperative clinical events.

4)�Statistical�Analysis
To compare the sinus floor elevation methods, non-
parametric statistics were used. The Mann-Whitney 
U test was used to compare categorical variables be-
tween two groups, and the Kruskal-Wallis test was 
applied for comparison among three groups. The chi-
squared test was used to analyze for implant survival 

Fig. 2:  (A) The lateral window technique and (B) the tran-
screstal, osteotome-mediated, sinus floor elevation tech-
nique [Figures were adapted and modified from Starch-
Jensen T and Jensen JD 2)]

Fig. 3:  Our general, institutional treatment algorithm for max-
illary sinus floor elevation by reference to the amount 
of residual bone.

Fig. 4:  The evaluation methods used.
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according to each categorical variable. Statistical sig-
nificance was defined as p < 0.05. All analyses were 
performed using SAS software (ver. 9.3; SAS Insti-
tute, Cary, NC, USA).

3. Results

1)��Lateral� Window� Technique� versus� Tran-
screstal�Osteotome-mediated�Technique

As shown in Fig. 5A, 277 implants were installed us-
ing the lateral window technique in 113 maxillary 
sinuses (74 female and 39 male patients; mean age, 
57.3 years; 2.45 implants/maxillary sinus). The mean 
residual vertical bone height was 3.72 mm. In addi-
tion, 121 implants were installed simultaneously with 
the transcrestal osteotome-mediated technique, using 
βTCP granules (OSferion®; Olympus Terumo Bio-
materials Corp., Tokyo, Japan; SUPERPORE EX™; 
HOYA Technosurgical Corp., Tokyo, Japan), in 56 
maxillary sinuses (32 female and 24 male patients; 
mean age, 58.0 years; 2.16 implants/maxillary sinus). 
The mean residual vertical bone height was 8.60 mm. 
The average vertical augmented bone height was 
7.32 mm with the lateral window technique and 2.16 
mm with the transcrestal osteotome-mediated tech-
nique. Each of the categorical variables was statisti-
cally significant (P < 0.05).
    The survival rate for the lateral window technique 
is shown in Fig. 6A. Seven implants in seven differ-
ent maxillary sinus patients failed, (three early and 
four late failures) and thus required replacement; fol-
lowing this, they all survived. Thus, the overall sur-
vival rate was 97.5% for a mean follow-up period of 52 
months. The latter transcrestal osteotome-mediated 
technique group showed a 100% survival rate for a 
mean follow-up period of 61 months; these two sur-
vival rates were not significantly different (P > 0.05).

2)��Lateral� Window� Technique:� Simultaneous�
Implant�Installation�versus�Delayed�Implant�
Installation

As shown in Fig. 5B, of 277 implants in 113 maxillary 
Fig. 5:  Clinical and radiological follow-up by each of the cat-

egorical variables analyzed
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sinuses, 216 implants with a mean residual vertical 
bone height of 4.87 mm were installed in 96 maxillary 
sinuses (63 female and 33 male patients; mean age, 
57.7 years; 2.25 implants/maxillary sinus) simultane-
ous with sinus floor elevation via the lateral window 
technique. In addition, 61 implants with a mean re-
sidual vertical bone height of 2.57 mm were installed 
in 17 maxillary sinuses (11 female and 6 male patients; 
mean age, 55.0 years; 3.59 implants/maxillary sinus) 
via a delayed two-stage procedure. The average ver-
tical augmented bone height was 6.14 mm and 8.51 
mm, respectively. All categorical variables were sta-
tistically significant (P < 0.05).
    As shown in Fig. 6B, with regard to the sur-
vival rate of simultaneous implant installations, three 
implants in three different maxillary sinus patients 
failed (one early and two late failures) and thus re-
quired re-implantation, following which they all sur-
vived. Thus, the gross survival rate was 98.1% for a 
mean follow-up period of 48 months. Regarding the 
delayed implant installations, four implants in four dif-
ferent maxillary sinus patients failed (two early and 
two late failures) and thus required re-implantation, 
following which they survived. Thus, the overall sur-
vival rate was 95.1% for a mean follow-up period of 
75 months. The survival rates of the two implantation 
types were not significantly different (P > 0.05).

3)��Lateral�Window�Technique�+�Simultaneous�
Implant�Installation:�βTCP�versus�Non-use�
of�Graft�Materials�versus�Use�of� Intraoral�
Autologous�Bone

As shown in Fig. 5C, of 216 implants in 96 maxillary 
sinuses, 115 implants with a mean residual vertical 
bone height of 4.51 mm were installed in 50 maxil-
lary sinuses (36 female and 14 male patients; mean 
age, 58.2 years; 2.30 implants/maxillary sinus), simul-
taneous with sinus floor elevation via the lateral win-
dow technique using βTCP. Seventy implants with a 
mean residual vertical bone height of 5.63 mm were 
installed in 29 maxillary sinuses (11 female and 6 male 
patients; mean age; 55.0 years; 2.41 implants/maxil-

Fig. 6:  Implant survival by each of the categorical variables 
analyzed.
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lary sinus) simultaneous with sinus floor elevation via 
the lateral window technique with no graft materi-
als. Finally, 31 implants with a mean residual vertical 
bone height of 4.59 mm were installed in 17 maxillary 
sinuses (8 female and 9 male patients; mean age, 57.5 
years; 1.82 implants/maxillary sinus), simultaneous 
with sinus floor elevation via the lateral window tech-
nique using intraoral autologous bone (palatal torus 
or mandibular torus). The average vertical augment-
ed bone height was 6.47 mm, 5.35 mm and 6.54 mm, 
respectively. All categorical variables were statisti-
cally significant (P < 0.05).
    The survival rate of sinus floor elevation via the 
lateral window technique using βTCP is shown in 
Fig. 6C. Four implants in four different maxillary si-
nus patients failed (two early and two late failures) 
and thus required re-implantation, following which 
all survived. Therefore, the overall survival rate was 
96.5% for a mean follow-up period of 61 months. The 
techniques using no graft materials and using intra-
oral autologous bone showed 100% survival rates for 
mean follow-up periods of 45 and 19 months, respec-
tively. The survival rate was not significantly differ-
ent among the three techniques (P > 0.05). 

4)��Lateral� Window� Technique� +� Delayed� Im-
plant�Installation:�βTCP�versus�Use�of�Iliac�
Autologous�Bone

As shown in Fig. 5D, of 61 implants in 17 maxillary 
sinuses, 50 implants with a mean residual vertical 
bone height of 2.38 mm were installed in 14 max-
illary sinuses (9 female and 5 male patients; mean 
age, 56.2 years; 3.57 implants/maxillary sinus) via a 
delayed, two-stage approach with sinus floor eleva-
tion achieved by the lateral window technique using 
βTCP. Eleven implants with a mean residual vertical 
bone height of 3.30 mm were installed in three maxil-
lary sinuses (two female and one male patient; mean 
age, 49.3 years; 3.67 implants/maxillary sinus) after a 
delay using iliac cancellous bone harvested from the 
anterior ilium. The average vertical augmented bone 
height for the two techniques was 8.61 mm and 7.68 

mm, respectively. Each of the categorical variables 
was statistically significant (P < 0.05).
    As shown in Fig. 6D, with regard to the survival 
rate in the former technique (i.e., that which used 
βTCP), three implants in three different maxillary 
sinus patients failed (one early and two late failures) 
and thus required reimplantation, following which all 
survived. Thus, the overall survival rate was 94.0% 
for a mean follow-up period of 81 months. The latter 
technique using iliac cancellous bone had a 100% sur-
vival rate for a mean follow-up period of 44 months. 
The two survival rates were not significantly differ-
ent (P > 0.05).

5)��Perioperative�and�Postoperative�Complica-
tions

No critical complications occurred intraoperatively, 
and the preoperative strategy for maxillary sinus 
floor elevation did not need to be altered in any case. 
Perforation of the Schneiderian membrane was the 
only common operative complication, occurring in 10 
of 113 maxillary sinuses (8.8%) during maxillary sinus 
floor augmentation via the lateral window technique. 
However, in these cases, the perforated area was 
completely closed with a bioresorbable membrane 
(BIOMEND®; Zimmer Biomet Dental, Palm Beach 
Gardens, FL, USA) using a patchwork technique22,23). 
No critical postoperative complications occurred. 
However, surgical site infection was observed in one 
case, resulting in early implant failure, and two cases 
of acute sinusitis were observed; these were resolved 
by long-term application of antibiotics and thus did 
not influence the overall implant failure rate. There 
was no significant difference in complication rates 
among the various techniques (P > 0.05) (data not 
shown).

4. Discussion

Various surgical techniques, used to achieve the 
necessary vertical alveolar bone height for stable 
installation of dental implants in the posterior part 
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of the maxilla, show high implant survival rates and 
low complication rates1,3,5,6). However, the indications 
for the three techniques covered in this report are 
not strictly equivalent; thus, the treatment choice 
should be based on careful evaluation of individual 
cases. As reported previously in meta-analyses and 
systemic reviews, our results revealed relatively high 
implant survival rates for all techniques23-26). We sug-
gest that the residual vertical alveolar bone height, 
and the ability to achieve primary implant stability, 
should be considered fundamental when deciding on 
the augmentation technique to obtain adequate ver-
tical bone height for installation of dental implants, 
and an appropriate length of the posterior part of 
the maxilla. In cases with a residual vertical alveolar 
bone height of more than 5 mm, osteotome-mediated 
sinus floor elevation with simultaneous installation of 
implants (with or without the use of a graft material) 
is usually indicated, as noted in a systematic review 
study1,2). However, we modified the indication for this 
technique to a vertical bone height of up to 8 mm, 
because the lateral window technique is relatively 
non-invasive, having a duration only 10 minutes lon-
ger than standard dental implantation techniques; the 
associated complications are also minimal23-25). More-
over, by affording a wide and clear view of the sur-
gical area, elevation of the Schneiderian membrane 
can be achieved using the lateral sinus floor elevation 
technique.
    When the residual bone height is 5 mm or less, 
maxillary sinus floor augmentation using the lateral 
window technique with grafting material could be 
indicated1-3,23,24). Maxillary sinus membrane elevation 
using the lateral window technique (without graft 
material) and simultaneous implant installation is rec-
ommended only when a small amount of bone regen-
eration is required for the installation of implants. We 
concur with the review study mentioned previously 
and apply this approach simultaneous with implant 
installation or delayed installation, mainly because of 
the primary stability of the implants22-26). However, 
further high-quality, evidence-based and long-term 

studies are needed to clarify the specific indications 
for each treatment modality. Our study also revealed 
that the various implantation techniques had signifi-
cant surgical or operator-dependent selection biases. 
Therefore, our next target of research is a random-
ized prospective study to avoid these biases and thus 
provide more scientifically valuable data. Moreover, 
short dental implants and alternative treatment op-
tions are now available, and should be considered on 
an individual patient basis.
    Based on previous findings and this study, as 
a novel minimally invasive technique, elevation of 
the Schneiderian membrane in the maxillary sinus 
floor and simultaneous installation of dental implants 
shows similar stability and (good) long-term survival 
to other techniques, and could promote bone forma-
tion and osseointegration of implants (Figs. 7 and 8). 
The present study further indicates that, in cases 
with moderate residual bone height and implant pri-
mary stability, bone grafts or bone substitute may 
not be required to augment the maxillary sinus floor 
when placing implants in this region; however, stud-
ies with a long-term follow-up period are necessary 
to validate this.

Fig. 7: A systemically healthy 65-year-old woman was referred 
to our clinic for dental implant rehabilitation in bi-maxillary 
posterior regions. Sinus floor elevation via the lateral window 
technique (without graft materials) with simultaneous dental 
implant installation was indicated.
A. Preoperative panoramic radiograph.
B. Immediate postoperative panoramic radiograph.
C. Post-loading panoramic radiograph at the 2.5-year follow-up.
D.  Post-loading computed tomography (CT) image of the area 

surrounding the dental implants at the 2.5-year follow-up.
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5. Conclusion

In conclusion, we found that several maxillary, sinus 
floor elevation techniques used during implant instal-
lation were safe, with or without the placement of 
graft material, exhibiting low complication rates and 
predictable, promising long-term clinical results.
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Histological Analyses of Bacterial Cellulose as a Carrier for BMP-2 
in Bone Regeneration in Japanese White Rabbits
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Abstract

Purpose: Because of its high water capacity and ability to maintain its volume, bacterial cellulose (BC) might be 
suitable as a sustained-release carrier of BMP-2. This was examined in a rabbit frontal sinus model.
Materials and Methods: After moving the bone wall, the sinus membrane was reflected using a mucosal el-
evator in rabbits. There were three experimental groups: Group A underwent BC grafting only; group B was 
grafted with BC soaked with BMP-2 (5 μg); and Group C was treated with BMP solution only. Two rabbits in 
each group were sacrificed at 4 and 8 weeks and tissues sections were stained with hematoxylin-eosin and ob-
served under a light microscope.
Result: BC retains its 3D structure histologically. Marked new bone formation was observed along the BC only 
in group B, treated with BC soaked with BMP-2.
Conclusion: The sustained release of BMP-2 from BC has positive effects on bone formation, and it might be 
developed as a carrier to promote clinical bone formation.

Keywords: Bacterial cellulose, BMP-2, sinus lift, rabbits
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1. Introduction

Dental implant treatment is often difficult in the pos-
terior maxillary region because the height of the al-
veolar process is insufficient due to the presence of 
the maxillary sinus. To overcome this anatomical con-
straint, Boyne and James developed maxillary sinus 

floor elevation, which involves grafting autogenous 
bone on the sinus floor after opening the anterior wall 
of the maxillary sinus base via the Caldwell-Luc pro-
cedure and separating and elevating the sinus floor 
mucosa from the bone surface.1–3) Similarly, when 
implants are placed in a region with extensive bone 
loss or atrophy, autogenetic bone transplantation is 
the best therapeutic option to avoid rejection.2–8) Nev-
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ertheless, there are limitations to this, including the 
invasive procedure required to harvest bone and the 
limited amount of bone collected, long treatment du-
ration, postoperative complications, and grafted bone 
resorption.9–14) These limitations all need to be over-
come to improve alveolar bone augmentation.
    Possible augmentation methods include using alter-
native bone graft substitutes and inducing bone re-
generation. Although various bone graft substitutes 
have been used, the outcomes have often been unsat-
isfactory because it is difficult to retain the necessary 
three-dimensional (3D) structure.2–7) When consider-
ing bone regeneration without the use of autogenous 
bone, a carrier, cells, and cell growth factors are all 
essential. Therefore, we have been studying bacterial 
cellulose (BC) as a possible carrier for bone regenera-
tion growth factor BMP-2 as a novel composite mate-
rial for dental implant treatment.
    BC consists of thin intertwined fibers that form a 
net-like structure. It is crystalline, with high elastic-
ity, and is superabsorbent. It can retain water and 
maintain its volume and has superior physical proper-
ties.15–18) BC has been used widely in industry and as 
food material because of its physical characteristics. 
Recently, its net-like structure of nanofibers has at-
tracted a great deal of attention for potential appli-
cations ranging from DNA analyses to their use as 
circuit boards for thin next-generation displays that 
can be bent.5) We previously studied the possible ap-
plication of BC as a new intracanal treatment mate-
rial for dental therapy, and found that BC was safe 
for use in humans.15)

    Urist studied the protein factor BMP, which exists 
in the bone matrix and induces ectopic bone forma-
tion.19) The placement of BMP under muscle or skin 
with a carrier induces bone tissue formation at sites 
where no bone is originally present via the enhanced 
differentiation of osteoblasts and chondroblasts from 
undifferentiated mesenchymal cells and the differen-
tial inhibition of other cell types.19) However, BMP 
tends to separate from the carrier soon after place-
ment so that effective concentrations are not main-

tained for sufficient time.8) To increase the in vivo 
efficacy of BMP, a carrier that retains it locally and 
releases it at an adequate rate is required.8)

    We hypothesized that because of its properties, 
BC might be a suitable carrier for the sustained re-
lease of BMP and examined it in a rabbit frontal sinus 
model histologically.

2. Materials and Methods

1. Experimental animal procedure
The study involved 12 11-week-old male Japanese 
white rabbits weighing 2.0–2.5 kg (BioTek, Saga, 
Japan). The animals were acclimated for 1 week at 
23±2°C and 55±10% humidity in a room that was ven-
tilated at a rate of 13 times/hour, with illumination 
from 7:00 to 19:00. They were fed ORC-4 (Oriental 
Yeast, Tokyo, Japan), with free access to filtered wa-
ter.

2. Experimental materials
1) BC sheet
The BC was obtained after culture in 10 cm labora-
tory dishes for approximately 3 days as a gel about 
1 mm thick. The gel sheets were autoclaved three 
times for 20 min at 105°C in pure water and then 
freeze-dried and compressed to a thickness of about 
0.1 cm with a press. The compressed gel sheets were 
cut into 7 × 5 mm rectangles for use.

2) BMP-2
A stock human-derived recombinant BMP-2 (rh-
BMP-2) solution (concentration 1.0 µg/µL) was dilut-
ed to 0.5 μg/μL in distilled sterilized water (Otsuka 
distilled water, Otsuka Pharmaceutical, Tokyo).

3) Experimental method
Rabbits were anesthetized with 80 mg/kg HCl ket-
amine given intravenously (Ketalar®; Sankyo, Tokyo) 
and 10 mg/kg xylazine given intramuscularly in the 
rump (Selactar®; Jin Kisara, Beyer, Tokyo). The hair 
over the surgical field was shaved, the skin was ster-
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ilized with 70% ethanol, and 0.3 mL 2.0% lidocaine 
with 1/80,000 epinephrine (Xylocaine®; Astellas Phar-
ma, Tokyo) was infiltrated. Using a No. 11 surgical 
knife, a head arc incision extending to under the peri-
osteum was made outward and a skin periosteal flap 
was separated. The periosteum was protected so as 
not to damage it and the frontal bone was exposed. 
After cutting a 7 × 5 mm window in the frontal bone 
bilaterally using a dental fissure bar, the bone walls 
were formed (Fig. 1a). After moving the bone (Fig. 
1b), the sinus membrane was reflected using a muco-
sal elevator to form a space (Fig. 1c). The right side 
was used as a sham control and the grafting was per-
formed on the left side (Fig. 1d). Then the bone wall 
was covered, the periosteum (Fig. 1e) and skin were 
sutured, and the grafting operation was finished.
    There were three experimental groups of four 
rabbits each: in group A, only BC was grafted; in 
group B, the BC was soaked with BMP-2 (5 μg); and 
in group C, only BMP drops were used.
    After grafting, two rabbits from each group were 
sacrificed at 4 and 8 weeks by injecting 40 mg/kg 
pentobarbital sodium into a large auricular vein 
(Nembutal®; Dainippon Sumitomo Pharma, Osaka, Ja-
pan). A thoracoabdominal skin incision was made and 
the sternum was removed to expose the heart. The 
left ventricle was cannulated and the right ventricle 
was cut open. Reflux blood removal was performed 
with saline containing heparin.
    The animal experiment was approved by the Shi-
mane University Animal Experiment Committee (ap-
proval number IZ27–46) following the animal experi-
ment guidelines of Shimane University.

4) Histological observations
The specimens were fixed in 20% phosphate-buffered 
formalin solution, decalcified with EDTA, embedded 
in paraffin in the usual manner, and sliced to a thick-
ness of about 5 µm with a microtome. These sec-
tions were stained with hematoxylin–eosin (HE) and 
observed under a light microscope.

5) Immunohistochemical observations
The sections were also subject to immunohistochemi-
cal staining with primary mouse monoclonal anti-
osteopontin antibody to examine osteoblast differ-
entiation. Sections were deparaffinized with xylene 
substituted for ethanol for hydrophilization, and anti-
gens were activated in an autoclave (at 120°C for 20 
min) using a citric acid buffer and returned to room 
temperature over 12 h in the autoclave. The speci-
mens were incubated overnight at 4°C with mouse 
monoclonal anti-osteocalcin antibody (Gene Tex) and 
mouse monoclonal anti-osteopontin antibody (LSBio) 
as primary antibodies.
    The next day, the secondary antibody was added 
at room temperature and reacted with an EnVision 
kit (Dako) for 1 h. The color was intensified using 
DAB solution (Dako) adjusting the color development 
substrate.

Fig. 1: The experimental animal procedure:
         a)  Cutting 7 × 5 mm windows in the frontal bone bilat-

erally.
         b) Moving the bone wall.
         c)  The sinus membrane was reflected using a mucosal 

elevator and a space was formed.
         d) BC grafting was performed on the left side.
         e)  The bone wall was covered after suturing the peri-

osteum.



● 98

バイオインテグレーション学会誌　第８巻 J Bio-Integ 8 : 95 - 100, 2018.

3. Results

１) Histological observations
Histologically, the BC retained its 3D structure. There 
was relatively mild inflammatory cell infiltration in 
the graft area. There were no perforations at the re-
flected sinus membrane after moving the bone wall.

Group A
In Group A, which received the BC graft, minimal 
new bone formation was observed surrounding the 
BC and there was no significant chondrogenesis. 
There were no differences between 4 and 8 weeks.

Group B
In Group B, which received the BC graft soaked with 
BMP-2, marked new bone formation was observed 
beside the BC. Blood vessels invaded the cartilage 
that formed around the BC and there was absorption 
of the cartilage substrate and the addition of new 
bone. This was enhanced at 8 weeks compared to 4 
weeks. Osteoblasts were seen surrounding the BC, 
but no phagocytosis by multinucleated giant cells 
was observed (Fig. 2).

Group C
In Group C, which was treated with BMP-2 only, min-
imal isolated new bone formation was seen, but no 
significant chondrogenesis. The graft area was filled 
with fibrous connective tissue. There were no differ-
ences between 4 and 8 weeks.

2) Immunohistochemical observations
There were no significant immunohistological find-
ings due to artifact formation. The evaluation was 
difficult because of the nonspecific staining results.

4. Discussion

Previously, we developed a new intracanal treatment 
material for dental therapy using BC that has excel-

lent water absorptivity, high tensile strength, good 
drug retention, and is safe compared to the materials 
in current clinical use.15)

    During maxillary sinus floor elevation, the use of 
BC is less invasive than autogenous bone grafting, 
which requires harvesting a donor site too, and is saf-
er than using allogeneic or xenogeneic bone grafting.
    A carrier is necessary for BMP to stimulate bone 
formation. While type I collagen is effective, it does 
not maintain its 3D structure.19,20) To induce bone for-
mation, BMP must be retained at the desired site 
for sufficient time, so a carrier that promotes its sus-
tained release at an adequate rate is desirable.8,19,20) 
BC has the properties required of a carrier.
    The clinical application of BMP has not been sanc-
tioned by the Japanese Ministry of Health, Labor, and 
Welfare, while it has been approved for treating tibia 
fractures and for vertebral fixation at S1 to L4 in Eu-
rope and America, and as a substitute for autologous 
bone in maxillary sinus floor elevation or as a graft 
material for extraction socket maintenance in the oral 
surgery.19) A multicenter randomized trial reported 
that the use of BC had treatment outcomes equal to 

Fig. 2:  Histological photomicrographs: Representative views 
of the BC area and the area adjoining the sinus mem-
brane in coronal sections in Group B, which was treated 
with BC soaked with BMP-2 at (a, b) 8 and (c, d) 4 
weeks. Panels (b) and (d) are magnified views (HE × 40) 
of the boxed areas in (a) and (c) (HE × 10).
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those of autogenous bone grafts for maxillary sinus 
floor elevation. Therefore, BMP appears to be suit-
able for promoting bone formation.19) We used BC as 
a carrier to control the diffusion and absorption of 
BMP-2. In the group treated with BC soaked with 
BMP-2, new bone tissue was observed, while using 
BMP-2 alone did not lead to new cartilage or bone. 
This was probably because the BC retained the BMP-
2 for sufficiently long after grafting. In addition, much 
more bone formation was observed at 8 weeks than 
at 4 weeks when using BC soaked with BMP-2. When 
using BMP-2 alone, the BMP-2 likely diffused away or 
was metabolized rapidly.
    In addition, BC retained its 3D structure in vivo. 
The BC functions as a membrane to prevent the in-
vasion of soft tissues until new bone is induced. For 
clinical application, however, because BC is a carrier 
and not a substitute for bone, the BC would have to 
be removed after the bone formed. This might lead 
to bone resorption, so it is necessary to verify the 
long-term outcome after removing the BC after bone 
formation and to consider methods to limit bone re-
sorption. The utility of BC may be improved depend-
ing on how BC sheets are processed. Future studies 
should examine the details of the bone-formation pro-
cess and evaluate new bone tissue immunohistologi-
cally, which we failed to do. Because our study was a 
short-term observational one, long-term evaluation of 
changes in grafts is necessary.

5. Conclusion

The sustained release of BMP-2 from BC appears to 
improve bone formation, which suggests that BC is a 
suitable carrier for promoting bone formation. How-
ever, because BC is not a substitute for bone, it is 
unsuitable, at present, for clinical application.
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抄　録

目的：BC の徐放性と水分保持能と体積保持能の高さ
に期待し，BC を担体とした BMP を用いることで効
率的な骨造成を行えるよう、ウサギ前頭洞モデルを作
成し，組織学的に検証を行ったので報告する．
材料と方法：日本白色兎の前頭骨に骨壁を形成し，洞
粘膜を剥離挙上した．それぞれ，BC のみを移植した
群を A 群 4 羽，BC に BMP2 を 5µg 含ませたものを
B 群 4 羽，BC を用いずに BMP2 のみを滴下したもの
を C 群 4 羽に分類．移植後，4，8 週目のブロックを
ヘマトキシリン・エオジン染色にて組織学的に観察し
た．
結果：いずれの切片においても BC は三次元的な構造
を保持できていた．BC に BMP2 を含ませた 8 週目の
B 群では，BC に連続するように著明な新生骨形成が

確認された．
結論：BC の徐放性と薬剤の保持能力が骨形成に優位
に働いた可能性があり，将来的に骨形成の担体として
応用できる可能性が示唆された．
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Responses of Periosteum to Titanium Plate 
with or without Hydroxyapatite Coating in Rabbits
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Abstract

Introduction: Periosteum plays important roles in bone regeneration. High biocompatibility of titanium coated 
with hydroxyapatite (HA), favoring the bone regeneration, has been reported. The aim of this study was to evalu-
ate the subperiosteal bone formation on titanium plates coated with or without hydroxyapatite.
    Materials and Methods: Six Japanese white male rabbits, 20 weeks old, were used. Titanium plates (5 x 5 x 
0.5mm) coated with or without HA (1 µm thickness) were prepared with a spattering method. Titanium plates 
with or without HA were inserted subperiosteally on the right or left side of the calvaria and the tibia, respec-
tively. Four weeks after the surgery, the specimens were examined with a high-resolution microcomputed to-
mography (CT) imaging system and histologically.
    Results: On the tibias, more bone formation was observed on the HA-coated titanium plates than the titanium 
plates without coating whereas there was no significant difference of bone formation between the two titanium 
plates on the calvaria.
    Conclusions: Although HA-coated titanium plates favorably stimulated bone formation under the periosteum 
of the tibia, response of periosteum to HA-coating is different between calvaria and tibia: The periosteum of the 
tibia has more osteogenic ability than the one of the calvaria.

Keywords: Titanium, hydroxyapatite, periosteum, bone formation
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1. Introduction

Periosteum is a membrane-like tissue covering the 
outer surface of the bone 1). It supplies blood and nu-
trition to the bone. In dental and orthopedic surger-
ies, the periosteum is cut and lifted frequently. Obvi-

ously, periosteum plays very important roles in bone 
regeneration after a fracture or surgical trauma 2-5).
    Guided bone regeneration (GBR) is a surgical 
technique for bone augmentation, in which a barrier 
membrane is used to provide and keep the space for 
bone regeneration 6-11). In the original GBR, only a bar-
rier membrane was used. In the current GBR, a graft 
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material such as a bone substitute was placed on the 
bone surface or in the bone defect. Then, the graft 
material is covered with a barrier membrane such 
as collagen or synthetic biodegradable polymer 12-18). 
Instead of these degradable membranes, stable mem-
branes of polytetrafluoroethylene (PTFE) or titanium 
are also used clinically 19-21). Whatever the membrane 
is used, the membrane is always placed under the 
periosteum in GBR.
    We have developed a new barrier membrane for 
GBR, which consists of porcine gelatin and beta-TCP 
22). When this membrane was placed on the bone de-
fect of a rat calvaria, new bone was formed not only 
under the membrane but also over the membrane, 
which faced the periosteum. In the previous studies 
of GBR except our study, bone formation on the bar-
rier membrane has not been clearly documented.
    We and others have developed the periosteum 
elevation technique for bone augmentation, in which 
a thin plate was surgically placed under the perios-
teum and then the plate was gradually elevated me-
chanically 23-27). Interestingly, new bone was formed 
in the space between the plate and the bone. In this 
periosteum elevation technique, we observed bone 
formation under the periosteum over the plate when 
we used a plate of biodegradable polymer containing 
hydroxyapatite. However, we could not observe bone 
formation under the periosteum over the plate when 
we used a titanium plate.
    Based on the finding in our previous studies, we 
speculated that the periosteum differently responds 
to the material, which is placed under the periosteum. 
In other words, periosteum could form bone when 
an osteoconductive material was placed under it be-
cause both beta-TCP in the membrane and HA in 
the plate are osteoconductive. Therefore, the aim of 
the present study was to evaluate the subperiosteal 
bone formation on titanium plates with or without 
hydroxyapatite coating.

2. Materials and Methods

Experimental protocols were approved by the Insti-
tutional Committee of Animal Care and Use, Tokyo 
Medical and Dental University. Japanese male white 
rabbits (n=6), weighing 2.9 to 3.2 kg, were used in 
this study. Twenty-four commercially pure titanium 
plates (Grade 4, size: 5 x 5 x 0.5 mm) were used and 
a half of the plates were coated with HA with a spat-
tering method as we reported recently 28). Under the 
certain conditions of the manufacturing, physical and 
chemical parameters of the surface of the HA-coated 
titanium plate were well controlled as the following: 
Ra was 1.25 ± 0.26 µm, Ca/P was 1.72 ± 0.21 µm and 
the thickness of HA was 1.12 ± 0.18 µm. On the other 
hand, Ra of the titanium plate without HA coating 
was 1.13 ± 0.39 µm, which was not significantly dif-
ferent from the one of HA-coated plate.

3. Surgical procedures

Six Japanese white male rabbits, 20 weeks old, were 
used. The animals were anaesthetized preoperatively 
with an intramuscular injection of ketamine (50mg/
kg Ketalar, Sankyo, Tokyo, Japan) and thiopental so-
dium (25mg/kg Rabonal, Tanabe, Tokyo, Japan). The 
surgical area was shaved and disinfected. Then, 1.8ml 
of a local anesthetic (2% xylocaine/epinephrine 1: 
80,000, Dentsply Sankin, Tokyo, Japan) was injected 
into the surgical sites preoperatively.
    Skin incision and subperiosteal dissection were 
done sagittally on the parietal and the tibia bones, 
and the periosteum was elevated. Titanium plates 
with HA were inserted subperiosteally on one side 
of the calvaria and the tibia by facing the surface 
coated with Hydroxyapatite toward periosteum. Ti-
tanium plates without HA were placed on the other 
side of the calvaria and the tibia. The photographs of 
the surgical procedures were presented in Figure 1.
    The periosteum and skin flaps were repositioned 
and sutured. During the observation period, all rab-
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bits were given water and a standard rabbit feed 
ad libitum. All the rabbits were euthanized 4 weeks 
after the surgery with a lethal dose of thiopental 
sodium. The whole cranial bone and tibia with the 
length of 1.5 cm including the plates were dissected 
out and fixed for 2 weeks in neutral 10% formalin 
(Wako Chemical Co., Tokyo, Japan).

4. Micro-computed tomography 
(micro-CT) analysis

After fixation, specimens were scanned via a high-
resolution microcomputed tomography (CT) imaging 
system (SMX-100 CT, Shimadzu, Tokyo, Japan) with 
the tube voltage of 70kV, tube current of 100 µA by 
using 0.2 Brass filter, voxel size of 0.040mm/voxel, 
288 slices, number of projections, 600 and the scanned 
images were analyzed by using three-dimensional im-
age analysis software (TRI/3D-BON, RATOC System 
Engineering Co., Ltd., Tokyo, Japan).

5. Histological Procedures

The specimens were dehydrated in ascending grades 
of ethanol to obtain non-decalcified sections. The 
specimens were embedded in acrylic resin (Techno-
vit 7200; Heraeus Kulzer Japan Co., Ltd., Japan) and 
light-curing was done. Then, the coronal section of 
the calvaria and the transverse section of the tibia 
were prepared with the cutting machine (Exakt, Mes-
mer, Ost Einbeck, Germany) and sandpapers up to 
300 µm in thickness. The sections were stained with 
0.1% toluidine blue and histologically observed under 
a light microscope (Biozero BZ8000-K; Keyence Cor-
poration of America, Itasca, IL, USA).

6. Statistical analysis

All the numerical data was presented as mean value 
and standard deviation. The data were statistically 
analyzed with Mann-Whitney U Test by using a com-
mercial computer program (SPSS Statistics, IBM). P 

values less than 0.05 were considered statistically sig-
nificant.

7. Results

There were no complications and no sign of infec-
tion during the experimental period. During 4 weeks, 
from the surgery to the sacrifice, the body weight of 
the animals did not change. Firstly, all the samples 
were analyzed radiologically with micro-CT. Surface 
and section views of micro CT scanning are present-
ed in Figure 2. The surface of the calvaria was flat 
whereas the surface of the tibia was round. Since the 
titanium plate was flat, the plate on the calvaia was 
stable on the bone surface. However, the plate on the 
tibia did not fit well to the bone surface of the tibia 
and there was more space between the plate and the 
bone surface of the tibia. Both on the calvaria and the 
tibia, new bone formation was evident on the plate as 
radio-opaque object (Fig. 2).
    Based on the images of micro-CT, we measured the 
volume of new bone formed on the plate and the re-
sults were presented in Figure 3. On the tibias, more 
bone formation was observed on the HA-coated tita-
nium plates than the titanium plates without coating 
whereas there was no significant difference of bone 
formation between the two titanium plates on the cal-
varia. Histological images are presented in Figures 4, 
5, 6 and 7. As observed with micro-CT, new bone for-
mation on the plate was histologically observed. New 
bone on the HA-coated plate on the tibia was thick, 
connecting to the basal bone (Fig. 7). On the tibias 
new bone was also observed in the space between 
the plate and the basal bone. Overall, the histological 
findings well corresponded with the results of micro-
CT analysis.
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Fig. 1: Photographs of the surgical procedures.
          (A) Skin and periosteum were reflected on the calvaria. 

(B) On one side of calvaria, a titanium plate with HA 
coating (Black arrow) and on the other side, a titanium 
plate without HA coating (White arrow) were inserted 
below the periosteum. (C) Skin and periosteum were 
reflected on the Tibia. (D) A titanium plate with or with-
out HA coating was inserted below the periosteum of 
right or left Tibia respectively.

Fig. 2:  Micro CT images of the titanium plates on the calvarias 
(A, B, C, D) and the tibias (E, F, G, H). Titanium plates 
without HA (A, B, E, F) and with HA (C, D, G, H). Sur-
face views (A, C, E, G) and section views (B, D, F, H). 
Scale bar = 5 mm. Bone formation on the plates was 
evident.

Fig. 3:  Volume of the new bone on the plates. Volume of the 
new bone on the plates at 4 weeks was measured. 
Means and standard deviations were presented. Mann-
Whitney U Test was applied for statistical analysis. *: 
P<0.05, statistically different.

Fig. 4:  Representative histological images of calvaria and Ti 
plate without HA, stained with toluidine blue. Thin lay-
er of immature bone (IB) on Ti plate (asterisk).

Fig. 5:  Representative histological images of calvaria and 
Ti plate with HA, stained with toluidine blue. Newly 
formed immature bone layer (IB) was observed on the 
surface of the titanium plate (asterisk). 
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8. Discussion

It is well known that periosteum plays important 
roles in bone regeneration after bone fracture 2-5). Fur-
thermore, it has been reported that periosteum con-
tains osteogenic stem cells, which has been proved 
in cell culture experiments 29). The present animal 
experiment also confirmed the osteogenic potential of 
periosteum. Furthermore, the present study demon-
strated that periosteum could produce bone when it 
contacted osteoconductive material.
    In the present study, we inserted the titanium 
plates with or without HA coating under the perioste-
um. Both titanium and HA are osteoconductive; how-
ever, HA is more osteoconductive than titanium 30). 
We had expected that more new bone would form on 
HA-coated titanium plates than non-coated titanium 
plates. Although HA-coated titanium plates stimulat-
ed bone formation compared to non-coated titanium 
plates on tibias, this stimulation was not remarkable 
on calvarias.

    We observed the periosteum of the tibia was much 
thicker than the one of the calvaria. It is likely that 
the periosteum of the tibia contains more cells in-
cluding osteogenic stem cells than the periosteum 
of the calvaria. We also observed radiologically and 
histologically more bone formation beside the plate 
on the tibia than on the calvaria, suggesting that the 
periosteum of the tibia is more osteogenic than the 
one of the calvaria.
    GBR is a unique surgical method for bone augmen-
tation, in which a barrier membrane is inserted under 
the periosteum to keep the space for bone regenera-
tion 31-33). In addition, in GBR, a barrier membrane 
prevents soft tissue invasion to the regenerative site. 
Indeed, GBR is clinically effective and widespread. 
However, in GBR, the periosteum cannot participate 
in bone regeneration although the periosteum is obvi-
ously osteogenic.
    We and others have developed the periosteum 
elevation technique for bone augmentation 23-27,34,35). In 
the periosteum elevation, firstly, the plate is surgi-
cally inserted under the periosteum on the bone and 
then the plate is mechanically elevated gradually. Fi-
nally, new bone is formed in the space between the 
plate and the original bone.
    In the periosteum elevation, we covered the de-
vice with a thin silicone membrane, which completely 
blocked the migration of the periosteum cells to the 
regenerative site. Surprisingly, the space between 
the plate and the basal bone was totally filled with 
newly formed bone 24). It has been also reported that 
in the periosteum elevation, the plate without hole 
produced more bone than the plate with holes when 
the plate was inserted under the periosteum and it 
was gradually elevated. These previous studies clear-
ly demonstrated that the osteogenic cells for bone 
regeneration are recruited from the basal bone not 
from the periosteum, strongly supporting the GBR 
concept: Blocking the invasion of the soft tissue in-
cluding the periosteum with a barrier membrane 
stimulates bone regeneration in the space under the 
membrane.

Fig. 6:  Representative histological images of tibia Ti plate with-
out HA, stained with toluidine blue. Newly formed bone 
(NB) was found on the side of the Ti plate (asterisk).

Fig. 7:  Representative histological images of tibia and Ti plate 
with HA, stained with toluidine blue. More than half 
are of the plate (asterisk) area was covered by newly 
formed bone (NB).
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    In a vertical bone augmentation experiment of 
dogs, after a block of deproteinized cancellous bovine 
bone was placed on the mandibular bone ridge, the 
graft, which was covered with a collagen membrane, 
produced more new bone in the graft compared to 
the graft without a membrane coverage. This finding 
clearly supports the GBR concept. However, when 
a block of deproteinized cancellous bovine bone was 
combined with recombinant platelet-derived growth 
factor (rhPDGF-BB), this combination regenerated 
more bone than the same combination with a colla-
gen membrane coverage 36), suggesting extensive po-
tential of periosteum in vertical bone augmentation. 
Because a block of peproteinized cancellous bovine 
bone, which was combined with rhPDGF-BB, without 
a collagen membrane coverage allowed the perios-
teum to participate in bone regeneration.
    The present study demonstrated that after be-
ing surgically detached from the bone surface, the 
periosteum could produce bone when it contacted 
osteoconductive material. In our previous studies, we 
prepared two GBR membranes: Cross-linked gelatin 
membranes containing beta-tricalcium phosphate 
22) and poly L-lactic acid membranes containing hy-
droxyapatite 37). Since both beta-tricalcium phosphate 
and hydroxyapatite are osteoconductive, the mem-
branes containing these materials are more osteocon-
ductive than the membranes without these materi-
als. Then, we applied these GBR membranes on the 
bone defects of rat parietal bones. These new GBR 
membranes promoted bone regeneration under the 
membranes in the bone defects. In addition, interest-
ingly, we observed new bone formation on these GBR 
membranes, which was not always evident on colla-
gen membranes. Based on the results of these previ-
ous studies and the present study, it is obvious that 
we can incorporate and utilize periosteum in GBR if 
we use an osteoconductive and biodegradable mem-
brane. Therefore, it is highly possible that GBR will 
further evolve by developing an osteoconductive and 
resorbable GBR membrane and by combining with 
signaling molecules, which stimulate cellular prolif-

eration and differentiation.
    Screw shape endo-osseous implants of titanium or 
titanium alloys are clinically effective and currently 
wide spread. However, this shape of implant requires 
enough bone height for stabilizing the implant. On 
the other hand, a sub-periosteal implant, which is an 
old style implant, is placed under the periosteum on 
the bone surface. Although a sub-periosteal implant 
does not require enough bone height, an original sub-
periosteal implant is not stable because the implant 
surface is covered with fibrous tissue. However, it is 
very likely that a sub-periosteal implant is well fixed 
on the bone surface, if the part of the implant, which 
contacts periosteum or bone surface, is coated with 
hydroxyapatite. Therefore, clinical good results of 
HA-coated sub-periosteal implants 38) are not surpris-
ing.
    In the present study we confirmed again that peri-
osteum is osteogenic and potential to produce new 
bone. We believe that utilizing this periosteum poten-
tial will open a new avenue clinically in dental and 
orthopedic fields.
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ディオプサイドのリン酸 8 カルシウム析出特性を応用した
リン酸除去の検討

山本　翔 1），柴田　浩史 2），畑奏　一朗 3），小柳　亮樹 3），野浪　亨 2）

Investigation of the phosphate removal using octacalcium phosphate 
precipitation characteristics on diopside

Sho Yamamoto 1), Hirofumi Shibata 2), Soichiro Hata 3), Katsuki Koyanagi 3), Toru Nonami 2)

Abstract

Octacalcium phosphate (OCP) precipitates on diopside in simulated body fluid. We investigated to remove the 
phosphate in solution containing phosphate by using this precipitation reaction. By immersing diopside sintered 
at different temperatures in a 100 μmol/L phosphate solution, it was found that the diopside sintered at 650ºC 
yielded a removal rate of 91.1% and removed a large amount of phosphate. Surface observation of diopside af-
ter the removal of phosphate confirmed the presence of precipitates on the surface. Further, X-ray diffraction 
analysis of diopside immersed in a 10 mmol/L phosphate solution showed a peak near 32°, which was considered 
to originate from OCP. This is presumed to be due to the superior OCP precipitation ability by adsorption by 
surface hydroxyl groups and consumption of phosphate. From the results of this study, it is expected that the 
synthesized diopside is excellent for phosphate removal and is thus useful as a phosphate-removing material.

Keywords: diopside, octacalcium phosphate, phosphate removal, seed crystal
(J Bio-Integ 8 : 109 - 114, 2018.)
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１．緒　言

　ディオプサイド（CaO･MgO･2SiO2）はケイ酸カル
シウムの一種で，生体内や擬似体液中で表面にリン酸
8 カルシウム（Ca8H2(PO4)6･5H2O，以下 OCP）を析
出する．OCP は加水分解してヒドロキシアパタイト

（Ca10(PO4)6(OH)2，以下 HAp）へ転移する 1-2）．野浪ら

の研究 3）では，ディオプサイドの（001）面に OCP
の（010）面が平行であることから OCP がエピタキシャ
ル成長すると報告している．そして，成長した OCP
は水を含む層を解離して HAp に変化するとしている．
ケイ酸カルシウムは酸性であるので，OCP が析出し
やすい．
　一方，OCP や HAp は農業用の肥料としても有用で
ある 4-5）．そのため，ディオプサイドを利用して析出



● 110

バイオインテグレーション学会誌　第８巻 J Bio-Integ 8 : 109 - 114, 2018.

したOCPやHApも肥料として再利用されうる．現在，
一部の下水処理施設ではリン酸を多く含む処理水に薬
剤や種結晶を添加し，リン化合物を生成することでリ
ン酸を除去・回収している 6-7）．中でも晶析脱リン法
は処理水に塩化カルシウムと種結晶を添加し，種結晶
の表面にリン酸カルシウムを析出する．回収したリン
酸カルシウムは肥料などに利用されている．種結晶に
は骨炭，HAp，ゼオライト等が用いられているが 6-8），
リン酸カルシウムが析出しやすいものが好ましい．
　そこで，ディオプサイドが生体内等で OCP を析出
する特性に着目した．ディオプサイドは OCP 析出能
に優れているため，ディオプサイドを溶液中のリン酸
除去に利用できる可能性がある．本研究では，合成し
たディオプサイドをリン酸を含む水溶液に浸漬し，リ
ン酸を除去することができるのか検討した．また，比
較試料として天然のディオプサイド，下水処理施設
でリン酸除去に使われているポリ塩化アルミニウム

（[Al2(OH)nCl6-n]m，以下 PAC）7），種結晶の１つである
ゼオライト 8）を用いた．

２．材料と方法

2.1）試料作製
　Ca(NO3)2･4H2O，MgCl2･6H2O（ 和 光 純 薬 工 業 製，
試薬特級）各 0.125 mol をエタノール 150 ml に溶解
後，Si･(OC2H5)4（和光純薬工業製，和光特級）を 0.250 
mol 加えて 1 時間攪拌した．攪拌後，80ºC で 24 時
間静置することで固形物を得た．この固形物を粉砕
し て 粉 体 を 得 た 後，650ºC，700ºC，750ºC，800ºC，
850ºC，900ºC で焼成を 2 時間行った．焼成は卓上型
電気炉（アサヒ理化製；AMF-20）を用いて昇温速度
18 ºC/min で行った．本焼成後，乳鉢で粉砕したもの
を試料とした．また，天然ディオプサイド（Mineração 
São Judas製，ブラジル），ゼオライト（日東粉化工業製，
日東ゼオライト 5 号），PAC（多木化学製，PAC-
250A）を比較試料とした．粉末状の試料は全て280メッ
シュのふるいに全通するまで粉砕した．

2.2）各試料の示差熱重量分析及び同定分析
　ゲルを粉砕して得た粉体を示差熱重量分析（DTA-
TG；リガク製，TG 8120）した．室温から 1100ºC ま
で昇温速度 18 ºC/min で加熱した．また，粉末 X 線

回折（XRD；リガク製，MiniFlex）によって本焼成
後の各試料の同定分析を行った．X 線源は CuKα線
を用いた．

2.3）各試料の比表面積測定
　各試料の比表面積を測定した．測定は比表面積測定
装置（モノソーブ MS-21；ユアサアイオニクス製）を
用いて，Brunauer–Emmett–Teller（BET）1 点法で
窒素ガスとヘリウムガスを流して測定した．

2.4）各試料のリン酸除去実験
　モリブデンブルー法 9）を用いて，各試料のリン酸
除去の評価を行った．KH2PO4（和光純薬工業製，試
薬特級）を純粋に溶解し，100 µmol/L のリン酸水溶
液を調製した．リン酸水溶液 100 mL 中に各試料 0.1 
g 加え撹拌して 5，10，15，30 分後にサンプリングした．
サンプリングした各溶液の 20 mL に酸性アスコルビ
ン酸溶液 0.5 mL を加え倒立混合し，2 分後に酸性モ
リブデン酸溶液 0.5 mL を加え倒立混合した．この溶
液試料を 20 分間攪拌した後に分光光度計（U-5100;；
日立製作所製）を用いて 883 nm の吸光度を測定し水
溶液中のリン酸濃度を測定した．また，リン酸除去後
の試料表面の生成物を確認するため，走査型電子顕微
鏡（S-2600N；日立製作所製，SEM）で表面観察を行っ
た．

３．結果と考察

3.1）各試料の加熱変化及び同定分析
　DTA-TG の結果を図 1 に，XRD の結果を図 2 に示
す．200ºC から 500ºC にかけて重量が約 60% 減少し
ている．また，650ºC 付近では熱量に大きな変化が確
認できた．野浪らの研究 10）で，200ºC から 450ºC ま
での重量減少，および DTA 曲線の基線の変動は，水
分の蒸発，脱 OH，CO2 の放出，アルコキシル基の脱
離，燃焼による影響だと報告されている．100ºC から
200ºC にかけて大きな二つの吸熱曲線がみられるが，
出発原料の硝酸カルシウムと塩化マグネシウムの 2 種
類の結晶水の脱離によるものと推定された．500ºC に
かけての重量減少はアルコキシルの脱離による重量減
少と考えられる．500ºC から 700ºC の熱量ピークは，
重量変化が少ないことに加えて発熱反応であることか



111 ●

バイオインテグレーション学会誌　第８巻 J Bio-Integ 8 : 109 - 114, 2018.

ら結晶化によるものと推測できる．
　XRD の結果より，焼成温度が低いとディオプサイ
ドの最強ピークが著しく低くなった．900ºC で焼成し
たディオプサイドの最強ピークに比べて 650ºC で焼
成したディオプサイドの最強ピークは約 1/5 であり，
焼成温度が高くなるとディオプサイドの結晶化度が高
くなった．

3.2）各試料の比表面積
　各試料の比表面積測定の結果を図 3 に示す．表 1 の
ように，ディオプサイドは焼成温度が低いと比表面
積は大きくなり，900ºC で焼成したディオプサイドに
比べ 650ºC で焼成したディオプサイドは約 11.1 倍の
48.5 m2/g となった．焼成温度が 300ºC を超えると有
機物の燃焼に伴う細孔が出現して比表面積が増大した
と報告されている 11-12）．また，Rabinovich は焼成温
度が高くなることで焼結による収縮が起こると述べて
いる 13）．このことから，有機物の揮発に伴って生じ
た細孔が粒子同士の焼結の影響により消え，比表面積
が減少した可能性がある．650ºC で焼成した試料の比
表面積が最も大きく，焼成温度が上昇するに伴って比
表面積が減少したと推測する．

3.3）�焼成温度の異なるディオプサイドのリン酸除去
能の評価

　図 3 に示すリン酸除去実験の結果より，650ºC から
900ºC で焼成して作製した全てのディオプサイドはリ
ン酸を除去した．また，ディオプサイドの焼成温度に

表１： 各温度で焼成したディオプサイドと比較材料の
比表面積

　　　括弧内は焼成温度を示す．
Sample Specific

(Sintering temperature) surface
(m2/g)

Diopside (650ºC) 48.5
Diopside (700ºC) 14.6
Diopside (750ºC) 9.58
Diopside (800ºC) 8.45
Diopside (850ºC) 4.79
Diopside (900ºC) 4.36

Zeolite 78.3
Natural Diopside 1.98

図１： ゾル - ゲル法で合成した試料の DTA-TG 曲線
　　　実線は発熱吸熱反応，点線は重量減少率を示す．

図２： 各温度で焼成したディオプサイドの XRD 図形
　　　丸印はディオプサイドの回折ピークである．
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よるリン酸除去実験開始 30 分後のリン酸除去率を比
較したところ，900ºC では 2.45% であったのに対して
650ºC では 91.1% と 650ºC で焼成したディオプサイド
が最もリン酸を除去した．
　また，図 4 で示すように単位表面積あたりのリン
酸除去量は，850ºC で焼成したディオプサイドが 4.24 
µmol/m2 と最も優れていた．しかし，850ºC の比表面
積は 4.79 m2/g と小さく，単位重量あたりでのリン酸
除去量は 650ºC が 91.1 µmol/g と最も優れていた．
　最もリン酸を除去した 650ºC で焼成したディオプ
サイドの表面観察を行った結果，図 5 で示すように
微量の析出物を確認できた．しかし，XRD 図形から
32º 付近に OCP と思われるピークが確認できなかっ
た．これは水溶液に含まれているリン酸が少なかった
ため，析出物が非常に少なかったからであろう．そこ
で，リン酸濃度が 10 mmol/L のリン酸水溶液に浸漬
したディオプサイドの XRD 図形を図 6 に示す．浸漬
後のディオプサイドからは OCP と推定される小さな
ピークが確認できた．ディオプサイドを溶液に浸漬す
ることにより，材料表面にシラノール（Si-OH）基を
形成する．シラノール基は HAp の不均一核形成を誘
起する 14）．一方でディオプサイドは溶出したカルシ
ウムが周囲の OCP に対する過飽和度を上昇させ OCP
の核形成を促進すると考えられる．よって，溶液中
でケイ素とカルシウムが溶出し，溶液中のリン酸と
ディオプサイドが溶出したカルシウムが反応すること
で OCP を析出したと推測できる．これらのことから，
図 5 にみられるディオプサイド表面の析出物は OCP
であると推測した．
　ケイ酸は酸性で周囲のカルシウムイオンやリン酸イ
オンの濃度を高める．局所のリン酸とカルシウムの
濃度が高いことから，酸性であり，OCP が析出する．
そのときディオプサイドの c 面（001）と OCP の b
面（010）がエピタキシャル（共軸）の関係で析出する．
したがって，ディオプサイドの役目は酸性にすること
と OCP の結晶核の役目である．
　これらのことから，比表面積が最も大きくて生成す
るシラノール基も多いことに加え，ケイ素やカルシウ
ムを多く溶出し，OCP 析出能が優れている 650ºC で
焼成したディオプサイドが最もリン酸除去能に優れて
いたと考える．

図３：各温度で焼成したディオプサイドのリン酸除去率

図４：ディオプサイドの単位表面積あたりのリン酸吸着量

図５：650ºC で焼成したディオプサイドの SEM 画像
　　　(a) リン酸水溶液浸漬前，(b) リン酸水溶液浸漬後

(a)

(b)
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3.4）ディオプサイドと他材料での除去能の比較
　他のリン酸除去能を有する材料とディオプサイド
を 100 µmol/L に調製したリン酸水溶液 100 mL 中に
各材料 0.1 g を浸漬し，リン酸除去率を比較した結
果，図 6 のように，天然ディオプサイドは 10.85%，
PAC は 2.92%，ゼオライトは 3.87% だったのに対し
て，650ºC で焼成したディオプサイドは 91.1% だっ
た．650ºC のディオプサイドはゼオライトの 23.5 倍，
PAC の 31.2 倍，天然ディオプサイドの 8.40 倍の水溶
液中のリン酸を除去した．
　また，ディオプサイド以外の材料はほとんどリン酸
を除去しなかった．図 7 で示すように単位表面積あた
りのリン酸除去量は天然ディオプサイドが 5.48 µmol/
m2 と最も多かった．また，650ºC で焼成したディオ
プサイドより大きい比表面積を有するゼオライトのリ
ン酸除去率が低かった．よって，ゾル - ゲル法で合成
し 650 ºC で焼成したディオプサイドは他の材料に比
べて多くのリン酸を除去した．
　現在，下水処理過程で排水中に含まれるリン酸を回
収する研究 15-16）が進められている．他の酸化物や水
酸化物においてもリン酸除去に関する報告 17）は多い
が，ディオプサイドは上述したように OCP 析出能を
有しているため除去したリン酸を容易に回収できる可
能性がある．そのため，高いリン酸除去率を示した本
研究のディオプサイドはリン酸回収材として非常に有
用であると考えられる．

４．結　論

　本研究ではディオプサイドが生体内や擬似体液内で
OCP を析出する特性を利用し，リン酸水溶液中のリ
ン酸を除去できるのか検討した．
　ディオプサイドは焼成温度によってリン酸の除去率
に変化があり，650ºC で焼成したディオプサイドが除
去率 91.1% と最もリン酸を除去した．ディオプサイド
が OCP を析出することで、溶液中のリン酸は減少する．
　他材料とディオプサイドのリン酸除去率を比較した
結果，650ºC で焼成したディオプサイドのリン酸除去
率が最大であった．ディオプサイドは他材料よりもリ
ン酸除去能に優れた材料であることが確認できた．

図６： 650ºC で焼成したディオプサイドを 10 mmol/L のリン
酸水溶液に浸漬した時の XRD 図形

　　　実線は浸漬前，点線は浸漬後の XRD 図形を示す．

図７： 650ºC で焼成したディオプサイドと他材料のリン酸除去
率

図８： ディオプサイドと他材料の単位面積当たりのリン酸吸着
量
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Development of a dental pocket drug delivery system based 
on temperature responsive polymer by the hot melt extrusion method.

Weeraya Tharanon 1), Takayuki Terukina 2), Yuji Rin 1), Yusuke Hattori 1), 

Jomjai Peerapattana 1), Makoto Otsuka 1)

Abstract

Purpose: Periodontal disease is a chronic inflammatory disease that affects the periodontal supporting tissues 
of teeth. The aim of this study is development of a new local drug delivery system (LDDS) containing salicylic 
acid (SA) or metronidazole (MTZ) to apply in a dental intra- pocket for periodontitis treatment. The new dental 
pocket drug delivery system (DPDDS) can be easily administrated by the periodontitis patient, the oral tissues 
can be return and maintained to a healthy state, so it is useful as a non-surgical local therapy.
Methods: The filaments were prepared by physical mixing of 10 wt% of hydrophilic drug (SA) or hydrophobic 
drug (MTZ) with different kinds of polymers including Soluplus® (SP), and Hydroxypropyl cellulose (HPC). Then 
the filaments were fabricated by the hot melt extrusion (HME) method. We obtained a filament with two kinds 
of shapes in the same weight which are 10 mm length/500 μm diameter and 1.5 mm length/1500 μm diameter. 
Both SA and MTZ were release from filament in simulated saliva was determined by UV-spectrometer. The 
scanning electron microscope (SEM) was used for observed the shape and determined the distribution of the 
drugs on the surface of the filaments.
Results: According to in vitro study, the mechanism of drug release which followed Korsmeyer-Peppas kinetics 
model mostly indicated anomalous (non-Fickian) diffusion. While release kinetic profile which explained the drug 
release rate was followed Higuchi’s kinetics model. The results shown SP made drugs release faster than HPC. 
Comparison between short/thick and long/thin filaments containing MTZ showed the short/thick had slower 
MTZ release than long/thin filament. The SEM images shown some particles of drug distributed thoroughly 
filament which confirmed a solid dispersion dosage form.
Conclusion: These results suggested that filaments of SA and MTZ could be applied for periodontitis treatment 
using this DPDDS.

Keywords: Dental pocket drug delivery system, Soluplus©, Hydroxypropyl cellulose, Hot melt extrusion
(J Bio-Integ 8 : 115 - 121, 2018.)
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1. Introduction

Controlled delivery systems are used to improve 
therapeutic efficacy and safety of drugs by delivering 
them at a rate dictated by the need of the physiologi-
cal environment over a period of treatment to the site 
of action. A wide variety of polymeric materials, ei-
ther biodegradable or non-biodegradable but biocom-
patible, can be used as drug delivery matrices, and 
the choice of polymer is dictated by the requirements 
of the specific application.
    Hot-melt extrusion (HME) is a continuous process 
of converting a raw material into a product of uniform 
shape and density by forcing it through a die under 
high temperature and pressure, thereby making pos-
sible to extrude solids resistant to shear forces 1–3). By 
selecting a suitable exit die, a variety of solid dosage 
forms including granules, pellets, tablets, supposito-
ries, implants, stents, trans- dermal and transmucosal 
systems, and ophthalmic inserts can be produced 2). 
HME does not require the use of solvents and for this 
reason it was first introduced in the pharmaceutical 
industry as an alternative to solvent-dependent pro-
cesses 4). It has certain advantages over traditional 
pharmaceutical manufacturing techniques. Being a 
solvent and dust-free process, it is environmentally 
friendly, and since it is a continuous process, fewer 
steps are involved, which reduces the production cost 
and makes scaling-up easier 3,4).
    The basic HME materials are thermoplastic ma-
trix forming polymeric binders, the properties of 
which influence both the processing conditions and 
the characteristics of the extruded dosage form, such 
as dispersibility of active ingredient, its stability and 
release rate. All components of the hot-melt extruded 
formulation must be thermally stable at the process-
ing temperature, which is usually around 20-30°C 
lower than the melting point of the drug 5). Due to 
the intense mixing during the hot-melt processing, 
and depending on the miscibility of the drug with the 
polymer, different types of solid dispersions may be 

formed, including eutectic mixtures, microfine crys-
talline dispersions or solid solutions (substitutional, 
interstitial or amorphous) 6). In this dispersed state, 
the dissolution of drug can be improved or modified 
and bad taste can be masked by appropriate selection 
of polymer 5).
    Soluplus® (SP) is a novel amphiphilic polymer ap-
plicable for poorly soluble drugs because these drugs 
can be trapped inside micelles 7). Other techniques for 
improving the water solubility of drugs include hot 
melt extrusion techniques, solvent evaporation 8), and 
spray-drying techniques 9).
    Metronidazole (MTZ) is a nitroimidazole derivative 
and it is the drug of option for intestinal amoebiasis 

10). Due to its activity against anaerobic bacteria, met-
ronidazole may be useful in the treatment of peri-
odontal disease 11). Depending upon the indication the 
dosage regimen of MTZ can vary from 250 mg three 
times daily for 7 days to 750 mg three times daily for 
10 days. MTZ is Biopharmaceutics Classification Sys-
tem (BCS) Class I (high permeability, high solubility) 
drug and it is rapidly absorbed with a bioavailability 
higher than 90% 12). However, MTZ bulk is supplied 
as a crystalline solid and the solubility in PBS, pH 
7.2, is approximately 2 mg/ml 13), indicating that aque-
ous formulations containing MTZ are restricted be-
cause apparent solubility in water of this drug is low. 
MTZ is metabolized primarily in liver by oxidation 
and glucoronide conjugation and excreted in urine. 
It has the elimination half-life 8 h 14). Application of 
MTZ-loaded hydrophobic polymer cylindrical shape 
of filaments would help to release of MTZ in the peri-
odontal pocket while targeting the periodontopathic 
bacteria. Numerous matrix-type and polymer coated 
MTZ formulations have been widely explored for use 
as local drug delivery system such as gel, film, fiber 

15) but no attempts have been made to formulate fila-
ments of SP or HPC. The aim of this study was to 
develop a new local drug delivery dosage form of 
MTZ, antibacterial drug, and salicylic acid (SA), an-
algesic drug, as an intra-pocket dental filament for 
periodontitis treatment.
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2. Materials and methods

2.1�Materials
MTZ and SA were selected as a model API. MTZ 
is crystalline, and in the BCS is considered a bor-
derline compound between class I (high permeability, 
high solubility), with a melting point of 159-161°C. Hy-
droxypropyl cellulose L grade (HPC) was donated by 
Nippon Soda Co., Ltd. (Tokyo, Japan). HPC has been 
investigated for the preparation of oral drug delivery 
systems and is one of the most widely used hydro-
philic matrix materials. It can significantly affect the 
release kinetics of MTZ due to its high swellability. 
Once the tablets contact the dissolution media, the 
polymer chain will have relaxed with volume expan-
sion, thus it diffuses into the matrix 16) then, the MTZ 
diffuses out of the system. HPC L grade has an aver-
age molecular weight of 140 kDa and normal viscosity 
of 3.0–5.9 mPa・S. SP was donated by BASF Japan Ltd. 
(Tokyo, Japan) and is a co-polymer of polyethylene 
glycol, polyvinyl acetate, and polyvinyl caprolactame-
based graft with an amphiphilic chemical structure, 
particularly developed for solid dispersions, which 
acts as a polymeric solubilizer. Due to its functional 
groups, it can both solubilize poorly water-soluble 
APIs in aqueous media and act as a matrix polymer 
in solid dispersions 17). All other reagents were either 
HPLC- or analytical-grade.

2.2�Methods
  2.2.1 Formulation
   Various formulations were prepared, in which the 
polymers were used at different ratios. The proce-
dure was divided into two different stages. The first 
strategy was to use a single polymer at 10 wt% of 
the drug load. The second strategy was based on 
the results of the observation test; thus, a combina-
tion of additive blending was used to improve the 
physical texture of the filaments.

  2.2.2 Preparation of mixtures
   Thy physical mixtures were all prepared by vibrat-

ing ball mill and the drug and the polymers was 
ground at a constant vibration rate of 300 rpm for 
20 min in a vibrant-ball mill (MM 200, Retsch Co. 
Ltd., Hann, Germany) by using 17 mm agate milling 
balls.

  2.2.3 Hot melt extrusion process
   Experiments were conducted on a 9 mm Extruder 
developed by ThreeTec (Three- Tec, Seon, Switzer-
land). The extruder is instrumented to control the 
temperature profile along the processing barrel, the 
screw speed, and the feed rate, which simultane-
ously handles the data acquisition. The extruder 
was linked to a 9 mm volumetric dosing feeder (ZE-
9 ECONOMY; Three-Tec GmbH Co. Ltd., Secon, 
Denmark). For this study, screw speed was kept 
constant at 100 rpm.

  2.2.4 Surface morphology of filament
   Surface morphology of the filament was observed 
using scanning electron microscope (SEM) (JSM-
6510LV, JEOL®, Japan), Filament were put on SEM 
stubs with double sided adhesive carbon tape, and 
then coated with carbon under vacuum using Auto 
carbon coater (JEC-560, JEOL®, Japan) to make the 
sample conductive 18). Scanning electron photomicro-
graphs was recorded at x100 magnifications to as-
sure clear images. SEM images of drug-loaded fila-
ments and pure polymer were captured to observe 
the drug distribution and ensure the solid disper-
sion of filaments.

  2.2.5 In vitro drug release of MTZ or SA
   In vitro release of MTZ or SA from the periodontal 
pocket filament formulations was performed using 
simulated saliva (SS) 19) as the dissolution medium 
at 37.0 ± 0.5°C, pH 6.8 (10 mL) with shaking at a 
rate of 100 strokes/min in a water bath shaker (Per-
sonal-11; TAITEC Co., Ltd, Tokyo, Japan). At set 
time-points (10, 30, 60, 120, 180, 240, and 300) the 
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entire dissolution medium of all samples was col-
lected and replaced with fresh SS. The concentra-
tion of MTZ and/or SA from the collected medium 
was measured using a UV-VIS spectrophotometer 
at 320 nm and/or 234 nm, respectively. Solubility 
of Salicylic acid (C7H6O3, Molecular weight; 138) and 
Metronidazole (C6H9N3O3, Molecular weight; 171.1) 
to a water at 25ºC were 2240mg/L and 6400 mg/L, 
respectively 20,21).

3. Results and discussion

3.1��Appearance� and� surface� morphology� of�
filament

In single-polymer formulations, the 10 wt% drug-
loaded SP filament had high stiffness and toughness. 
The 10 wt% drug-loaded HPC filament was too soft 
and flexible with a rough surface, and so it was easily 
broken, and then, 5 wt% of P407 was added as a plas-
ticizer to improve its physical texture of the filament. 
Surface morphology of the filaments were shown as 
Figure1, the pure polymer filament had a smooth sur-
face, but the particles were observed on a surface of 
the MTZ and SA loaded filaments.

3.2��Analysis�of�dissolution�release�mechanism�
from�filaments

According to Table2, the dissolution release mecha-
nism can be indicating from Korsmeyer-Peppas kinet-
ics model as E.1.
    Mt/M∞ = ktn                        (1)

Which Mt is the cumulative drug release at time t, 
M∞ is the cumulative drug release at infinity, k is a 
constant incorporating structural and geometric char-
acteristic, and n shows as release exponent indicate 
the mechanism of drug release. To indicate the accu-
rate value of n, it needs to classify by a drug shape. In 
this case, all filaments have cylindrical shape. A value 
of n = 0.45 indicates Fickian diffusion, 0.45 < n < 0.89 
indicates anomalous or non-Fickian diffusion, n = 0.89 
indicates Case-II transport, n > 0.89 indicates Super 
Case-II transport 22). The release mechanism of F1, F2, 
and F4 can interprets as anomalous or non-Fickian 
diffusion with values of n equal to 0.75 ± 0.15, 0.77 
± 0.20, and 0.55 ± 0.15, respectively. This condition 
can describe by the transportation of drugs from the 
filament with combine mechanisms of drug diffusion 
and erosion of the filament boundary when the poly-
mer swells. While, F3 shows Fickian diffusion with n 
equals to 0.34 ± 0.10. This means that a main release 
mechanism is drug diffusion.

Table1: Composition (%) of the filaments
Ingredient F1 F2 F3 F4

Salicylic acid (SA) <g> 10 10 - -
Metronidazole (MTZ)<g> - - 10 10
Soluplus® (SP) <g> 90 - 90
Hydroxy propyl cellulose 
(HPC) <g> - 85 - 85

Poloxamer 407(P407) <g> - 5 - 5
Total <g> 100 100 100 100

          (a)                     (b)                      (c)

Fig. 1:  Filament image under SEM at 100X magnification. (a) 
Pure SP (b) MTZ-loaded SP filament (c) SA-loaded SP 
filament

Fig. 2: Drug release profile from each filament
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3.3��Analysis�of�dissolution� release� rate� from�
filaments

From the data analysis in Table 2, it was found that 
the drug release kinetic profile from filaments was 
best explained by Higuchi’s equation as E.2
    Mt = A √D(2c0-cs) cst              (2)
Where Mt is a cumulative drug release at time t, A 
is a surface area that system contact to media, c0 is a 
drug initial concentration, cs is the drug solubility in 
the matrix media, and D is the diffusivity of the drug 
molecule in polymer (diffusion coefficient is constant) 
23). From E.2, It can also be written in more general 
form as:
    Mt=k√t                                (3)

Where k is dissolution constant

Correlation coefficient constants of F1, F2, F3, and F4 
were equal to 0.98, 0.99, 0.93, and 0.94, respectively.  
For the initial period, the system has high initial ex-
cess of drug (C0 >> Cs) then, k equal to A√2c0Dcst .
The drugs located on the filament surface will release 
first.

The drug particles located on the filament surface 
were dissolved and released at the initial period. And 
then, when the time passed, drugs would be slowly 
diffused from an inside of the filament, while drug 
concentration at near surface of the filament would 
be slowly decreased 21). This suggested that the drug 
release amount was proportional with the square root 

Table 2:  Release parameters from each formulation 
using Korsmeyer-Peppas and Higuchi kinet-
ics model. (Mean ± SD, n=3)

Formula-
tion

Korsmeyer-Peppas kinetics 
model 

Higuchi kinetics 
model

Release 
exponent 

(n)

Kinetic 
constant 

(k)
(min-n)

Correla-
tion coef-

ficient 
(r2)

Dissolution 
constant 

(k, %min-1/2)

Correla-
tion coef-

ficient 
(r2)

F1 0.75 ± 0.15 0.49±0.07 0.99 64.30 ± 2.23 0.98
F2 0.77 ± 0.20 0.40±0.05 0.99 53.67 ± 3.43 0.99
F3 0.34 ± 0.10 0.80±0.04 0.97 52.71 ± 8.38 0.93
F4 0.55 ± 0.15 0.58±0.07 0.96 51.44 ± 7.39 0.94

of time, and the drug release rate was slower when 
the distance for diffusion increase 20). Drug release 
rate constant (k) of the F1 and the F2 filaments of SA 
were 64.30 ± 2.23 %min-1/2 and 53.67 ± 3.43 %min-1/2, 
respectively, and that of F1 was significantly larger 
than F2, (p = 0.008). While for MTZ, k values of the 
F3 and the F4 were 52.71 ± 8.381 %min-1/2 and 51.44 
± 7.388 %min-1/2, those were not significantly differ-
ent (p = 0.43). Solubility of SA and MTZ are 2240 and 
6400 mg/L at 25ºC, respectively. However, SP and 
HPC are both water soluble polymer, while SP (very 
soluble) is more soluble than HPC (soluble) in general 
22). The present result suggested that drugs released 
from the MTZ and SA loaded SP filaments were fast-
er than those of the HPC, due to the solubility prop-
erty of polymers which SP higher than HPC. While 
the MTZ release rate at first stage (F3 and F4) were 
higher than SA (F1 and F2) which shows in Figure2. 
This phenomenon occurred in consequence of the ini-
tial burst effect of MTZ which had higher solubility 
than SA. And the properties of HPC which is natural 
cellulose that can be relaxed after contact to dissolu-
tion media then it became swollen, including the fact 
that F2 and F4 formulation composed of HPC with 
P407 exhibited as a reverse thermo-gelation. In nor-
mal temperature, it is suggested that HPC with P407 
was easily dissolved in water then higher the temper-
ature was lower the water solubility. Then polymer-
polymer interaction became stronger 24). Likewise, SP 
is a thermal sensitive polymer as well. In room tem-
perature, SP dissolve in water easily but after the 
temperature rise up above the low critical solution 
temperature (LCST), such as 37◦C the viscosity of 
SP rapidly increased and become gelation 25). On the 
other hand, swelling capacity compared between SP 
and HPC are limited. From these results, it deter-
mined that HPC with P407 released drugs slower 
than SP, due to higher swelling capacity of HPC. The 
swollen polymer by the time passed referred to the 
increasing of contact area to the media, more water 
could invade the filament and consequently increased 
drug release amount.
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3.4��Shape�effect�on�the�dissolution�rate�con-
stants�of�the�filaments

The comparison between different shapes of the fila-
ments was control with the weight (2.3-2.8 mg) with 
F3 formulation resulting as 10 mm length/500 μm di-
ameter (long/thin) and 1.5 mm length/1500 μm diam-
eter (short/thick). From Table3, both thin/long and 
short/thick release kinetic profile fitted to Higuchi’s 
kinetics model with correlation coefficient 0.94 and 
0.99, respectively. While k value of long/thin was 
higher than short/thick (68.16 ± 1.94 mg▪min-1/2 and 
47.09 ± 2.19 mg▪min-1/2, respectively) significantly (p 
= 0.00064). These results can explain by the fact that 
followed the Noyes-Whithey equation 26) as E.4:

    dm = A D (Cs-Cb)                 (4)     dt        d

Where dm/dt is solute dissolution rate (Kg*s-1), m is 
mass of dissolved material (kg), t is time (s), A is sur-
face of the solute particle (m2), D is diffusion coefficient 
(m*s-1), d is thickness of the concentration gradient 
(m), Cs is particle surface (saturation) concentration 
(kg or moles/L), and Cb is concentration in the bulk 
solvent/solution (kg or moles/L). This suggested that 
the higher of the thickness, the lower of dissolution 
rate. While surface area that calculate from the E.5 27).
    Sw= 2πr2 + πdh                    (5)
Where Sw is surface area (mm2), r is radius (mm), d is 
diameter (mm), and h is height (mm). The calculation 
shows the surface area of long/thin filament approxi-
mately 16.1 mm2 and short/thick approximately 10.6 
mm2. It can conclude that the higher of surface area, 
the higher of dissolution rate 26).

4. Conclusion

Intra-pocket dental filament of SA and MTZ were 
achieved from different polymer formulations includ-
ing SP and HPC with P407 fabricated by HME. The 
release mechanism most likely was anomalous (non-
Fickian) diffusion, indicating the swelling and erosion 
of polymer were involved in drugs release process. 
Drug release kinetic profile was adjusted to deter-
mine the release rate from filaments, it shown the 
best fitted to Higuchi’s kinetics model. This was sug-
gested that drugs released related to square root time. 
And drug releasing from SP was faster than HPC ac-
cording to its solubility and swelling ability. Filament 
shape was also affected a release rate of drugs. Long 
and thin filament led to increase of surface area and 
faster of dissolution rate. To confirm their therapeu-
tic effect for periodontal treatment, both in vivo and 
clinical studies are needed for further investigation.
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Table 3:  Release parameters from MTZ filament with 
different shape using Higuchi kinetics model. 
(Mean ± SD, n = 3)

Formulation Dissolution constant
(k, mg ▪ min-1/2)

Correlation 
coefficient (r2)

Long/Thin
(Sw=16.1 mm2) 68.16 ± 1.94 0.94

Short/Thick 
(Sw=10.6 mm2) 47.09 ± 2.19 0.99

Fig. 3:  MTZ release profile from SP with different shape filament
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Si 含有リン酸カルシウム薄膜の作製と細胞接着性評価

越生　康寛 1），長山　和亮 1），後藤　哲哉 2），尾関　和秀 1）

Preparation of Si-containing calcium phosphate thin film 
and evaluation of cell adhesion

Yasuhiro Koshio 1), Kazuaki Nagayama 1), Tetsuya Goto 2), Kazuhide Ozeki 1)

Abstract

Ti implants have been used primarily for current dental implants．However the peri-implant inflammation is a se-
rious ploblem．In order to improve the adhesion between the abutment and the epithelium，Si-containing calcium 
phosphate thin film containing Si-Ca-P was coated on Ti using sputtering method from a mixture of hydroxy-
apatite and SiO2 as a target．Then，cell adhesion on the thin film was evaluated．Mouse embryo derived fibroblasts 
(NIH-3T3) were seeded on Si-containing calcium phosphate thin films．After 48 hours of cell seeding, fluorescence 
image of cells and the number of attached cells were observed using a microscope．
    As a result，the number of attached cells on the Si- containing calcium phosphate thin films increased with 
increasing Si content，and reached a maximum of 46 (cells/frame) on the film with 30% of SiO2 /SiO2 +HA 
target．Then the number of attached cells decreased to 24 (cells/frame) with the film with 100% of SiO2 target．

Key words: 歯科インプラント，インプラント周囲炎， 生体活性ガラス
(J Bio-Integ 8 : 123 - 126, 2018.)
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１．諸　言

　現在の歯科インプラントは，Ti によるインプラン
トが主流であるが，様々な問題も存在する．その中で
も，インプラント周囲に発生する炎症性疾患であるイ
ンプラント周囲炎が，近年大きな問題となっている
1,2）．インプラント周囲炎とは，口腔内，歯周ポケット，
インプラント周囲溝およびフィクスチャーとアバット

メント間のマイクロギャップに細菌が侵入する．その
結果，分子生物学的手法および細菌の感染により，機
能的に骨結合が得られたインプラント体囲に生じた炎
症によって，インプラント周囲の支持骨が喪失してく
る病態を示すものである 3,4）．インプラント周囲炎の
症状としては，インプラント周囲粘膜の発赤・膨張，
出血，排膿，歯槽骨吸収などが認められ，重症例にな
るとインプラント体の動揺が見られるようになる 5）．
歯科インプラント治療の普及により，インプラント周
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囲炎の患者数は年々増加傾向になっていくと思われる
2）．しかし， 現在インプラント周囲炎に対する十分な
治療法は確立されていない 5）．インプラント周囲炎の
原因の一つとしては，Ti インプラントの歯肉と接す
るアバットメント（支台）部と，歯肉（付着上皮）と
の接着性が不十分であることなどが挙げられる 6）．Ti
に比べガラスはラット口腔上皮（OE）細胞を用いた
実験で，細胞の接着性が優れていることが確認され
ている 7）．更に，SiO2（シリカ）系ガラスにカルシウ
ム（Ca）やリン（P）を含有させた生体活性ガラスは，
歯肉との接着性が良いことなどが臨床的に確認されて
いる 8-10）．
　本研究では，アバットメント部と歯肉との接着性の
向上を目指し，均一かつ緻密な膜が作成可能であるス
パッタリング法により SiO2 に Ca と P を含有させた，
Si 含有リン酸カルシウム薄膜を Ti 基板上にコーティ
ングし，作製した薄膜の細胞接着性を評価した 10）．

２．材料と方法

１）試料作製
　コーティング法としてスパッタリング法を使用し，
試料表面に Si 含有リン酸カルシウム薄膜を作製した．
ターゲットには P と Ca を供給するため，ハイドロキ
シアパタイト粉末（HA：㈱太平化学産業）を用い，
SiO2 粉末（㈱高純度科学研究所）と混合し作製した．
その際，HA 粉末に対する SiO2 の質量比が 0%（HA
薄 膜 ），10%，30%，50%，70%，100%（SiO2） と な
るように，アセトンを溶媒として湿式混合した．ス
パッタリングに使用する成膜装置には SPF-210HD（㈱
キャノンアネルバ）を使用した．Ar ガス圧力 0.5Pa，
放電電力 100W を成膜条件とし，Ti 基板（10mm ×
10mm × 1mm）へ膜厚 1µm の薄膜を作製した．SiO2

の質量比が 0% である HA のみの薄膜は，成膜した時
点では，溶解性が高いため，HA のみの薄膜では，後
述する水熱処理法を用いて薄膜を溶解しにくくする必
要がある．条件を各試料の間で統一するために，他
の SiO2 の質量比が 0% でない試料においても，同様
に水熱処理を行った．水熱処理は，温度 120℃，圧力
0.2MPa，時間は 24 時間行った．各試料はコントロー
ルである Ti，ガラス（10mm × 10mm × 1mm），に
加 え て SiO2-0，SiO2-10，SiO2-30，SiO2-50，SiO2-70，

SiO2-100，SiO2-100-N（水熱を行わない試料），とした．
（表１）

２）各試料の細胞培養試験
　Si 含有リン酸カルシウム薄膜における細胞接着性
試験を行った．コントロールとして Ti 基板及びガラ
ス基板を用いた．マウス胎児由来線維芽細胞（NIH-
3T3）を表１の各試料上に細胞密度が6～7×105（cells/
ml）となるように播種し，培養液には D-MEM（富
士フィルム和光純薬㈱）を用いた．温度は 37℃で 48
時間培養を行った．培養後，細胞核と細胞骨格それ
ぞれについて AlexaFlour546（Molecular Probes Ⓡ），
Hoechst 33342（Molecular Probes Ⓡ）を用いて蛍光
染色を行った．染色後，倒立型顕微鏡（IX71-Olympus）
を用いて，各試料表面を無作為に，蛍光画像を観察・
撮影し，画像処理ソフト（ImageJ）を用いて画像処
理を行い観察面積（409µm × 409µm）あたりの細胞
接着数を確認した．（表２）

表１：各試料条件

Sample Hydrothermal SiO2/(SiO2+HA)
： Mass ratio

Ti × -

Glass × -

SiO2-0 ○ 0%

SiO2-10 ○ 10%

SiO2-30 ○ 30%

SiO2-50 ○ 50%

SiO2-70 ○ 70%

SiO2-100 ○ 100%

SiO2-100-N × 100%

表２：細胞培養条件

Cell NIH-3T3

Cell density 6～7×105 (cell/ml)

Medium D-MeM (2ml)

Culture Period 48h
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３．実験結果

１）細胞形態観察
　図１に蛍光観察写真の結果を示す．細胞骨格を緑
で，細胞の核をマゼンタで示している．全ての試料に
おいて，播種したサンプル上の細胞がアクチンの伸展
が確認でき，細胞同士が結合している様子が見られた．
SiO2-10，SiO2-30 SiO2-70 では，細胞が活発に増殖し，
紡錘形となった細胞が試料上全体に他のサンプルと比
較して多く確認され，コンフルエントな状態であるこ
とが確認された．

２）細胞接着数
　細胞接着数の結果を図２に示す．各試料の観察面積
あたりの細胞核数は，Si 含有リン酸カルシウム薄膜で，
Si 含有量の増大とともに，細胞接着数が増大する傾
向が見られ，SiO2-30（46 個 /frame）で最大を示し，
それ以降では減少した．
　SiO2-50 では SiO2-100 と同数の低い接着数（24 個 /
frame）となった．
　また，Ti と Si 含有リン酸カルシウム薄膜では，Ti
と SiO2-10，30，50，70 の 4 つの試料間にそれぞれ有
意差（P<0.05）が認められた．

図１：蛍光観察写真

４．考　察

　細胞は，培養する基材に，細胞の仮足を接着させて
おり，この細胞の接着点と培養基材の親和性が，細胞
実験において重要となる 11）．
　今回は図１～２より，Ti やガラスと比べて Si 含有
リン酸カルシウム薄膜は，細胞接着性が全体的に高い
傾向が見られた．
　吉本らによる報告 12）では，本実験で使用された試
料のように Si，P，Ca を含んだ CaO-P2O5-MgO-SiO2-
CaF 系結晶化ガラスプレート上で，培養したヒト歯
肉由来の上皮細胞（Ca9-22）が，24 時間以内に試料
に接着し，集塊を形成しつつ良好に増殖したことが確
認されている．
　また，尾口らによる報告 13）でも，生体活性ガラス
の一つで，Si，P，Ca を含有している RKKP ガラス上に，
ヒト歯肉に由来する HGE-15 細胞がチタン等と異なり
細胞と試料が，直接結合することが TEM 観察により
確認され，細胞と試料の結合がチタン等と比較して強
固であることが確認されている．上記の報告から Si，
Ca，P を含んだガラスは，線維芽細胞に対する接着
性が良好であることが確認できる．しかし，そのメカ
ニズムの詳細は明らかになっておらず，今後の研究の
進展が待たれる．
　本研究で Ti やガラスと比較して Si 含有リン酸カル
シウム薄膜の細胞接着性が，全体的に高い傾向が見ら
れたことについては，Si，P，Ca を含む Si 含有リン

図２：細胞接着数
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酸カルシウム薄膜に，生体活性ガラスで確認されてい
るような，良好な細胞の接着性が発現したためと考え
られる．
　一方，試料表面の粗さによって細胞の増殖速度，細
胞の機能を左右する細胞の形態に影響が現れること
も，細胞実験によって確認されている 11,13）．
　今回は試料表面の粗さなどについては考慮していな
いが，今後はさらに広い範囲で細胞の接着性の要因を
定め，細胞の接着する機構の解明を行っていく必要が
ある．

５．結　論

１） Ti やガラスと比べて Si 含有リン酸カルシウム薄
膜は，細胞接着性が全体的に高い傾向が見られた．

２） 含有する Si が増加していくと，細胞接着数も増
加し，SiO2-30 で最大を示した．しかし，含有す
る Si が SiO2-30 より増加していくと，細胞接着数
は減少していく傾向が見られた．
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抄　録

　現在の歯科インプラントは，インプラント周囲炎が，
大きな問題となっている．インプラント周囲炎の対策
として，アバットメント部と歯肉との接着性の向上を
目指し，Si 含有リン酸カルシウム薄膜を Ti 上にコー
ティングし，作製した薄膜の細胞接着性を評価した．
　細胞接着数の結果から，各試料の観察面積あたりの
細胞核数は，Si 含有量の増大とともに，細胞接着数
が増大し，SiO2-30 で 46（個 /frame）と最大を示した．
さらに Si が増大すると接着数が減少し，SiO2-100 で
24（個 /frame）となった．
　また，SiO2-50 では 24（個 /frame）となり，SiO2-
100 と同数の低い接着数となった．
　今回，Ti に比べ，Si 含有リン酸カルシウム薄膜は，
細胞接着性が高い傾向が見られた．SiO2 系ガラスに
Ca や P を含有させた結晶化ガラスは，歯肉との接着
性が良いことが臨床的に確認されているため，今回の
Si 含有リン酸カルシウム薄膜においても良好な結果
が得られたのだと考えられる．
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●症例報告

上顎臼歯部欠損症例においてステップアダプテーション・テクニック
を用いた症例

杉澤　満 1），尾関　和秀 2）

Clinical evaluation of case by Step Adaptation Technique for 
Maxillary molars

Mitsuru Sugisawa 1), Kazuhide Ozeki 2)

Abstract

The Primary stability of an implant after its implantation has a large impact on its subsequent osseointegration. 
Therefore, the way in which implant body is mechanically connected with the bone for achieving its initial fixa-
tion is important.
    In a patient with a missing maxillary posterior tooth, a Step Adaptation Technique was used in which the 
implant body is implanted by stepwise changing the drill diameter, using a TS type µ-one HA implant. As a re-
sult, finite element analysis indicated that the implant body was fixed at the entire circumference of the fixture 
in bone, suggesting that more robust initial fixation might be achieved with this method.

Keywords： Primary stability， Step Adaptation Technique， Finite Element Method
(J Bio-Integ 8 : 127 - 131, 2018.)
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１．緒　言

　インプラント植立後の初期固定（Primary stability）
は，その後の骨結合（Osseointegration）に大きな影
響を与える 1）．この獲得には，インプラント体と骨の
機械的嵌合をどのように得るかが重要であると考え
る．本稿では，上顎臼歯部欠損症例に対してミューワ
ン HA インプラント TS タイプを用い，段階的にドリ

ル径を変えて植立するステップアダプテーション・テ
クニック（Step Adaptation Technique：以下 SAT 法）
を考案し，経過良好な症例を経験したので報告する．

２．症例の概要

　患　者：54 歳女性
　初　診：2012 年 3 月
　主　訴：上顎右側臼歯部の腫脹
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　既往歴：高血圧症（降圧薬服用中）
　全身所見： 体格は中等度で栄養状態は良好であった．
　X 線所見： 6│のインプラント体撤去後 2 ヵ月のデ

ンタル写真（図 1）．
　　　　　　 CT 画像より上顎骨洞底部までの距離は

5.81mm あった（図 2）．
　 使用インプラント：ミューワン HA インプラント

　TS50-08-06（山八歯材工業社）を植立した（図 3）．
　CT 画像：植立 1 週間後の CT 像を示す（図 4）．
　　 術後約 1 ヵ月で上部構造を装着時のデンタルエッ

クス線写真を示す（図 5）．

図 1： インプラント植立時（インプラント体撤去後 2 ヵ月）の
デンタルエックス線写真

図 2： 術前の CT 画像

図 3：植立直後のデンタルエックス線写真

図 4： 植立 1 週間後の CT 像

図 5：上部構造装着時のデンタルエックス線写真
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３．SAT 法の手順

図 6a：2932 を用い上顎骨洞底部直下までドリリング

図 6b：植立窩の形状

図 6c： 3.00mm のリフティングドリルを用い徒手にて上顎洞底
粘膜の挙上を行う

図 7a： 4145 のステップドリルで洞底骨部分を直下まで形成

図 7b：3 段階の植立窩が形成される

図 7c：インプラント体の植立
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　上顎臼歯部欠損症例に直径 5.00mm のインプラン
ト体を植立する手順を示す．まず，通法に基づき歯
肉切開・剥離を行った後，ミューワンステップドリ
ル 2026・2629・2932（山八歯材工業社）で洞底骨に
達することなくドリリングをした（図 6a-b）．その後，
3.00mm のリフティグドリル（株式会社マイクロテッ
ク社）を用い徒手にてゆっくり洞粘膜を 3.00mm 程度
挙した（図 6c）．そして，直径 5.00mm のインプラン
ト体より 0.50mm 小さい 4145 までドリリングを行っ
た（図 7a）．このドリル法により，植立窩は先端から
3.00 → 4.10 → 4.50mm の 3 段階の段階的なステップが
形成される（図 7b）．その部分に，インプラント体を
植立した（図 7c）．この手法は，ドリルが先細りの段
差を持つステップドリルを用いるため中心軸がズレに
くい特徴がある．

４．応力分布の結果

　本症例のインプラント体の応力分布を解析するた
め，有限要素解析（Finite Element Method：FEM）2）

を用いた．CAD により通常ドリル孔と SAT 法によ
るドリル孔を模した上顎モデルの一部とインプラント
体を作製し，上顎モデルにインプラントを挿入したモ
デルとして検討した．インプラント体には 100N の垂
直荷重を付加してシミュレーションを行った．図 8，
9 はその結果を示し，赤色に近づくほど応力値が高い
ことを表している．図 8 の結果から，通常のドリル法
では，プラットフォーム付近に応力集中（赤色）して
いた（図 8）．一方，SAT 法では，インプラント体のフィ
クスチャー周囲（赤色）に応力が集中していた（図 9）．

５．考　察

　インプラント体の固定は初期固定と二次固定の和に
よって定義づけることができる 3）．植立後の初期固定
は，機械的な嵌合により得られ，術後 4 週間で急速
に減弱する 4）．それに相対して，インプラント体骨接
触部では骨芽細胞による新生骨の形成が始まり，約
3 週間で機械的な安定から生物学的安定（Secondary 
stability：二次固定）を得る 5, 6）（図 10）．したがって，
この時期は二次固定を促進するまでの重要な時期であ
り，植立直後から強固な初期固定を獲得することが，
生物学的安定を獲得するために有効であり，インプラ
ント治療成功の重要な要素と考える．
　初期固定を獲得するため因子としては，骨質と骨量，
インプラント体の形状，植立窩の形状，フィクスチャー
部（Fixture）の表面性状等が挙げられる 7）．近年では，
初期固定を得られやすいマイクロデザインと，二次固
定が得られやすい表面性状・形状がさらに改良されて
いる．
　今回考案した SAT 法は，ステップドリルの特徴を
生かして段階的なステップ形成をすることにより，植
立窩がインプラント体の形状に適合し初期固定を獲得
することができる．本症例のように洞底骨が上顎洞に
近接した症例においては，初期固定はより重要となる
が骨質等の問題のため獲得しにくい状態であった．こ
の症例に SAT 法によるステップ形成を行い，TS タ
イプのインプラント体を植立することによって，フィ
クスチャー部のテーパーが骨孔に適合する．これによ
り，インプラント体には強い固定力が生じる．本症例

図 8：有限要素解析による通常のドリル孔の応力分布 図 9：SAT 法の応力分布
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Weeks

図 10：初期固定と二次固定の Stability dip

では，植立時の骨質も悪く初期固定が得づらい症例に
もかかわらず，機械的嵌合により十分な初期固定を獲
得することができた．そのため，術後約 1 ヵ月で上部
構造の装着が可能となり，経過良好な予後を得た．
　FEM 分析の結果，通常のドリル孔ではプラット
フォーム付近でインプラントが強く固定されているの
に対し，SAT 法のドリル孔ではインプラント体がほ
ぼ全ての位置で固定されていることが確認できた．こ
れより SAT 法によるインプラント植立は，より強固
な初期固定が獲得でき，早期の Osseointegration を
得るためには有効であることが考えられる．

６．結　語

　上顎臼歯部欠損症例においてステップアダプテー
ション・テクニックを用いた結果，有限要素解析によ
り通常のドリル法と比較してインプラント体のほぼ全
ての位置で固定されていることが確認され，より強固
な初期固定が得られる可能性が示唆された．
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抄　録

　インプラントの植立後の初期固定は，その後の骨結
合に大きな影響を与える．初期固定の獲得には，イン
プラント体と骨の機械的嵌合をどのように得るかが重
要であると考える．
　本症例は，上顎臼歯部欠損症例においてミューワ
ン HA インプラント TS タイプを用い，段階的にドリ
ル径を変えインプラント体を植立するステップアダプ
テーション・テクニックを適用した．その結果，有限
要素解析により通常のドリル法と比較してインプラン
ト体のほぼ全ての位置で固定されていることが確認さ
れ，より強固な初期固定が得られる可能性が示唆され
た．

キーワード： 初期固定，ステップアダプテーション・
テクニック，有限要素解析
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●海外レポート１

2018 年 Academy of Osseointegration, Los Angeles に参加して

朝波　惣一郎

　国際医療大学客員教授

　 ヨ ー ロ ッ パ で 毎 年 秋 に 開 催 さ れ る European 
Association for Osseointegration（EAO）会議は、イ
ンプラントに関する基礎的な研究発表が多い。それに
比較して、私が今回参加した毎年春に米国で開催され
る Academy of Osseointegration（AO）会議は、臨
床的な発表が多い。それらは帰国してすぐに応用でき
る外科的なテクニックが中心なのが特徴である。
　本年の AO は、2 月 28 日から 3 月 3 日にかけて米
国カルフォルニア州ロサンゼルスにて開催された。会
場は、新しく再開発されたダウンタウンのコンベン
ションセンターで行われたが新しいブロックで会場が
分かりにくく、私たちは車で迷って周囲をぐるぐる
回ってしまった。

写真１．会場風景

　 今 回 の メ イ ン テ ー マ は、“Inspiring imagination 
enhancing health”で Dr.Michael R. Norton を大会長
として開催された。大会初日の午前中は各大手インプ
ラントメーカー主催の講演で会場が分けられているた
め一部しか覗き見ることしか出来なかったが、人工骨
だけでなくすでに人工軟組織まで開発されていた。
　オープニングシンポジウムとして Dr.Stephen Ohen に
よる“Contemporary Concept of Socket Wound Healing”
の講演があり、抜歯窩の唇側歯槽骨の吸収には Bundle 
bone が極めて重要で、シャーピー線維の付着した歯槽
骨を残すためには歯根をシェル状に残してインプラン
トを埋入するというソケットシールドテクニック」を
紹介していたが私にはトライする度胸もテクニックも
ないと感じた。この日、E.Poster の Presentation があ
り三田病院の佐藤豊彦先生の発表があったが会場には
聴衆が少ないのは例年通りであった。

写真２．ポスター会場
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　2 日目には私の最も興味のある“The Edentulous 
Posterior Maxilla: Short implant vs Sinus Graf” が
取り上げられていたが、それぞれの演者が外科が得
意か、補綴が得意かで議論が分かれ当然ながら結論
が出なかった。夜は Microsoft Square で President’s 
reception party がありハリウッドスターのそっくり
さん（写真３）の出迎えにより、ワイン、ビールで盛
り上がった。ちなみに演奏も The Beatles のそっくり
さんであった。

写真３．

　大会最終日には、Dr.Mehrdad Favgehi が Psychi-
logical Stress: The impact on Wound Healing と題し
た講演でボランティアの学生で試験中と夏休み中に分
け、口蓋粘膜に創傷を与え、治癒の状態を比較したと
ころストレスのない夏休み中に比較して試験の時期で
は 40% の治癒遅延が認められ、さらに免疫能を示す
Pro-inflamatory cytokines（IL-1）の値も減少してい
たことが示された。精神的ストレスが臨床的に創傷治
癒に影響を与えるだけでなく免疫にも関与するという
極めて興味深い講演であった。
　3 日間の本会を通して感じたことは、従来にない新
しい内容が盛り込まれたより想像力・発想力を必要と
する講演が多く、デンタルインプラントのメインテー
マにふさわしい大会であった。
　次回は、2019 年 3 月 13 日～ 16 日に Washington 
DC で開催される予定である。
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●海外レポート２

国際学会参加紀行

American Academy of Esthetic Dentistry（AAED：米国歯科審美学会）
第 43 回学術大会 2018 に参加して

近藤　尚知

　岩手医科大学　補綴・インプラント学講座

AAEDについて：
　American Academy of Esthetic Dentistry（AAED）
は，日本ではあまり知られていないかもしれません
が，Greater New York，Pacific Coast Society for 
Prosthodontics と並んで，全米で最も権威のある学会
のひとつです．そして，その名を読んで，審美歯科
を専門とする歯科医師の集まりのように思いがちで
すが，本質は全く違うところにあります．AAED は，
結果としての審美だけを評価するのではなく，「歯科
審美を達成するためのあらゆる臨床技術の向上」を目
的とした学術団体です．また，だれでも参加できるわ
けではなく，正会員になるためには厳しい審査があり，
さらに学術大会参加に際しても代議員クラスの推薦が

必要という規約があります．日本では想像もしないく
らい，格式を重んじているという印象も受けますが，
学会の質を担保するためのひとつの手段ということの
ようです．

AAED第 43回学術大会：
　2018 年の学術大会は，8 月 2 日～ 4 日の日程で，米
国カルフォルニア州の Rancho Palos Verdes にある
TERRANEA RESORT で開催されました．今回の
テーマは，“THE STARS ARE ALIGNED: SHAPING 
THE FUTURE OF EXELLENCE IN ESTHETICS”
と銘打って，全米だけでなく海外からも気鋭の講師を
招聘し，歯科審美達成のための先進的技術が多数紹介
されました．また，企業展示の会場には，まだ日本で
は提供されていない最新鋭の機器や画期的な材料など

  会場と周辺の景色
AAED 開会の様子．
メインテーマは，THE STARS ARE ALIGNED．
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が多く陳列されていました．本学術大会の会場は海辺
のリゾート地に建つホテル内に設営され，休憩時間は
心安らぐ景色と周りの雰囲気でたいへんリラックスで
き，オンとオフの切り替えが気持ちよくできる恵まれ
た環境でした．
　この学会の特徴として感じたのは，歯科医師だけで
なく，歯科技工士，関連企業の方たちの参加が多いと
いう点です．確かに，歯科における審美を達成するた
めには，歯科医師の技術だけではなく，歯科技工士の
能力に頼るところが大きいのも事実です．さらにジル
コニアやチタンを加工して用いるのが通法となった近
年は，その加工機を開発するメーカーの力も必要不可
欠であることを考慮すれば，この参加者の比率も必然
なのかもしれません．

学術企画について：
　今年の学術大会における，企画は多岐にわたり，イ
ンプラントの外科処置と補綴に用いる材料に関する講
演は，日本では認可されていない材料も含まれている
こともあり，かなりインパクトがありました．また，
デジタルテクノロジーを応用したインプラントの検査
方法と診断についても紹介されました．こちらは私も
専門とするところで，手前味噌ですが，日本のほうが
緻密さで優っているのではないかと感じました．本学
会の最後の講演は，アメリカ在住の日本人歯科技工士
が講演することになっていました．これも日本の学会
ではあまりないことで，技工士の果たす役割が大きい
ことの現れでもあると感じました．

GALA�Party：
　最終日には GALA Party が開催され，会期中の疲
れを癒しながら，各地から参加した歯科関係者の方々
との懇親を深めました．男性はタキシード，女性はド
レスという点も学会の格式の高さを示していることに
なるのだと思います．私どもは普段着る機会がほとん
どないため，レンタルのタキシードを持参して参加し
ました．パーティーの際には表彰式もあり，高く評
価された論文とポスター発表の演者等，受賞者の名
前が読み上げられ，会場前方で皆に紹介されました．
幸運なことに，当講座の塚谷顕介の発表が，Poster 

デジタルポスター・プレゼンテーション
塚谷顕介先生（岩手医科大学）は，デジタル・デンティストリー
を応用し，顎運動解析と CAD/CAM とを統合した新しいクラ
ウン製作法を発表．

特別企画：
英語での症例報告後，John Kois 先生のからコメントをもらう
佐分利先生（名古屋市開業）
坪井先生（左：元京都大学医学部口腔外科准教授）と吉永先生

（熊本県開業）は毎年，AAED に参加．
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Award 1st Place（第 1 位）受賞の栄誉に輝きました．
同席していた日本から参加の先生や技工士の方たち
も，「日本人初の快挙だ．」と自分のことのように喜ん
でくださり，歓びもいっそう大きなものとなりました．

最終日の GALA Party での表彰式の様子．受賞者の名前が読
み上げられ，前方に整列，紹介された．
塚谷顕介先生の発表は，Poster Award 1st Place 受賞の栄誉に
輝きました．

最後に：
　AAED は，単純に診療科ベースで専門の歯科医師
があつまる学会ではなく，「歯科審美の達成」を目的
としてあらゆる分野のプロフェッショナルによって運
営されている点に感銘を受けました．また，本学会に
参加して，世界は広く，医療技術は日進月歩であるこ
とをより強く感じました．私自身も，世界の潮流に乗
り遅れることなく日々精進しなければならないと再認
識し，モチベーションを高めて帰国することができ，
たいへん有意義な国際学会への参加となりました．
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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 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 26 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 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

第 30 回 インプラントの最近の話題
春日井昇平（東京医科歯科大学）
宗像源博（神奈川歯科大学）
矢郷　香（国際医療福利大学）

2018..6..24

第 31 回 インプラントの即時荷重を探求する
林　揚春（優ビル歯科）
茂呂　徹（東京大学大学院）
梅田和徳（KU 歯科クリニッ
クグループ）

2018.11.11

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

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

（目的）

第１条
本制度は、インプラント治療およびバイオマテリアルに関わる広い学識と高度な専門的技能を有する人材の養成
を図り、医療の発展ならびに国民のＱＯＬの改善に貢献することを目的とする。

（認定）

第２条�
バイオインテグレーション学会（以下、「本会」という。）は、前条の目的を達成するため、バイオインテグレーショ
ン学会認定インプラント専門医（以下、「BIS 認定インプラント専門医」という。）を認定し、�認定証を交付する。

第３条�
本会定款施行細則第 22 条に基づき、認定医制度に必要な事項などを審議するために認定委員会（以下、「委員会」
という。）を置く。

第４条
１．��委員会は、理事長または会長が指名するインプラント専門医（以下、「委員」という）10 名程度を持って構

成する。�
２．委員の任期は 2 年とし、再任を妨げない。�
３．委員会委員長（以下「委員長」という）は、理事長が指名する。副委員長は委員会で決定する。

第５条�
委員会は、下記の業務を行う。　�
１．BIS 認定インプラント専門医の資格審査及び更新資格審査�
２．BIS 認定インプラント研究者の資格審査及び更新資格審査�
３．BIS 認定インプラント衛生士の資格審査及び更新資格審査�
４．BIS 認定インプラント技工士の資格審査及び更新資格審査

第６条�
１．BIS 認定専門医の認定のため試験を実施する。�
２．BIS 認定インプラント専門医試験は認定委員会で行う。

（インプラント専門医の申請資格）�
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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　　　　「硬組織生物学の再生医療への応用と展開」東京大学�医学部教授�星�和人�先生

・シンポジウムⅠ　「インプラント治療における薬剤の使用方法」東京医科歯科大学�歯学部教授�春日井�昇平�先生
　　　　　　　　　　
・シンポジウムⅡ　「バイオフィルム感染治療を目的とした高分子ナノ粒子 DDS 製剤の開発」
　　　　　　　　　愛知学院大学�薬学部教授�山本�浩充�先生
　　　　　　　　　　
・シンポジウムⅢ　「歯科領域で役立つ抗菌薬の体内動態」武蔵野大学�薬学部教授�三原�潔�先生
�
・ポスターセッション
　ポスター演題・参加申し込みは、大会ホームページで受け付けます．
　https://biointegration19.jimdofree.com でご確認ください

＜お問い合わせ先＞
　大会事務局
　武蔵野大学�薬学部�製剤学研究室　準備委員長　照喜名孝之
　〒 202-8585�東京都西東京市新町 1-1-20　武蔵野キャンパス８号館
　TEL、FAX：042-468-8679
　運営事務局
　バイオインテグレーション学会　吉田�真理
　〒 101-0061�東京都千代田区神田三崎町 2-12-9　HUB 神田三崎町 201
　TEL：03-6272-9978�,�FAX：�03-6272-9968�
　Email：info@bio-integration.jp

第９回学術大会・総会

会期：2019 年４月 20 日（土）、21 日（日）
会場：武蔵野大学 武蔵野キャンパス ８号館
　　　懇親会（20 日）会場は大学食堂
メインテーマ：バイオインテグレーションを支える基礎科学

－医歯薬学の融合－

大会長：大塚 誠（武蔵野大学 薬学部 教授）

バイオインテグレーション学会
第９回学術大会・総会のお知らせ
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バイオインテグレーション学会　会則

2011 年 1 月 23 日制定
2015 年 7 月 15 日改定

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

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

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

　さらに本学会を国際学会へと発展させることを目指す。

第３条（事業）
　本会は、下記の事業を行う。
　　１）総会、講演会、講習会、国際会議等を開催する。
　　２）国際交流並びに会員間の情報交換
　　３）会誌、その他の出版物を発行する。
　　４）委員会を設置する。
　　　①�編集委員会
　　　②�財務委員会
　　　③�広報委員会
　　　④�認定委員会
　　　⑤�教育研修委員会
　　　⑥�再生医療審査委員会（第三種）
　　５）その他本会の目的達成のために必要と認められる事項。

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

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

第５条（入会）
　本会に入会を希望する者は、会員１名以上の推薦を得て、本会事務局へ入会申込用紙を提出する。
　理事会の承諾をもって入会が許可される。
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第６条（権利と義務）
　全ての会員は会誌への投稿並びに第３条に規定した諸事業に対する参加又は決定の権利を有する。
　�また、全ての会員は本会会員としての名誉と責任とを担い、第 14 条に規定された会費を納める義務を有する。

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

間会費を滞納した場合は退会したものとみなす。

第 8 条（総会）
　本会総会は毎年度１回理事長が招集する。
　尚、理事会が必要と認めたとき、理事長は臨時総会を招集することができる。
　総会は会員の 2/3 以上の出席をもって成立する（委任状出席を含む）。

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

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

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

第 11 条（役員の選出）
　会長及び理事長は会員の中から選出し、総会において承認を得るものとする。
　他の役員については、理事長が指名・委託する。

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

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

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

第 15 条（事務局）
　本会の事務局を下記住所に置く。
　住所　東京都千代田区三崎町 2-12-9　HUB 神田三崎町ビル 201
　　　　　㈱国際アパタイト研究所内

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

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

入会のご案内
　バイオインテグレーション学会入会のお申し込みは、すべて学会のホームページで受け付けております。
　学会ホームページ：http://www.bio-integration.jp
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一般社団法人バイオインテグレーション学会定款

第１章　総　則
（名称）
第１�条　この法人は、一般社団法人バイオインテグレーション学会と称する。英文では、Bio-lntegration�

Society と表示する。
（事務所）
第２�条　この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

第２章　目的及び事業
（目的）
第３�条　当法人は、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。

（事業）
第４条　この法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
　（1）総会、講演会、講習会、国際会議等を開催
　（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
　（4）前各号に附帯又は関連する事業

第３章　社　員
（法人の構成員）
第５�条　この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の社員となっ

た者をもって構成する。
（社員の資格取得）
第６�条　この法人の社員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、代表理事の承認を受けなけ

ればならない。
（経費の負担）
第７�条　この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎 6 月、社員は、社員総

会において別に定める額を支払う義務を負う。
（任意退社）
第８条　社員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

（除名）
第９�条　社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することがで

きる。
一　この定款その他の規則に違反したとき。
二　この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
三　その他除名すべき正当な事由があるとき。

（社員資格の喪失）
第 10 条　前２条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
一　第 7 条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。
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二　総社員が同意したとき。
三　当該社員が死亡し、又は解散したとき。

４章　社員総会
（構成）
第 11 条　社員総会は、全ての社員をもって構成する。

（権限）
第 12 条　社員総会は、次の事項について決議する。
一　社員の除名
二　理事及び監事の選任又は解任
三　理事及び監事の報酬等の額
四　計算書類等の承認
五　定款の変更
六　解散
七　その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

（開催）
第13条　社員総会は、定時社員総会として毎年度６月に１回開催するほか、12月及び必要がある場合に開催する。

（招集）
第 14 条　社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
第 15�条　総社員の議決権の 10 分の 1 以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事

項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。社員総会社員総会は、全ての社員
をもって構成する。

（議長）
第 16�条　社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。

（議決権）
第 17�条　社員総会における議決権は、社員１名につき１個とする。

（決議）
第 18�条　社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有

する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
２　�前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の３分の２以上に当た

る多数をもって行う。
一　社員の除名
二　監事の解任
三　定款の変更
四　解散
五　その他法令で定められた事項

（議事録）
第 19�条　社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
２　議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
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第５章　役　員
（役員の設置）
第 20 条　この法人に、次の役員を置く。
一　理事３名以上
二　監事２名以内
２　理事のうち２名以内を代表理事とする。
３　代表理事以外の理事のうち５名以内を業務執行理事とする。

（役員の選任）
第 21 条　理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
２　代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

（理事の職務及び権限）
第 22�条　理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
２　代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理
事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

（監事の職務及び権限）
第 23 条　監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
２　監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をす
ることができる。

（役員の任期）
第 24�条　理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の

時までとする。
２　�監事の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで

とする。
３　補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の了する時までとする。
４　理事又は監事は、第 20 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、
新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

（役員の解任）
第 25 条　理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

（報酬等）
第 26 条　理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基
準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。

第６章　理事会
（構成）
第 27 条　この法人に理事会を置く。
２　理事会は、全ての理事をもって構成する。

（権限）
第 28�条　理事会は、次の職務を行う。
一　この法人の業務執行の決定
二　理事の職務の執行の監督
三　代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

（招集）
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第 29�条　理事会は、代表理事が招集する。
２　代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

（決議）
第 30�条　理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半

数をもって行う。
２　前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 96 条の要件を満たしたときは、
理事会の決議があったものとみなす。

（議事録）
第 31 条　理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
２　出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第７章　資産及び会計
（事業年度）
第 32�条　この法人の事業年度は、毎年５月１日に始まり翌年４月 30 日に終わる。

（事業報告及び決算）
第 33�条　この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の

監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第１号の書類についてはその内容を報
告し、第２号及び第３号の書類については承認を受けなければならない。

一　事業報告
二　貸借対照表
三　損益計算書（正味財産増減計算書）
２　�前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に５年間、また、従た

る事務所に３年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものと
する。

第８章　定款の変更及び解散
（定款の変更）
第 34�条　この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

（解散）
第 35�条　この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

（残余財産の帰属）
第 36�条　この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公

益財団法人の認定等に関する法律第５条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するもの
とする。

第９章　公告の方法
第 37�条　この法人の公告は、官報に掲載してする。

附則
１　この法人の設立時社員の氏名及び住所は、以下のとおりとする。

氏名　　　　　住所
春日井　昇平　神奈川県横浜市金沢区能見台五丁目 23 番地 13�
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青　木���秀　希　東京都文京区大塚４丁目６番６号�

２　この法人の設立時代表理事は、設立時理事の互選によって選定する。

　以上、一般社団法人バイオインテグレーション学会の設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名
押印する。

　平成 29 年 4 月 20 日

　　　設立時社員　春日井昇平

　　　設立時社員　青木　秀希
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バイオインテグレーション学会誌投稿規定

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

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

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

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

50,000 円（別刷り 100 部を含む）を負担する．ただし，４頁を超える場合には１頁につき 5,000 円の超過料
金を負担する．

６．abstract はネイティブチェックを外部に依頼する。有料（文字数による）
７．原稿の書き方
　　　原稿は，上記原稿内容の種別を指定し，A4 版用紙に以下の順に簡潔に執筆する．
　　　１）表紙：表題，著者名，所属機関をそれぞれの英訳をつけて記載する．
　　　２）�英文抄録（Abstract）は，A4 版用紙にダブルスペースで，300words（症例報告は 150words）以内とし，

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

　　　３）Key�words は 3 〜 5words の和文および英文とする．
　　　４）緒言
　　　５）材料と方法（症例）
　　　　　（1）見出し記号は，１，１），（1），①の順とする．（注．参照）
　　　　　（2）和文ではコンマやピリオドの句読点は，「、」や「。」ではなく，全角の「，」や「．」とする．
　　　　　（3）�写真は鮮明にするために生データを提出すること．
　　　　　　　（解像度は印刷されるサイズ（原寸で）300dpi 以上）
　　　　　（4）複数の文献を引用する場合，1），2），3）ではなく 1-3）と記載する．（注．参照）
　　　　　注：括弧に関しては，以下の通り全角と半角を使い分ける．（数字は全て半角）
　　　　　　　・和文中で使用する場合：全角括弧．
　　　　　　　・英文中で使用する場合：半角括弧．
　　　６）結果
　　　７）考察
　　　８）結論
　　　９）文献
　　　　　　参考文献記載例
　　　　　　（1）和文誌例
　　　　　　　　�田中誠，田中収，舞田健夫：ＨＡコーティングインプラントの臨床的評価　5 年間の成績，日

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

titanium）�in�rat�bone�marrow�stromal�cell�culture,�Biomaterials�17:23-29,�1997.�
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　　バイオインテグレーション学会学術大会講演原稿の記載要領

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

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

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

付け可能である．
　　　　E-mail:�info@bio-integration.jp
11．補則
　　　本規定を改正する場合は，理事会の承認を経なければならない。
12．付則
　　　１）本規定は平成 28 年 3 月 12 日に改正し，その日から施行する。
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編　集　後　記

　本年５月に、日本歯科大学で開催された総会が終わってから、雑誌発刊に向けて原稿催促などを開始しました。早く
から多くの原稿が集まりました。著者に感謝します。しかし、査読、校正などいつものように手間がかかり、雑誌が完
成したのは今年も暮れの押し詰まったクリスマスイブでした。
　今年もなかなか充実した内容となりました。総説５報、特別企画と解説で４報、いずれも素晴らしい内容でした。原
著論文は９報でそのうち英文が４報で国際学会に向けて一歩歩み出した感がします。症例報告が１報と少ないのが問題
でした。専門医や指導医を取得するためには必須なのですから。その他、海外レポートなどもあります。
　さて、昨年の 2017 年５月 11 日に本学会は、任意団体から一般社団法人バイオインテグレーション学会に格上げしま
した。責任も重くなり、会員の協力なくして本学会の発展は有り得ません。会則と定款をよく読んでご検討ください。
　来年こそますます充実した学会にしていきましょう。また会員皆様のご健康をお祈りします。
　良いお年をお迎えください。

一般社団法人バイオインテグレーション学会
春日井　昇平
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