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バイオインテグレーション学会の趣意

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

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

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

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

令和元年 12 月
バイオインテグレーション学会

代表理事　春日井昇平
代表理事　青木　秀希
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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　工学博士　青木　秀希

　全ての物質は、原子でできています。地球上で確認されている原子の種類は 110 種類ほ
どで、身近な物質を構成している原子は 30 種類くらいでしょうか？また水を構成している
原子は、水素と酸素の２種類、人体を構成している主要原子はせいぜい 10 種類くらいです。
また物質は、液体、固体、気体の３態に分類できます。水は液体、氷は固体、水蒸気は気
体です。同じ原子でできていても状態は全く違うものです。
　われわれが歯科医療で使っている義歯、インプラント、骨補填材、歯科用セメント、手
術器具などは、すべて状態は固体で、複数の原子でできています。これらの固体の性質は、
それを構成している原子の種類と原子の３次元の配列によって決まります。ダイヤモンド
（金剛石）は、カーボン原子がダイヤモンド構造という密で特殊な原子配列をしています。同じカーボン原子で
できていて鉛筆などの芯に使われるグラファイト（黒鉛）は滑りやすい層状構造をしています。
　歯や骨も原子でできていて、虫歯や歯周病の原因や治療法は原子の化学反応から説明ができます。インプラン
トと骨との組織反応も同様です。しかし、現実では医学や歯学の教科書にはそこまで掘り下げて書かれていませ
ん。
　本学会は、歯科およびインプラント治療に積極的にサイエンスを導入し、臨床家とインプラント医療のレベル
アップをはかり、成功率を高めることを目的としています。皆さんと勉強していきたいと思います。
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Abstract 
   Since medicines and medical devices have been developed and used on different basis of the 
laws, it was not easy to develop a hybrid preparation of these and to apply for legal permission. 
However, now, there is a need to develop medical preparations with novel functions by combining the 
functions of medicines and medical devices. In this section, development examples of apatite-related 
devices with various medicines are represented as new hybrid pharmaceutical preparations with high 
functional drug release and/or biocompatibility. Examples; drug release from self-hardening apatite 
bone cement, creation of osteoporosis condition dependent drug delivery system, cell scaffold 
construction study with biodegradable apatite / collagen composite cement and cell activity dependent 
drug release mechanism consisting of apatite cement Gene delivery system. 
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Keywords: 
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１．はじめに 
 現在の医薬品は，伝統的な経口投与薬剤から

発展し，様々な部位から投与され，患部の標的

部位へ薬剤を供給しているが，その実際は，薬

剤の分散性や溶解性問題を含む体内動態の問題

から十分な薬剤投与がなされているといえない

場合も多い．本来，医薬品は，様々な投与部位か

ら自由に投与され，薬剤の必要な標的患部へ，

必要な時に，必要な量だけ，薬物を自由に送達

されることが理想である．そのため，消化管，口

腔，鼻腔，眼球，皮膚，毛髪などの適切な部位に

薬剤を適用するためには，散剤，顆粒剤，錠剤，

注射剤，坐剤，軟膏などの剤形を工夫して十分

に注意しながら投与することが必要である．ま

た，抗体医薬や遺伝子治療薬などの革新的な医

薬品開発が続々となされ，新たな用途での薬剤

投与法の開発が求められている．一方，従来の

医薬品の法律的定義は，「人または動物の疾病の

診断，治療または予防に使用されることが目的

とされている物であって，機械器具，歯科材料，

医療用品および衛生用品でないもの」1)とあり，

医薬品と医療用具は，厳密には別々のものとし

て，審査される仕組みとなっている．この法律

的定義が，統一的な機能を持つ画期的な製品の

開発を阻んできた側面もある．しかし，近年に

は，臨床的な必要性から，この定義を越える医

薬品が出ている．医薬品に医療器具を複合化さ

せた医薬品として，あらかじめ注射剤をシリン
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ジに充填してあるプレフィルドシリンジ注射剤．

動脈硬化症治療で血管拡張に使用される医療用

具ステントには，ステント自体に薬剤を導入し，

長期薬剤を血管内局所に徐放化させるなどの従

来の医療用具と医薬品を複合化させた薬物送達

システムがあり，実際に医療用具とし 2)，広く治

療に使用されるようになった．本学会で検討さ

れているアパタイト複合化材料は，人工歯根や

再生医療の一翼として，歯槽骨再建や歯根膜の

再生を目指す方向性も多く報告されている 3-4)．

これらの実施例が示すように最先端医療の研究

動向は，医歯薬工が互いに，知恵と技術を出し

合って連携・推進していく方向を示している．

また，これまで，医薬品と医療器械器具が別々

に審査してきた（独）医薬品医療機器総合機構

も，「特区医療機器薬事戦略」5)や「先取り申請」

などの仕組みを導入し，医薬品関連物の審査を

柔軟に取り扱うようになってきている．最先端

技術の導入による医薬品と医療器械器具の複合

化システムの創生を支える基盤が充実しつつあ

る． 
 第９回バイオインテグレーション学会は，主

テーマを「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」とて，医学歯学薬学

理工学の基礎科学で得られた知見を歯科口腔外

科領域の臨床的適用を加速することを目標にし

た．ここでは，我々が，これまでに展開してきた

リン酸カルシウム材料に関連する医歯薬工の融

合研究のいくつかの例を示し，今後，バイオイ

ンテグレーション領域での，医薬品と医療器具

の複合化・ハイブリッド化の方向性を考えたい． 
 

2. 自己硬化アパタイト骨セメントからの薬物

放出 
 ハイドロキシアパタイト（HAP）へ迅速に結

晶転移し,自己硬化するセメントが報告された 6)．

この自己硬化 HAP 系セメントに，種々の医薬品

を含有させた薬剤を放出制御する薬物送達シス

テム（DDS）の機能を有する人工骨を設計した．

薬剤含有セメントは，自己硬化して，低結晶性

の生体親和性の高い炭酸含有 HAP に転移し，薬

剤はセメント細孔中に分布し，連通孔中を拡散

して外部に放出させ，人工骨から薬剤を徐放化

する．外科術後感染症予防のための埋め込みセ

メントとして生体親和性 HAP セメントに抗生

物質セファレキシン(CEX)を適用し，薬剤を含

有する HAP セメントを調製した 7)． CEX の薬

剤放出特性を検討するために 37℃リン酸緩衝

液中で in vitro 溶出試験をした．CEX の放出は

薬剤含有量に依存して速くなり，1 週間以上の

長期間にわたり放出が持続した．これらの硬化

セメントからの薬剤放出は，セメントマトリッ

クス中に充填された薬剤が空隙細孔を通過して

放出された． 
 

 

  

（１） 
 
 Mt, 時間 t における薬物放出量; A, セメント

の表面積;  t, 時間; Di, 薬物の拡散定数; τ, 曲
路率;ε, 空隙率; Cd, 薬物含濃度；M0, 薬物含有

量; Cs, 薬物の溶解度． 
 
このとき，抗生剤バンコマイシン，抗炎症剤イ

ンドメタシン，抗がん剤６メルカプトプリン，

インスリンと牛血清アルブミン 8,9,10,11)などの多

様な薬剤の薬物放出速度は，セメントの空隙率，

薬物含有量，薬物溶解度，セメントの表面積，細

孔の曲路率に依存し，図１に示したように，

Higuchi 式(1) 12)に従うことが報告された． 
 

 
図 1．アパタイトセメントからの抗生物質の

放出挙動 
 薬剤の放出特性は，セメントの幾何学特性や

デバイスの構造により制御できることから人工

骨セメント細孔中の拡散式により制御された．

また，薬剤を局在させて，外部に放出制御層を

配置した場合にも薬物放出が制御され，薬剤放

出特性を自由に制御できる報告された． 
 

3. 骨粗鬆症病態依存性薬物送達システムの創

生研究 
 抗骨粗鬆症薬（エストラダイオール）を含有

する HAP セメント DDS の In-vitro 試験におい

て薬物放出速度は，Ca 濃度の高い疑似体液

Mt  AM0 Cs
Di


2Cd  Cs t
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（SBF）では，表面に HAP 様結晶が析出し薬物

放出が抑制された（図 2）13)． 

 
図２．アパタイトセメントからの薬物放出

挙動に与える Ca 濃度の影響 
 

 一方，Ca を含まないリン酸緩衝液ではセメン

ト表面で HAP の溶解・崩壊が発生し，セメント

空隙が増加することにより薬物放出を加速する

現象を確認した．このことから，HAP`セメント

DDS からの薬物放出挙動に血漿中 Ca 濃度依存

性薬剤放出制御機構が In Vitro 試験により確認

された．一方，血中 Ca 濃度が 5mg/100mL と低

い骨粗鬆症ラットで，エストラダイオール放出

速度が有意に加速されたのに対して，血中 Ca 濃

度が 10mg/100mL と高い正常ラットで，薬物放

出速度は有意に抑制された．これらの骨粗鬆症

モデルラットの実験から HAP－DDS からの薬

物放出は，血中 Ca 濃度に依存することが明ら

かとなった 14)（図 3）．この結果から，病態が進

行して血中 Ca が低下すると活性化された破骨 

 
図 3．ラット骨粗鬆症病態が血中 Ca 濃度(A)と

血中骨粗鬆症治療薬濃度(B)に与える影響 
細胞の分泌する酸によりアパタイトが溶解ある

いは崩壊して，内部に含有している抗骨粗鬆薬

が放出され，病態が改善さること．病態が改善

され血中 Ca が増加すると骨セメント表面に骨

芽細胞が活性化され新生骨が形成され薬物放出

が抑制されることが示された．また，これらの

抗骨粗鬆症薬の Ca 濃度応答性放出により，骨

粗鬆症ラットの腰椎骨密度は，有意に改善され

た 14)． 
 

4. 生分解性 HAP・コラーゲン複合化セメント

による細胞スキャホール構築研究 
 自己硬化型 HAP セメントと不溶性 I 型コラー

ゲンをメカノケミカル処理した後，リン酸と練

合することにより自己硬化して固まる有機・無

機複合化 HAP 骨セメントを開発した 15)．コラ

ーゲン添加量を 5-20%に変えることにより，生

分解速度が制御して，薬物送達速度を制御でき

る HAP・コラーゲン複合化セメントを調製する

ことができることが示された 15-16)．この HAP・
コラーゲン複合化セメントに骨成長刺激作用を
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もつフィトナジオン（VK2）を含有させて骨粗鬆

症ラットに埋め込んだところ骨密度と骨量が大

幅に増加した（図 4）．また，骨形成が認められ

るシンバスタチンを含有した HAP・コラーゲン

複合化セメントを埋め込み 1 ヶ月後の大腿骨強

度は，有意に増加した．これらの結果から，生分

解性や薬物放出特性を自由に制御できるバイオ

マテリアルを利用して骨成長を制御するインテ

リジェントマテリアルとして創生できた． 
一方，生体活性の高い海面骨の 3 次元構造を

模倣し，HAP とコラーゲンからなる分子構造と

ナノ構造制御に加えて，適切な直径の完全連通

孔を形成することにより骨系細胞の侵入を容易

にして，細胞を担持しながら細胞への栄養供給

を促す毛細血管の進入する 3 次元細孔体構造を

調製した（図 5）．

図４．VK2 含有アパタイト・コラーゲンセメントのラットへの埋め込み後の組織像
 

 
    図５．完全連通孔を有するコラーゲン・アパタイトセメントのＸ線 CT 図 
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図 6．完全連通孔を有する VK2 含有コラーゲン・アパタイトセメントのセメ

ント密度に与える内部構造の影響

HAP・コラーゲン複合化セメントマクロ海綿骨

人工骨( PC） 17)と HAP・コラーゲン複合化セメ

ント人工骨（NC）と HAP セメント人工骨（NN）

をラットに埋め込みセメント密度を測定した結

果を示した（図 6）．PC は，初期に増加した後，

外部からの貪食作用により全体のセメント質量

は，減少した．NC は，わずかに増加した後，減

少した．NN は，人工骨量の増加は認められず，

外部からの貪食により人工骨量は，徐々に減少

した．実験後の埋入人工骨の骨密度の増加と減

少の相違は，VK２の放出と連通孔の存在による

骨リモデリングの顕著な活性化を示した 17)．    
 

5. HAP 系セメントからなる細胞活性依存薬物

放出機構を持つ遺伝子デリバリーシステム 18) 
 遺伝子治療において様々なウィルスベクター

が試みられているが，これらは，遺伝子発現効

率は高いが免疫原生などの安全性に問題がある．

そこでウィルスにかわる安全な非ウィルス型ベ

クターが広く研究されている．特にＤＮＡと静

電的に接着するカチオン性成分を用いたポリプ

レックスやリポプレックスが多く開発されてい

る．これらの複合体は培養細胞を用いた一部の

実験では極めて高い遺伝子発現効率を実現して

いる DNA/ポリカチオン複合体にヒアルロン酸

を加えることで，非常に分散性の良い三元複合

体が得られた．さらに，低濃度で調製した三元

DNA 複合体を凍結乾燥で濃縮することで直径

約 70 nm の DNA 複合体微粒子濃厚液を得るこ

とができた 19)． 一方，我々は注射可能な自己硬

化型 HAP セメントの結晶性の制御や添加剤に

よって生体内での溶解速度を制御できる 18)．ヒ

アルロン酸被覆 DNA 複合体超微粒子を HAP セ

メント中に内包させることにより，持続性のあ

る注射可能な核酸製剤の創製を検討した．DNA
複合体を HAP・コラーゲン複合セメントに含有

させて，破骨細胞に類似した細胞と培養した場

合の DNA 放出挙動を示した（図 7）．細胞がリ

ン酸カルシウムセメント表面に凝集付着し，セ

メントを溶解し，内部から徐々に DNA 複合化粒

子が放出された．一方， 骨芽細胞類似した細胞

と培養した場合，DNA 粒子は，ほとんど放出さ

れなかった．また，In-Vitro での DNA 複合体含

有アパタイトセメントで，pH4.5 の酢酸緩衝液

で，DNA 粒子が放出されて，pH7.8 疑似体液中

で放出されないことが確認されていることから，

破骨細胞から分泌されるプロトンにより骨マト

リックスである HAP が溶解して，DNA 複合化

粒子が放出されていることが，確認された． 
 B-16 固形癌細胞を移植したマウスにこれら

DNA 複合体含有アパタイトセメントと DNA 複

合体含有 HAP コラーゲン複合セメントを注射

して，がん細胞の増殖を検討した．X 線 CT によ

り測定 DNA 複合体含有アパタイトセメントの

質量変化は，DNA 複合体含有アパタイトセメン

トの生分解速度が極めて遅く，12 週後にも，そ

のセメント質量は，95%以上であり，ほとんど

生分解されていない結果となった．一方，DNA
複合体含有 HAP コラーゲン複合セメントは，4
週間で，60%，12 週間で 30%以下のセメント質

量を示し，徐々に生分解されていることが示さ

れた． 
 B-16 固形癌細胞を移植したマウスに，これら

DNA 複合体含有 HAP セメントと DNA 複合体
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含有 HAP コラーゲン複合セメントの適用し，固

形癌の増殖の結果を示した（図 8）． DNA 複合

体単独では，1 週間後にがん細胞が増殖した． 
DNA 複合体含有 HAP 複合セメント投与では，

3 週間後に，がん細胞の増殖した．一方， DNA
複合体含有 HAP コラーゲン複合セメント投与

では，がん細胞は，100 日の試験期間では，ほと

んど増殖が起こらなかった．適正な DNA 濃度

での持続的な放出により効果的ながん細胞の成

長抑制がなされたものと考えられる． 
 
 

 
 
図７．骨類似細胞によるアパタイトコラーゲンセメントからの DNA 複合粒子の放出 

 
 
 

 
 
図 8．GM-CSF 遺伝子複合粒子を含むアパタイトコラーゲン複合セメント単回投与による固

形がん増殖抑制効果 
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6. 結語 
 わが国は，これまでに，種々の技術の Hybrid
化により，基本的機能を相加的効果から相乗的

効果を導き，大きな成功を収めてきた．これら

の繊細で緻密な技術の組み合わせは，わが国の

得意とするところである．医療の分野において

も，よりよい医療を発展させるためには，従来

型の優良な医薬品や医療器具を別々に開発追求

するだけでなく，多次元的思考に基づき，医療

器具や医療器械を含めた革新的なHybrid機能を

有する複合化医薬品の開発が必要である．HAP
関連医療用器具と医薬品の複合化製剤は，

Hybrid 治療の一例である．これら医療の複合化

を加速するためにも医学・歯学・薬学・工学の基

礎科学の連携は，将来のバイオインテグレーシ

ョンなどの医療分野発展の必要条件であろう． 
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抄録 
医薬品と医療機器は，異なる法律に基づいて開発され使用されてきたため，これらの複合製剤を開

発し，法的許可を申請することは容易ではありませんでした． しかし，現在では，医薬品と医療

機器の機能を組み合わせることにより，新しい機能を持つ医薬品を開発する必要があります．様々

な医薬品と医療器具であるアパタイト関連製品の複合化の開発例を示す．また，さらなる高機能薬

物放出や生体骨親和性を持つ新しい複合化医薬品製剤の実例として，自己硬化アパタイト骨セメン

トからの薬物放出，骨粗鬆症病態依存性薬物送達システムの創生研究，生分解性アパタイト・コラ

ーゲン複合化セメントによる細胞スキャホール構築研究，アパタイト系セメントからなる細胞活性

依存薬物放出機構を持つ遺伝子デリバリーシステムなどの研究例を示した． 
 

 



9 ●

総説 
 
インプラント治療における薬物の使用：抗生物質と洗口液 
Drug application in dental implant treatments: Antibiotics and mouthwash 
 
東京医科歯科大学 
歯学部附属病院 インプラント外来 
大学院医歯学総合研究科 インプラント・口腔再生医学分野 
 
春日井 昇平 
 
Shohei KASUGAI 
 

Dental Implant Clinic, Dental Hospital 
Department of Oral Implantology and Regenerative Dental Medicine 
Tokyo Medical and Dental University        e-mail: kas.mfc@tmd.ac.jp 
 

Accepted for publication August 28, 2019 
 
春日井 昇平 
Shohei KASUGAI 
 
Abstract 
Prosthodontic treatments with dental implants are currently clinically effective and predictable. Although all 
the clinicians are using antibiotics at the implant placement surgery, majority of them are not concerning 
minimum dose to prevent infections and disadvantages of using antibiotics.  I reviewed the clinical studies 
of antibiotics application in implant placement surgery and proposed a proper antibiotic application with a 
mouthwash in implant placement surgery. 
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はじめに 
 歯が欠損した場合の治療法として，欠損部の骨

に埋入したインプラントを用いておこなう補綴治

療（以下インプラント治療）は，確実な治療法とし

て確立され，現在広くおこなわれている．従来の

補綴治療に比較して，残存歯に負担をかけずに治

療をおこなうことができること，補綴物をしっか

りと維持安定できることは，インプラント治療の

大きな利点である．インプラント治療によって高

いレベルの機能的かつ審美的回復が可能である．

一方，インプラント治療においては，インプラン

トを骨内に埋入するための手術が必須である． 
 口腔内には様々な細菌が存在しているため，術

後の感染予防の目的で「抗生物質・抗菌剤」が使用

されている．また，術後の炎症をコントロールす

る目的で「抗炎症薬」が使用されている．筆者は，

インプラント治療における薬物使用が経験的にお

こなわれていることが多いと強く感じている．薬

（くすり）の逆さ言葉が「リスク」であることか

ら，「リスクの無い薬は存在しない．」と言われて

いる．薬のリスクは薬の副作用である．副作用の

無い薬は存在しないことは薬理学の大原則であり，

例外は存在しない．副作用の無い抗生物質・抗菌

薬が存在しないことは明らかである．臨床におい

て薬を使用する場合には，薬の効果（利益）が，薬

によって起きる可能性がある副作用（損失）を上

回ることが重要である．さらに，抗生物質・抗菌薬

の使用による耐性菌の出現が，現在重大な問題と

なっている． 
インプラント治療における抗生物質・抗菌薬の

使用に関する明確なコンセンサスが存在しないこ

とは大きな問題であると，筆者は考えている．イ

ンプラント治療における抗生物質・抗菌薬の使用

に関する臨床研究を紹介し，インプラント治療に

おける抗生物質の使用，さらに洗口液の使用につ

いて提言をおこないたい． 
 
抗生物質の発見と耐性菌の出現 
 現在から 90 年前の 1929 年，英国の Alexander 
Fleming によるペニシリンの発見，正確にはペニ
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シリンを産生するカビの発見は，医療を大きく変

えた(1)．Alexander Fleming に加えてペニシリン

の精製に貢献した Howard Flory と Ernst Boris 
Chain の 3 名は，1945 年ノーベル賞を受賞した．

使用微生物が産生する物質で，他の微生物の生存

あるいは生育を阻害する物質を抗生物質という．

1945 年に第 2 次世界大戦が終了したが，第 2 次世

界大戦の末期には，英国の属する連合国側は抗生

物質を生産して，戦傷者の治療に使用していた．

ペニシリンの発見を契機に，様々な微生物の産生

する抗生物質の探索が開始され，抗生物質の探索

は現在も継続している． 
 20 世紀に抗生物質が臨床に使用されるように

なり，感染症によって命を失う患者数は激減した．

一方で，抗生物質に抵抗性を示す耐性菌の出現が

大きな問題となっている(2)．耐性菌の出現の要因

として，医療現場における安易な抗生物質の使用

があることが指摘されている． 
 医療現場における抗生物質の使用に加えて，家

畜や養殖魚への抗生物質の使用も，耐性菌出現の

大きな要因であるとされている．抗生物質を使用

することで，家畜や養殖魚を高密度の環境で飼育

することが可能になる．さらに，抗生物質の使用

は，家畜や養殖魚の成長を促進する効果がある．

現在，抗生物質を安価に入手することが可能であ

り，家畜や養殖魚への抗生物質の大量使用が世界

的規模でおこなわれていることは，憂慮すべき極

めて大きな問題である． 
 通常の状態では増殖することができない細菌が，

抗生物質の使用によって急増することを「菌交代

現象」といい，菌交代現象によって起きる疾患を

「菌交代症」という(3)．菌交代症として，クロス

トリジウム・ディフィシル（Clostridium difficile）
感染症，抗生物質起因性出血性大腸炎，メチシリ

ン耐性黄色ブドウ球菌腸炎が知られている．いず

れも，抗生物質適用による腸内菌叢の変化によっ

て起きる腸炎である．腸内細菌が免疫系細胞のコ

ントロールに重要な役割を果たしていることが明

らかにされた(4)．腸内細菌叢の異常と自己免疫疾

患の関連性が明らかになり，難治性の自己免疫疾

患の治療に，健常者の腸内細菌を移植するいわゆ

る「糞便治療」の有効性が注目されている(5)． 
最近，生物学者の Alanna Collen が書いた”10% 

Human: How Your Body's Microbes Hold the Key 
to Health and Happiness” （「あなたの体は 9 割が

細菌 微生物の生態系が崩れはじめた」 矢野真

千子訳 河出書房新社）という本が話題になって

いる(5)．熱帯ジャングルにおけるフィールドワー

クにおいて，未知の感染症に罹患した著者が，大

量の抗生物質・抗菌剤の治療を受けた結果，感染

症は治癒したが，その後体の様々な不調に悩まさ

れ，その不調の原因に関して，著者自身が論文を

調査して書いた著作である． 
ヒトの体は 60 兆個の細胞から構成されている

と言われている．一方，ヒトの体の表面や，口から

肛門までの消化管の中に存在している細菌数は，

ヒトを構成する細胞数の約 10 倍の数であると推

測されている．この多数の細菌とヒトは共存関係

にあり，細菌叢の変化が身体的さらに精神的にも

様々な変化をもたらすことが，この本に紹介され

ている．細菌叢がヒトの精神状態に作用しており，

細菌叢とある種の精神疾患との関連も報告されて

いる(6)． 
抗生物質の大量使用によって耐性菌が出現する

こと，また抗生物質の使用が細菌叢を変化させて

様々な問題を起こすことを，我々は再度認識する

必要がある．臨床における抗生物質・抗菌剤の安

易な使用は大きな問題である． 
 
予防的な抗生物質使用での基本的考え方 
 既に感染が起きている状態と，感染が起きてい

ない状態での抗生物質の使用法は異なる．細菌に

よる感染症が明らかである場合に，その細菌に有

効な抗生物質を適用して感染症の治療をおこなう

ことが，感染症治療の鉄則である．一方，現時点で

感染は起きていないが，感染予防の目的で抗生物

質を使用する場合における原則について述べる． 
インプラント治療において抗生物質は，感染予

防の目的で使用されている．臨床での抗生物質を

使用において，①使用する抗生物質，②投与開始

時期，③投与量，④投与期間の 4 点が重要である． 
 手術後の感染予防の目的で抗生物質を使用する

場合，①手術部位に高頻度に検出される菌に対し

て効果がある抗生物質の選択と，②想定菌に対し

て効果がある狭域の抗生物質の選択が推奨される．

口腔内には連鎖球菌(Streptococcus)が最も多く存

在するので，連鎖球菌に対して効果がある抗生物

質で，狭域の抗生物質ということになると，ペニ

シリン系とセファロスポリン系の抗生物質が第一

選択になる．したがって，AMPC (Amoxicillin) の

使用が推奨される．欧米では SBT / ABPC 
(Sulbactam / Ampicillin)，CVA / AMPC (Clavulanate 
/ Amoxicillin)も使用されているが，私は AMPC で

充分であると考えている． 
 
インプラント治療における抗生物質使用に関する

臨床試験 
現在までに論文報告されているインプラント埋

入手術の際の抗生物質使用に関する臨床試験を表

１にまとめた． 
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表１．インプラント埋入手術時の抗生物質使用の効果を調べた臨床試験 
実験群と対照群 結果 投与の有効性 

Abu-Ta’a et al.  (2008 ) (7) 
実験群: ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 1g, 術前１時間前 さ

らに，術後１回量 500mg １日４回，

２日間 
対照群: 抗生物質投与無し 
 
術後 7‐10 日間，0.12% ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝ１分

間の含嗽 

 
5 ヵ月後の評価 
実験群:  
感染: 1/40  
ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ残存: 128/128  
ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ失敗（患者）: 0/40  

対照群:  
感染:4/40 
ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ残存: 114/119   
ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ失敗（患者）: 3/40  

 
効果ある 

Esposito  (2008) (8) 
ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ埋入手術の 1 時間前 
実験群: 2g ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 経口投与 (１錠 1g
を２錠投与) 

対照群：同様の形態の偽薬を２錠投与 
 
術後１週間，0.2% ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝ，１日２回，

１分間の含嗽 
 

 
４ヵ月後の評価 
実験群:  
失敗（ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ）: 2/341  
感染（患者）: 3/158  
失敗（患者）: 2/158 

対照群:  
失敗（ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ）: 9/355  
感染（患者）: 2/158 
失敗（患者）: 8/158 

 
有効あるが，著しい効果

でない 
 

Anitua (2009) (9) 
実験群:手術の 1 時間前に， 2g ｱﾓｷｼｼﾘﾝ
を経口投与 

対照群: 手術の 1 時間前に，2 錠の偽薬

を経口投与 
 
術直後から 3 日間，0.2% ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝによ

る 1 分間の含嗽 

 
3 ヵ月後に評価 
実験群:  
感染: 6/52  
失敗（ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ）: 2/52 

対照群: 
感染: 6/53 
失敗（ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ）: 2/53 

 
効果確認できない 
 

Esposito (2010) (10) 
実験群: 術前 1 時間，2g ｱﾓｷｼｼﾘﾝ (1 錠

１ｇ，2 錠），経口投与 
対照群: 術前 1 時間，偽薬 2 錠を，経口

投与 
術前 1 分前に，0.2％ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝによる 1
分間の含嗽，手術後 7 日間，1 日 2 回，

1 分間の含嗽 

 
実験群:術前 
失敗（ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ）: 7/489 
失敗（患者）: 5/252  
感染（患者）: 4/252 

対照群:投与無し 
失敗（ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ）: 13/483  
失敗（患者）: 12/254 
感染（患者）: 8/254 

 
効果あるが，著しい効果

ではない 
 

Caiazzo (2011) (11) 
Group 1: 手術の 1 時間前，2g のｱﾓｷｼｼﾘ

ﾝを経口投与 
Group 2: 手術の 1 時間前，2g の AMX を

経口投与し，さらに術後 7 日間，1g の

ｱﾓｷｼｼﾘﾝを 1 日 2 回経口投与 
Group 3: 術後 7 日間，1g のｱﾓｷｼｼﾘﾝを 1
日 2 回経口投与 

Group 4 : 抗生物質投与無し 
 

 
3 ヵ月後に評価 
Group 1:  
感染:0/35  
失敗（ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ）:0/35  
失敗（患者）: 0/25 

Group 2:  
感染:0/36 
失敗（ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ）: 0/36  
失敗（患者）: 0/25 

 
効果ある 
抗菌剤投与群の間に差は

ない 
術前単回投与を推奨 
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手術前に 0.2％ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝによる含嗽を 1
分間，手術後 15 日間，1 日 2 回，1 分

の含嗽をおこなう． 
 
 

Group 3: 術後 7 日間 
感染:0/48 
失敗（ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ）:0/48  
失敗（患者）: 0/25 

Group4: 投与無し 
感染:0/29  
失敗（ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ）:2/29 
失敗（患者）:2/25 

 
 

これらの臨床研究に基づいて，インプラント埋

入手術の際の抗生物質の使用に関する筆者の推奨

は以下である． 
① 術前に歯周炎がコントロールされていて，良

好な口腔清掃状態が維持されていることが重

要である． 
② 手術の 2 時間前，500 ㎎のアモキシシリンを

経口投与する． 
③ 静脈内鎮静法をおこなう場合，術前飲食禁止

であるので，静脈鎮静法導入時に抗生物質を

静脈内投与する． 
ところで，上記のいずれの臨床研究においても

クロルヘキシジンによる術前の洗口がおこなわれ

ており，さらに一部の臨床研究においては術後も

継続して洗口がおこなわれていた．口腔内の菌数

を減らすことが，インプラント埋入手術時の感染

予防に有効であることは明らかであるので，適切

な洗口液の使用が推奨される． 
 
インプラント治療における洗口液の使用 

欧米において，歯周病予防の目的でクロルヘキ

シジンによる口腔内洗浄が推奨されている．しか

し，我国において，2004 年に 2 例，2006 年にも

2 例，歯科でのクロルヘキシジン使用によるアナ

フィラキシーの報告がある (12)． 
0.2％もしくは 0.12％グルコン酸クロルヘキシ

ジン洗口剤の使用は，プラーク付着を阻害して，

歯肉炎を抑制することが報告されている．日本に

おいては，この濃度での使用は禁止されており，

0.05%未満の低濃度での使用が認められている． 
現在，クロルヘキシジン含有の洗口液として，「コ

ンクール F」（Weltec）を使用することができる．

しかし，コンクール F の原液に含まれるクロルヘ

キシジンの濃度は 0.05%である．洗口として使用

するために，説明書に従ってこの原液を希釈する

と，クロルヘキシジンの能動は 0.0001%から

0.0006%の範囲の濃度となる．この濃度は，欧米で

推奨されているクロルヘキシジン濃度の 1/100 以

下の濃度であり，口腔内の細菌数を減らす効果は

期待できないと考えられるので，洗口液としてコ

ンクール F の使用は推奨できない． 
 洗口液として，リステリンが古くから用いられ

ており，その歯周炎に対する効果についての臨床

論文も多い．しかしリステリンは刺激が強く，手

術後の洗口には適さないと，筆者は考えている．

我が国では「ガム（サンスター）」，「モンダミン（ア

ース製薬）」等の殺菌剤として塩化セチルピリジウ

ム(CPC)を含む比較的刺激性の弱い洗口剤が市販

されている．これらの洗口剤の臨床的効果につい

ての研究は少ない．現在，私の研究室において，歯

科医院用に販売されているモンダミンプロケアア

ルファを用いて，インプラント手術前と手術後の

洗口効果について，臨床研究をおこなっている．

臨床研究の途中であるが，この洗口剤の使用は，

インプラント治療前の口腔内環境の改善段階，イ

ンプラント埋入直後からの抜糸までの期間，イン

プラント治療中および治療後のメインテナンス期

を含めたすべてのステージのおいて，有効である

と考えている． 
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抄録 
インプラントを用いた補綴治療（インプラント治療）は，現在臨床的に極めて有効であり，予後も良好で

ある．インプラント埋入手術時に抗生物質を使用するが，多くの臨床家は手術時の感染予防に必要な最

小用量と，抗生物質を用いることによる不利益への配慮が十分でない．インプラント埋入手術における 
抗生物質適用に関して報告された臨床研究を紹介して，インプラント埋入手術における抗生物質と洗口

液の使用法について提案する． 
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Abstract 
Dental implants are one of the effective ways to replace missing teeth. Although favorable long-term results 
of implant therapy have been reported, the incidence of biological complications occurred around peri-
implant tissues has also increased. Peri-implantitis and peri-implant mucositis are thought to be caused 
by dysbiosis in bacterial biofilm, and inflammatory tissue destruction around the implant progresses due 
to the disruption of homeostasis. For a long time, many researchers have considered that bacterial 
pathogens related to peri-implant diseases are similar with those of periodontitis. Recently, we tried the 
comprehensive analysis of microbiota using next-generation sequencing technique and found the 
difference of interacting core taxa between peri-implantitis and periodontitis. Besides, there were several 
species frequently found at the sites with peri-implantitis, suggesting that they would play important roles 
in the dysbiotic biofilm related to peri-implantitis. Systemic conditions such as smoking habit and/or 
presence of diabetes mellitus are possibly associated with the development of peri-implantitis, while it is 
inconclusive as established risk indicators. In the consensus report from the 2017 World Workshop held 
by the American Academy of Periodontology and European Federation of Periodontology, a history of 
severe periodontitis, poor plaque control, and no regular maintenance care after implant therapy were 
listed as the rational risk indicators of peri-implantitis. The treatment of peri-implantitis is mainly focused 
on infection controls. Although the treatment of peri-implantitis is generally carried out according to the 
treatment for periodontitis, its predictability is not high. Both surgical and non-surgical techniques have 
been proposed, however, there is still no specific recommendation for the treatment for peri-implantitis. At 
present, therefore, it would be important to prevent and find the diseases at an early stage by follow-up 
care. 
 

Journal of Bio-Integration 9 (1): 15-20, 2019 
 
Keywords: 
Peri-implantitis, pathogen, prevention, treatment 
 
インプラント周囲炎のリスクファクター 

インプラント治療は失われた歯を補うための治

療法のひとつとして，機能的にも審美的にも優れ

た非常に有効な手段となった．患者・歯科医師い

ずれも埋入したインプラントが長期にわたり安定

して機能することを望んでいる．しかし，口腔内

の状況を理解した上で包括的な治療計画を立て，

適切なインプラント治療が行われなければ，様々

なトラブルが生じる可能性がある．インプラント

の失敗の原因は，生物学的なもの，機械的なもの，

医原性の偶発症，患者の不十分な許容の 4 つに分

類される(1, 2)が，このうち生物学的合併症であ

るインプラント周囲粘膜炎やインプラント周囲炎

は頻繁に見うけられる．2012 年に日本歯周病学会

に実施された調査では，インプラント周囲粘膜炎

とインプラント周囲炎の患者あたりの罹患率をそ

れぞれ 33.3%，9.7%と報告している(3)．2015 年に

お け る The 11th European Workshop on 

Periodontologyの報告では両疾患の罹患率がそれ

ぞれ 42.9%，21.7%とされており(4)，これと比較す

るとわが国における罹患率は低値であるが，相応

の割合でインプラント周囲疾患患者が存在してい
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ると言える． 

サルを用いた実験から，インプラント周囲炎も

歯周炎同様，プラークが主因となり炎症が引き起

こされる複合感染症であることが示されている

(5)．歯周炎と類似した臨床症状を呈することから

その原因となるプラーク細菌も歯周炎と同様であ

るとの推測のもとに研究が行われた．事実，Red 

complex をはじめとする歯周病原細菌がインプラ

ント周囲炎においても多く検出されるという報告

は多い．例えば，古くは 1987 年に Mombelli ら(6)

がインプラント周囲炎部位ではグラム陰性嫌気性

桿菌が多く検出され，慢性歯周炎に認められる細

菌種と共通した特徴が認められたことを報告して

いる．一方，近年の遺伝子解析技術の発達により

シーケンスによる細菌種の同定，ひいては菌叢全

体の網羅的な解析が可能となった．我々も同手法

を用いて検討を行った．同一被験者におけるイン

プラント周囲炎部位と歯周炎部位からプラークを

採取し 16S rDNA 解析を行なったところ，意外にも

両疾患における構成細菌種の違いは一部に限られ

ていた(7).そこで，炎症部位における活動性の高

い細菌種を同定する目的で細菌 RNA をターゲット

としたメタトランスクリプトーム解析を行ったと

ころ，それぞれの疾患で特有な細菌の存在が確認

された．さらに，各細菌の役割や病原性を発揮す

る機能遺伝子解析の結果，インプラント周囲炎と

歯周炎では非常に類似した生態系における化合物

の変換の流れが確認される一方で，これらの機能

を 発 現 し ， 細 菌 間 で の 相 関 が 強 い 細 菌

(Interacting core taxa)はインプラント周囲炎

と歯周炎では異なることが明らかになった（図1，

2）(8)． 

インプラント周囲疾患のリスクファクターとし

て，インプラント体へプラーク付着を容易にし，

また除去を困難にするような補綴物や軟組織の形

態，セメントの残留といった局所因子，喫煙や全

身疾患の存在といった全身因子の影響が考えられ

ている(9, 10)．しかし，これらに関する研究は十

分でなく，2017 年にアメリカとヨーロッパの歯周

病学会が中心となり開催された World Workshop 

on the Classification of Periodontal and 

Peri-Implant Diseases and Conditions では，イ

ンプラント周囲炎のリスクインディケーターとし

て強いエビデンスがあるのは，歯周炎の既往，口

腔清掃不良，定期的なメインテナンス治療の欠如

の 3 つのみが挙げられている(11)． 

 
 
図 1 インプラント周囲炎および歯周炎罹患部位における Interacting core taxa 

Interacting core taxa は機能を多く発現し，ネットワーク構造内の細菌間での相関が強い細菌と定義し

た．インプラント周囲炎では 23 菌種，歯周炎では 10 菌種が認められた（文献 8）． 
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図 2 インプラント周囲炎および歯周炎罹患部位における共起ネットワーク構造の違い 

主要な細菌相互のネットワークはインプラント周囲炎では 1つ，歯周炎では 2つ認められた．Interacting 

core taxa は他の細菌と多くの共起関係が成立しており，細菌ネットワーク構造の中核を担っている（有

意な共起関係，有意に活動性の高い細菌は太線で記載）． 
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天然歯とインプラント周囲組織の相違，治療に対

する反応性の違い 

インプラント内縁上皮はヘミデスモゾームを介

してアバットメントと付着しているが，天然歯の

それと比較して非常に薄く，細胞間の透過性が高

い．また天然歯のように歯根面に垂直方向に走行

するような水平線維は存在せず，コラーゲン線維

は歯槽骨頂部に至るまでインプラント表面に平行

に走行している．それゆえ，インプラント周囲粘

膜ではプラークに対する抵抗性が低く，炎症範囲

も広くなりやすい(12)．Carcuac と Berglundh(13)

はヒト組織採取検査より，インプラント周囲の炎

症範囲は歯周炎と比べて 2 倍以上も広いことを報

告している． 

実際に生じてしまったインプラント周囲炎に対

して，現在は通常の歯周治療に準じて治療対応が

行われることが多い．しかし，ブラッシングを励

行しプラークコントロールに努めたとしても，炎

症を一次的に減弱させることができる程度で，そ

の効果は限定的であるとする報告が多い．また外

科的な治療介入により，インプラント周囲炎の治

療効果は上がると考えられるが，歯周炎によるそ

れと比較して成功率は高くない．Lang ら(14, 15)

はインプ ラント周 囲炎の治 療方針で ある

CIST(Cumulative Interceptive Supportive 

Therapy)を提唱したが，外科処置を含む治療を行

った場合でも，治療後 12 ヶ月の再評価においてイ

ンプラント体の 57%，また患者の 67%では良好な結

果が得られていないという報告がなされている

(16)．この治療効果の差が生じる理由として，前

述した病原細菌叢の Interacting core taxa がイ

ンプラント周囲炎では異なるため，歯周病と同様

の治療を行っても奏功しない場合があると考えら

れること，凹凸やマイクロストラクチャーを含む

インプラント体表面ではそもそもデブライドメン

トが困難であること，また，歯周炎とは異なる全

身的なリスクファクターが存在する可能性などが

挙げられる． 

 

インプラント周囲炎の予防にむけた配慮 

インプラント周囲炎に対する新たな治療の試み

がいくつかなされている．例えば，感染制御にお

けるレーザーや LED 光の応用，周囲組織の再生に

むけた補填材やグロースファクターの応用とその

手技の検討などである．今後の研究の発展により，

これらが予知性の高い治療法として確立させるこ

とが期待されるが，現状では，インプラント周囲

炎が生じにくいよう，長期的な管理とメインテナ

ンスに配慮した埋入と補綴治療を行うこと，また

適切なリコールによりトラブルの予防と早期発見

に努めることが最も重要であると考える． 

インプラント埋入に際しては，最終的な補綴物

のデザインと歯槽骨や周囲粘膜の状態を考慮した

上で埋入ポジションを決定する．インプラント体

へのアバットメント装着後は，約 1.35mm のインプ

ラント周囲歯槽骨の消失が起こる(17)ためインプ

ラント周囲の骨の厚みは 2mm 以上必要と考えられ

ている(18)．また歯槽骨頂部において，隣在歯や

他のインプラントと適切な距離をとる必要があり，

具体的に近遠心的に臨在歯とは 1.5〜2mm，インプ

ラント間同士では 3mm が近接限界とされている．

Tarnowらは複数本インプラントを埋入する場合に

おいて，インプラント間距離が 3mm より小さい時

は歯槽骨頂部においてより大きな骨喪失が生じる

ことを報告している(19)．これらはごく基本的な

事項である一方で，手術時のわずかなドリル操作

などでも狂いが生じてしまう部分と考えられる．

インプラント周囲における角化歯肉の必要性につ

いて，軟組織に関してサルを用いた研究では，イ

ンプラント周囲にプラークの蓄積が認められる場

合，角化歯肉が存在した方が周囲骨の喪失量が少

ないことが報告されている(20)．しかし，天然歯

における歯周炎の場合と同様，角化組織の存在の

要否については，総説論文の中でも結論が分かれ

ている．Lin ら(21)は，角化歯肉が不足（2mm 以下）

している場合，プラークが堆積しやすく炎症が惹

起されやすいことが示されているが，周囲粘膜か

らの出血（BOP）とアタッチメントロス，歯肉退縮，

骨吸収においては有意差が認められなかったと報

告している．一方で Thoma ら(22)は，外科的処置

による角化歯肉の獲得によって BOP の減少，周囲

骨の喪失量の減少が認められ，角化歯肉の厚みの

増大によって周囲骨の総質量の減少が認められる

ことを報告している．角化組織の存在や適切な口

腔前庭の幅があることは患者自身のブラッシング

を容易にすることが予想でき，またインプラント

治療後の良好な予後を期待するのであれば，必要

と思われる場合は積極的に外科治療などにより軟

組織の改善を図っておくべきと考える．  

補綴的観点からみると，インプラント補綴を行

う骨欠損部において周囲組織が失われていること

で隣在する天然歯や歯周組織との間に垂直的なギ

ャップが生じている場合では，清掃不良が生じや

すい（図 3）．また臼歯部において連結冠を用いた

場合なども，単冠の場合と比較して連結下部の清

掃不良によりインプラント周囲骨吸収が生じやす

いことが示唆されている(23)．これらの点はプロ

ビジョナルレストレーションの段階で確認できる

部分も多く，患者への口腔衛生指導や最終補綴物 
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図 3 インプラント周囲組織の炎症 

上顎右側中切歯相当部のインプラントでプラークの付着と周囲組織の発赤腫脹が見受けられる．隣接歯

の歯頚線を結んだ線と上部構造のマージンの位置に差があり，周囲組織との調和がとれておらず，プラ

ークが停滞しやすい形となっている． 

 

の 形 態 修 正 な ど に よ り メ イ ン テ ナ ン ス

(supportive therapy)に入る前に改善を図ること

が重要である． 

インプラントは，上部構造装着後 1 年以内は辺

縁歯槽骨の骨吸収が生じやすいため，1〜2 ヶ月の

頻度でのリコールとし，順次間隔を伸ばしていき

ながらメインテナンスを継続していく．検査内容

は概ね天然歯に対するものと同じで，プロービン

グ圧に注意しポケット深さや出血の有無を確認す

るとともに，規格的にエックス線写真を撮影し，

状況を記録しておくべきである(24)．またインプ

ラントに対する不適切な咬合および過重負担が生

物学的な失敗であるインプラント周囲粘膜炎・周

囲炎に影響を及ぼすか否かについては，肯定的・

否定的な意見の両方が存在しており(25, 26)，結

論には至っていない．ただし，インプラントは歯

根膜が存在しないことから被圧変位量が小さく，

感圧能も低いため，力学的な偶発症に対する配慮

の観点から対合歯の状態も加味した咬合の検査は

必要であると思われる．また，メインテナンスの

際には，その組織学的違いから天然歯以上にイン

プラント周囲へのプラーク付着に注意を払い，炎

症を生じさせない環境を作るためにより厳密な検

査と清掃指導を行うべきである．前述のように，

インプラント周囲炎に対する治療の予知性は歯周

炎と比べて高くはない．一方でインプラント治療

後のメインテナンスが適切に行われた場合は，イ

ンプラン周囲炎や周囲粘膜炎の発症率が低くなる

ことが報告されている(27, 28)．定期的なメイン

テナンスを行い，炎症の徴候を早めに察知し，可

逆性の状態であるインプラント周囲粘膜炎の状態

で食い止めることが，現状では最もよい予防・治

療法であると言えるだろう．  
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Abstract 
Gingiva is part of the soft tissue lining of the mouth which surrounds and protects the teeth. In the 
gingiva there are some unique structures which are essential for wound healing and repair. One of 
the characteristics of gingiva is to stimulate osteogenesis owing to mesenchymal stem cells (MSCs) 
contained in the tissue. In this study, we developed a method to isolate mouse gingiva-derived stem 
cells and characterize these cells for MSCs properties in detail. The results showed that gingiva-
derived MSCs (GMSCs) showed spindle-shaped fibroblast-like morphology and adherence to plastic. 
Furthermore, the GMSCs were able to differentiate into multi-lineages (osteogensis, adipogensis, 
chondrogensis), and strong expression of CD90 and CD105, but lack of CD19 and CD45, was 
detected by flow cytometry. Expression of two gingiva-dependent miRNAs: miR-146a and miR-155 
were observed by RT-qPCR. Supported by these results, it was indicated that gingiva-derived stem 
cells might be a promising source in tissue engineering. 

Journal of Bio-Integration 9 (1): 21-28, 2019 
 
Keywords 
Gingiva; mesenchymal stem cell; multi-lineage differentiation; microRNAs. 
 
 
1. Introduction 
Tissue engineering is a hot topic at present. In 
tissue engineering, three fundamental factors 
are usually regarded as most important: cells, 
biomaterials and biochemical factors(1, 2). The 
specific properties of mesenchymal stem cells 
(MSCs), such as extensive expansion and multi-
lineage differentiation, make them attractive in 
tissue engineering(3, 4). 

MSCs can be derived from many adult 
tissues such as bone marrow, adipose tissue 
and periosteum(5). Recent studies revealed 
MSCs’ existence in various oral tissues, 

including dental pulp, periodontal ligament and 
gingiva(6, 7). Among oral mucosal tissues, 
gingiva has specific features. As for tissue 
biopsy, gingiva is easy to access, followed by 
fast healing of the dissected site with less 
morbidity. Gingiva surrounds and directly 
attachs to the teeth and the underlying alveolar 
bone. Therefore, compared to the other dental 
origins, gingiva is preferable and applicable as 
stem cell source(8). 

In contrast to other mesenchymal stem cell 
sources, gingiva-derived mesenchymal stem 
cells (GMSCs) are abundant and easy to obtain 
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through minimally invasive cell isolation 
techniques(9). This study mainly aims at 
isolating and characterizing the mouse GMSCs. 
Moreover, a method of collecting mouse gingiva 
precisely was developed in this study. 

 
2. Materials and Methods 
The Institutional Animal Care and Use 
Committee of Tokyo Medical and Dental 
University approved the protocol design and 
procedures (approval number：A2017-343A). 
 
1) Mouse gingiva excision method 
6-week-old female imprinting control region (ICR) 
mice was euthanized by pentobarbitone sodium. 
Before pulling down the mandible, both sides of 
the oral cavity including the cheeks and the 
mandible ramus were cut by a sharp straight 

scissors. With a standard scissors, the soft and 
hard tissues were cut first along an imaginary 
line 1mm behind the thirds molars, and then 
along another imaginary line 2 mm behind the 
incisors. In order to expose the nasal cavity, the 
anterior part of the mouse mouth was pulled 
down. To detach the maxilla from the rest of the 
skull, the scissors should be placed parallel to 
the palate and cut until the posterior incision. 
Then the maxilla was cut into two pieces from 
the middle suture. For each piece of the hemi-
maxilla, the palatal tissue was trimmed carefully 
until reaching the alveolar bone. At last, using 
Adson forceps to peel the gingiva from their 
anterior border. Gingivae were placed in sterile 
phosphate-buffered saline (PBS, Wako 
Chemical, Japan) at 4℃ immediately. (Fig. 1) 

 
 

 

Fig. 1. View of mouse oral cavity. Soft tissues from the back to the front: Soft palate (SP), hard 
palate (HP), gingiva (G). Hard tissue: molars and incisors. The main purpose of this method is to 
collect the gingiva that surrounds the three molars.
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2) Isolation of cells and cell culture 
The gingivae were then minced into 1–2 mm2 
fragments and digested in 0.1% (w/v) 
collagenase (type I collagenase, Sigma-Aldrich) 
in 30mL PBS at 37℃  for 30 min. The cell 
suspension was then centrifuged at 1,000 ×g for 
5min to pellet the GMSCs. The cell pellet was 
resuspended in α-MEM (Invitrogen) containing 
10% fetal bovine serum (FBS; Sigma-Aldrich) 
and 100 U/mL of penicillin–streptomycin (Pen-
Strep; Sigma Aldrich) and plated on 60 mm 
culture dishes. Upon above treatment, the cells 
were incubated at 37 ℃  in a humidified 
atmosphere consisting of 95% air and 5% CO2 
until confluence was reached(10). 
 
3) Cell proliferation 
According to the manufacturer's protocol, Cell 
Counting kit‑8 (CCK‑8; Beyotime Institute of 
Biotechnology) was used to detect cell 
proliferation(11). GMSCs were seeded into a 96
‑well plate at a density of 5x103 cells/well and 
each well contained 100 μl of the α-MEM with 10% 
FBS for culturing cells. At the indicated time 
points (1, 3, 5, 7, 9 d) after seeding,  10 μl CCK
‑8 reagent was added to each well and then 

incubated at the 37 ℃  for 1 h. A microplate 

reader (Wallac 1420 Arvo Sx) was used to 
measure the absorbance at a wavelength of 450 
nm. To eliminate the background, cell medium 
without cells which was treated with the same 
assay was used as control. Each experiment 
was performed in three replicates. 
 
4) Multipotent differentiation of gingiva-
derived mesenchymal stem cells 
Osteogenic differentiation: To induce osteogenic 
differentiation, the third passages of GMSCs 
were seeded in 24-well plates at an initial density 
of 5 × 104 cells/well. They were then cultured in 
osteogenic medium supplemented with α-MEM 
containing 10% FBS, 100 𝜇𝜇M dexamethasone, 
10mM 𝛽𝛽-glycerophosphate, and 50 ng/mL 

ascorbic acid for 21 days with medium changes 
every 72h. At days 21, alcium formation was 
detected by Alizarin Red S staining (Sigma-
Aldrich)(12). 

Adipogenic differentiation: To induce 
adipogenic differentiation, the third passages of 
GMSCs were seeded in 24-well plates at an 
initial density of 5 × 104 cells/well. They were 
then cultured in adipogenic medium 
supplemented with α-MEM containing 10% FBS, 
0.5 mM 3-isobutyl-1-methylxanthine (IBMX; 
Sigma-Aldrich), 1 μM hydrocortisone (Sigma-
Aldrich), 0.1 mM indomethacin (Sigma-Aldrich) 
for 14 days with medium changes every 72h. 
After days 14, oil globules were detected by Oil 
Red O staining (Sigma-Aldrich).  

Chondrogenic differentiation: To induce 
chondrogenic differentiation, the third passages 
of GMSCs were seeded in 24-well plates at an 
initial density of 1X105 cells/well. They were then 
cultured in chondrogenic medium (STEMPRO 
Chondrogenesis Differentiation Kit; Gibco) for 14 
days with medium changes every 72h. After 
days 14, Alcian Blue staining (Sigma-Aldrich) 
was used to detect the presence of cartilage-
specific proteoglycan core protein(7). 

 
5) Flow cytometric analysis 
To identify GMSCs, the third passages of 
GMSCs which were cultured on 60 mm culture 
dishes were harvested by 0.1% trypsin-EDTA 
(Sigma-Aldrich). To quench the enzyme, 1% 
FBS was added and then the cells were 
centrifuged at 1,000 ×g for 5 min. The cell pellets 
were resuspended in ice cold PBS with 1% FBS. 
After filtered through a 70 𝜇𝜇m cell strainer (BD 
Biosciences), the cells were adjusted to a 
concentration of 1 ×107 cells/mL and separated 
in Falcon tubes. Then the cells were incubated 
in dark at 4 ℃  with specific FITC-, PE- rat 
monoclonal antibodies for mouse CD90, CD105, 
CD45 and CD19 (eBioscience™) for 30 min. A 
flow cytometer (FACS Aria II; BD biosciences) 
was used to perform flow cytometric 
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analysis(10). 
 
6) Determination of miR-146a and miR-155 
expression using RT-qPCR 
TaqMan® Pri-miRNA Assays (miR-146a assay 
#468; miR-155 assay #2571; snoRNA202 assay 
#1232, Applied Biosystems, Life Technologies) 
were used to perform reverse transcription of 
total RNA. After evaluation, cDNA was amplified 
using the PCR primers and Universal Mastermix 
II (Applied Biosystems) in a qRT-PCR 
instrument (ABI Prism 7300 Sequence Detection 
System, Applied Biosystems). The endogenous 
control (snoRNA202) was used to perform data 
normalization and comparisons among samples 
were made by the comparative CT method(13). 
 
 
7) Statistical analysis 

We performed statistical analyses by using 
SPSS, version 14.0, for Windows (SPSS Inc), 
and analyzed the differences between the 
means by Student’s t-test. When a 𝑃𝑃 value was 
≤ 0.05, data were considered statistically 
significant. 
 
3. Results 
1) Cell expansion and proliferation 
Once they had been extracted from gingiva, the 
first adherent cells were observed 1-2 days after 
the primary culture. In general, at day 4-5, the 
primary cells reached more than 90% 
confluence. Under microscopy, the gingiva-
derived cells showed spindle-shaped, fibroblast-
like morphology (Fig. 2A–B). The CCK‑8 
proliferation assay revealed that the highest 
significant proliferation was observed at 5 days 
culture in GMSCs (Fig. 2C). 

 
Fig. 2. Morphology and proliferation rate of the cells. (A) The first adherent gingival cells appeared at 
day 1. The cells showed spindle-shaped, fibroblast-like morphology under a light microscope. (B) The 
GMSCs showed high proliferation and formation of colony at day 5.  (C) CCK‑8 assay revealed that 
the highest significant proliferation was observed at 5 days culture. 
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2) Multipotent differentiation of gingiva- 
derived mesenchymal stem cells 
Osteogenic differentiation: mineralized nodules 
were stained red at day 21 after Alizarin Red S 
staining (Fig. 3A–B). 

Adipogenic differentiation: many oil droplets 
were stained red in the cytoplasm of 
differentiated cells at day 14 after Oil Red O 
staining (Fig. 3C–D). 

Chondrogenic differentiation: cartilage-

specific proteoglycan core protein was stained 
blue at day 14 after Alcian Blue staining (Fig. 
3E–F). 
3) Flow cytometric analysis 
The gingiva-derived cells showed strong 
expression of CD90 and CD105, but lack of 
CD19 and CD45 in flow cytometric analysis (Fig. 
3G) 
 

 

 
Fig. 3 Multi-lineage differentiation and immunophenotype of gingiva-derived mesenchymal stem cells. 
(A) Osteogenic differentiation at day 21. (B) Control at day 21 after Alizarin Red S staining. (C) 
Adipogenic differentiation at day 14. Many oil droplets were observed at day 14. (D) Control at day 
14 after Oil Red O staining. Oil droplets were not shown at day 14. (E) Chondrogenic differentiation 
at day 14. Chondrogenic differentiation observed after Alcian Blue staining. (F) Control at day 14 after 
alcian blue. Cell pellet was not formed from the pellet culture. (G) The gingiva-derived mesenchymal 
stem cells expressed CD90 and CD105 surface antigens, but did not express CD19 and CD45. 
 
4) Detection of miR-146a and miR-155 by RT-
qPCR 

The expression of miR-146a and miR-155 in 
GMSCs detected by RT-qPCR is shown in Fig. 
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4. Periosteum-derived mesenchymal stem cells 
were used as control. The expression of miR-
146a and miR-155 in GMSCs was significantly 

higher in comparison with control (p < 0.05). 
 

 

 
Fig. 4. Expression of miR-146a and miR-155 in GMSCs. Cells from the third passage were used in 
this experiment. Data are presented as means and standard errors (n = 3). Detection and quantitation 
of miR-155 (left panel) and miR-146a (right panel) were performed by means of qPCR using the 
snoR202 gene as a reference for data normalization. * Significant differences between GMSCs and 
control, P < 0.05. 
 
4.  Discussion 
Tissue engineering is a multidisciplinary 
research area that aims at regenerative 
alternatives to develop biological substitutes 
which restore or improve tissue function(14). In 
typical tissue engineering, cells, biomaterials 
and biochemical factors are critical. Among 
various cells, MSCs have received increasing 
attention in tissue engineering(15). 

MSCs are present in various organs; 
however, isolation of the cells still exits many 
difficulties. To collect stem cells from bone 
marrow or fat tissue, invasive procedures are 
required(16, 17). MSCs also can be obtained 
from umbilical cord or periosteum but the origin 
of those tissue is rare and difficult(18, 19). 
Harvesting cells from oral tissues is much 
easier(20). Compared to the other dental origins 
such as dental pulp or periodontal ligament, 
gingiva looks the most preferable and applicable 
stem cell source because gingiva is easy to 
access and healing process of the dissected site 
is fast with less morbidity. Therefore, isolating 

MSCs from gingiva just need minimally invasive 
procedures(21). Previous studies also revealed 
that gingiva usually contains a large number of 
stem cells compared to other sources such as 
bone marrow(16). 

To find a better source of MSCs for future 
tissue engineering, we isolated and cultured 
cells from mouse gingiva and check the 
characteristics of those cells. 

In this study, we collected gingiva from 
mouse maxilla. Although mouse oral cavity is 
small, we could obtain sufficient and pure 
gingiva by following our method. To further 
confirm the source of our cells originated from 
gingiva, we tried to find proper makers of gingiva. 
MicroRNAs (miRNAs) are small noncoding RNA 
molecules which show a tissue-specific 
expression pattern. miRNAs play critical roles in 
suppressing protein synthesis and 
posttranscriptional gene regulation. In a recent 
study, their results suggested that the 
expression and regulation of miR-146a and miR-
155 are more significant in gingiva than in other 
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tissues(13). According to that study, we checked 
the expression of two gingiva-dependent 
miRNAs in our cells: miR-146a and miR-155 
which were compared with those in periosteum-
derived mesenchymal stem cells. The results 
showed that the expression of miR-146a and 
miR-155 in gingiva-derived cells was 
significantly higher in comparison with those in 
periosteum-derived mesenchymal stem cells. 
This result proved that our cells were exactly 
from mouse gingiva. 

According to the previous position paper, 
defining MSCs needed to meet the following 
three minimal criteria(22): 

(1) Under the standard culture conditions, 
MSCs should be adherent to plastic. 

(2) Surface markers should have specific 
expression: CD105, CD73, CD90 ≥ 90%, 
and CD45, CD34, CD14 or CD11b, 
CD79α or CD19 and HLA-DR ≤ 2%. 

(3) MSCs should have potential of 
differentiating into osteoblasts, 
adipocytes, chondroblasts. 

In our study, the gingiva-derived cells 
satisfied minimal criteria. First of all, the gingiva-
derived cells were adherent to plastic. And the 
gingiva-derived cells expressed specific surface 
markers such as CD90 and CD105(10) but 
lacked expression of CD19 and CD45. Besides, 
the gingiva-derived cells also showed 
osteogenic, adipogenic and chondrogenic 
differentiation potential. Thus, our results proved 
that the cells we isolated from mouse gingiva 
were mesenchymal stem cells. 

In summary, we isolated and characterized 
stem cells from mouse gingiva. GMSCs showed 
high proliferation and multi-lineage 
differentiation capabilities and also 
demonstrated other characteristics of 
mesenchymal stem cells, which suggested that 
GMSCs would be promising sources for tissue 
engineering. In further research, we are going to 
study the therapeutic potential of GMSCs in vivo. 
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Abstract: 
There are anatomical limitations in posterior maxilla and mandible for treating with dental 
implants. Short implant has recently gained a great attention to avoid complications 
associated with implant treatment in these regions. Although clinical studies with short 
implants in these regions have been reported, real outcomes of short implants have not 
been clear yet. The purpose of the present study was to evaluate implant treatments with 
short implants (6 and 8 mm in length) and long implants (9, 11, 13 mm in length) in 
posterior molar regions retrospectively. 
This clinical study was approved by the ethical committee of the institute. Forty five 
patients received 48 short implants whereas 59 patients received 110 long implants. After 
a sufficient non-loaded period, 2-3 months in mandible and 4-5 months in maxilla, the 
secondary surgeries were performed and the final prostheses of cement fixation were 
delivered. Clinical assessments were done three years after delivering the final 
prostheses. All the procedures from the surgeries, the prosthodontic steps and the 
maintenances were performed by the first author. At the secondary surgery, 6 short 
implants did not integrate with bone, in which 2 implants were placed in the very hard 
mandibular bone and other 4 implants were exposed after the surgery resulting in 
extensive bone loss. Four long implants also did not integrate with bone at the secondary 
surgery, which were also placed in hard mandibular bone. In the osseointegrated 42 
short implants, 20 implants were single crown restorations whereas 22 implants were 
splinted. At 3 years all the 42 short implants were functioning. Radiographically, the peri-
implant bone loss around the short implants and the long implants was 0.14 ± 0.29 mm 
and 0.29 ± 0.61, respectively (mean ± SD) 
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Although the 6 short implants were not osseointegrated, these failed cases could be 
avoided with more surgical attentions. The results of the present study indicate that 
implant treatments with short implants in posterior regions of anatomical restrictions are 
clinically effective. 
Key words:  short implant, bone, posterior molar region, implant treatments. 

Journal of Bio-Integration 9 (1) : 29-36, 2019

Introduction 
Oral rehabilitations with dental implants, 

dental implant treatments, are currently 
very predictable and clinically effective. 
However, after tooth loss posterior molar 
regions in both mandible and maxilla have 
anatomical limitations for placing implants. 
In maxilla, the surgery for sinus floor bone 
augmentation is frequently required. In 
the posterior maxilla, although bone 
augmentation surgery of sinus floor has 
been established and predictable (1), it is 
not always possible to eliminate various 
surgical complications including sinusitis 
(2). In the posterior mandible, mandibular 
canal is often close to the top of the 
alveolar ridge. However, vertical bone 
augmentation in the posterior mandible is 
also surgically challenging (3). 

It has been believed that survival rate of 
long implants is better than the one of 
short implants. However, various surface 
modifications of the implant surfaces 
remarkably enhanced bone implant 
contact (4) improving prognosis of short 
implants (5, 6), which has been reported 
and gained attentions recently because 
we can avoid invasive bone augmentation 
surgeries. Obviously, it is very 

advantageous especially in an old patient 
with some medical problems.  

Indeed, although the advantage of short 
implants in the posterior molar regions of 
anatomical limitations has been reported 
in the previous systematic review articles 
(7, 8), the majority of clinicians including 
us were still questioning the clinical 
outcomes of using short implant. Thus, 
the purpose of the present study was to 
evaluate clinical cases of short implants in 
posterior regions. 
 
Materials and Methods 

This clinical study was approved by the 
ethical committee of Faculty of Dentistry, 
Tokyo Medical and Dental University 
(D2015-568). All the treatments in this 
study were performed by one dentist, the 
first author of this clinical study, who have 
15 years experience in dental implant 
treatments. The treatments of posterior 
molar regions with short implants 
(diameter 4mm, length 6 or 8mm, 
"Osseospeed", DENTSPLY) and long 
implants (diameter 4mm or 4.5mm, length 
9 or 11 or 13mm, "Osseospeed", 
DENTSPLY) were evaluated at 3 years 
after delivering final prostheses.  
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Fifty two short implants were placed in 
posterior regions of 48 patients: 21 males 
and 27 females, average age 58 years old. 
One hundred and fourteen long implants 
were placed in posterior regions of 56 
patients: 18 males, 36 females, average 
age 48 years old. All implants were 
submerged and after sufficient non-
loading period, 2-3 months in mandibles 
and 4-5 months in maxillae, secondary 
surgeries were performed. Cement 
retained final prostheses were delivered. 
Dental radiographs were taken 
immediately after the implant placement 
and then every year. Periodical 
maintenances were applied, and these 
cases were clinically evaluated 3 years 
after the final prosthesis delivery. On the 
radiographs the distance from the 
platform of the implant to the point where 
bone contacted on the implant surface 
was measured. All the numerical data 
were analyzed with statistical software: 
ANOVA and t-test were used. P value less 
than 0.05 was considered as 
significance.(9) 
 
Results 

Total number of the patients was 104 
and total number of the implant installed 
were 166. The number of the implant, 
which did not integrated with bone at the 
secondary surgery was 10: Six short 
implants and 4 long implants did not 
integrate with bone. After delivering final 
prosthesis all the remaining implants were 

functioning for 3 years. Thus, 156 
implants in 99 patients were evaluated at 
3 years. 

In short implants, 14 implants were 
placed in maxillae whereas 32 implants 
were placed in mandibles. In long 
implants, 36 implants in maxillae and 74 
implants in mandibles. In short implants, 
21 implants were single standing whereas 
25 implants were splinted. In long 
implants, 59 implants were single 
standing whereas 51 implants were 
splinted.  

Representative dental radiographs of 
the short implants were presented in Fig 
1. The mean value of bone resorption and 
standard deviation was 0.14±0.29mm in 
short implants and 0.29±0.61mm in long 
implants. There was no significant 
difference. 

 
Discussion 

In 4 short implants, which did not 
integrate with bone, the two short implants 
were exposed after the surgery resulting 
in remarkable bone loss around the 
implants. The exposure of the implant was 
probably the main reason for losing these 
2 short implants. Other 2 failed implants 
were placed in the extremely hard 
mandibular bone. In our current daily 
clinical practices, we sometimes cannot 
get osseointegration of the implant placed 
in hard bone rather than soft bone. In such 
a case bleeding is not always enough and 
high insertion tongue is required for 
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placing an implant, which is unfavorable 
for osseiointegration. These failed cases 
could be avoided if the clinician paid more 

attention during the implant placement 
surgery. 

  
Fig. 1 The representative radiographic images of the clinical case of short implants. 
Immediately after the implant placement (A), immediately after the final prosthesis 
delivery (B) and three years after the final prosthesis delivery (C)  
 

  
                 A                                      B 

 

                C 
 

The distance from the implant platform 
to the top of the prosthesis (length of 
prosthesis) is smaller than the implant 
length, in other words, the ratio of 
prosthesis length to implant length is 
small, which is mechanically 
advantageous. On the other hand, the 
ratio of prosthesis length to implant length 

is large, which is mechanically 
disadvantageous. If the same size of the 
prosthesis on a short implant and on a 
long implant, the ratio of prosthesis length 
to implant length will be large in short 
implants. 

We clinically experience that large ratio 
of crown length to root length is 
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unfavorable in natural teeth. Based on the 
clinical experiences in natural teeth we 
believe that large ratio of prosthesis 
length to implant length is also 
unfavorable. We doubted the clinical 
outcomes of short implants. However, 
surprisingly, all the short implants, which 
integrated with bone, were functioning for 
3 years and bone around these short 
implants was very stable in the present 
study. 

Concerning ratio of crown length to 
prosthesis length to implant length 
(crown-to-implant ratio), it has been 
reported that crown-to-implant ratio, 
ranging from 0.86 to 2.14, of single-tooth, 
non-splinted implants did not demonstrate 
a high occurrence of biological or 
technical complications (9). It has been 
also reported that in short implants, 
implant-supported fixed prostheses with 
crown-to-implant ratio more than 2 do not 
correlate positively with marginal bone 
loss (10). Clinical acceptable range of 
crown-to-implant ratio in implant fixed 
protheses seems to be wide compared to 
the one of crown-to-root ration in natural 
teeth. However, It has been reported that 
crown-to-implant ratios should not exceed 
1.7 to avoid increased early marginal 
bone loss (11). It is obvious that increase 
of crown-to-implant is not favorable 
clinically. Therefore, it is important to 
provide the patient with a mutually 
protected or canine guidance occlusion 

and to splint implants, if possible, and to 
avoid cantilever load. 

Since the bone around the short implant 
is less than the long implant, marginal 
bone loss of the short implant is fatal 
compared to the long implant. It has been 
reported that micro gap and micro motion 
of the interface between the abutment and 
the implant induce bone loss around the 
implant (12). The implant of the present 
study has “Morse tapered conical 
connection”, which reduces micro gap 
and micro-motion. Furthermore, the 
implant of the present study has “platform 
switching”, in which the abutment 
diameter is smaller than the diameter of 
the implant platform. Platform switching is 
advantageous to keep the bone and the 
connective tissue around the implant (13, 
14). In addition, the implant of the present 
study has micro-thread close to the 
platform, which is also beneficial to keep 
the bone around the implant (15). Overall, 
the implant system of the present study 
had several advantages to preserve the 
bone around the implant. Thus, it is 
reasonable that marginal bone loss was 
very small in both short and long implants 
in the present study. 

In addition to preserve bone, “Morse 
tapered conical connection” has another 
advantage to prevent screw loosening 
compared to “flat to flat classical 
connection” especially when crown-to-
implant ratio is more than 1 in single 
crown restoration (16). Since crown-to-
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implant ratio increases in treatments with 
short implants, using “Morse tapered 
conical connection” implant is strongly 
recommended. 

The beneficial points of using short 
implants is able to avoid bone 
augmentation surgeries, which is less 
invasive, less time and money consuming. 
Obviously, this is beneficial for both 
patients and clinicians. The randomized 
clinical studies to compare the treatments 
of short implants with the treatment of 
bone augmentation together with long 
implants have been reported in both 
maxilla and mandible. In maxilla, 
reconstructions performed using an 11-
mm implant  combined  with 
maxillary sinus floor augmentation or a 6-
mm implant in the resorbed posterior 
maxilla are equally successful in 
supporting a single restoration over 5 
years (17). In mandible, 5 years after 
loading, prosthetic and implant failures 
were similar between the two 
interventions; however, complications and 
peri-implant marginal bone loss were 
higher and more severe 
at longer implants placed in vertically 
augmented mandibles (18). These two 
clinical studies clearly demonstrated the 
clinical merit of using short implants in 
both posterior maxilla and mandible. 

In addition to the posterior regions, 
clinical outcomes of short implants in 
implant supported overdenture have been 
recently reported demonstrating short 

implants stably support the overdentures 
although the observation period was short 
(19). These previous clinical studies 
strongly support using short implants in 
dental implant treatments. 

In the present retrospective study, the 
osseointegrated 42 short implants placed 
in the posterior regions were functioning 
for 3 years and bone around the short 
implants were very stable, similar to the 
long implants, which was surprising. The 
finite element analysis by other 
researchers demonstrated that the 
mechanical stress to the bone around the 
implant highly concentrates on the top of 
the bone close to the platform, which is 
almost similar in short and long implants 
(20). This might explain the present 
results.  

In conclusion, the results of the present 
clinical study also support using short 
implants in posterior maxilla and mandible. 
However, the long-term clinical outcomes 
of short implants more than 10 years are 
required in the future. 
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Abstract 
In order to secure the initial fixation for implanting an implant, obtaining mechanical 

interdigitations between the implant and a bone is a critical element. For that reason, at the 
initial fixation of the implanted implant, understanding the stress distribution on the implant 
and jawbone is clinically necessary. 

In this research, we fabricated CAD data based on the actual CT images, and by using the 
finite element method, we examined the stresses generated in the jawbone and implant 
during the initial fixation of the implant by the SAT (Step Adaptation Technique) method. We 
fabricated two types of analysis models: normal drill hole and the SAT method, and 
reproduced it on CAD. As a result of the finite element analysis, by using the SAT method, 
the stresses were increased by about five times the maximum on the jawbone and about six 
times the maximum on the implant compared to the normal drill hole. This suggests that the 
SAT method is an effective method for securing the initial fixation of the implant. 

 
Journal of Bio-Integration 9(1): 37-44,2019 

 
 

Keywords： 
Primary stability，Step Adaptation Technique，Finite Element Method 

 
【緒言】 
前号のバイオインテグレーション学会誌

（Vol.8 No.1/2018）においてテーパードボディタ

イプ・インプラントを用い，ステップアダプテー

ション・テクニック（Step Adaptation 
Technique：以下，SAT 法）によるインプラント

体の初期固定の有効性を報告した 1)．インプラン

トを植立する際の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

要な要素である 2)．それには，植立したインプラ

ント体の初期固定において，インプラント体や顎

骨にかかる応力分布を把握することは臨床上必要

である． 
インプラントの応力解析は，有限要素法

（Finite Element Method：以下，FEM）により，

これまでに顎骨の一部を想定した単純なモデルを

用いて行われてきた 3)が，実際の臨床との再現性

に欠けていることが指摘されていた．しかし，近
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年ではコンピュータの性能向上や 3 次元モデル作

製技術の発展により，より臨床に近い再現性の高

いモデルを用いた FEM 解析が可能となった．本

研究では，実際の CT 画像を基に CAD データを

作製し FEM 解析を用いて，SAT 法によるインプ

ラント体の初期固定において顎骨・インプラント

体に生じる応力について検討した． 
   
【材料および手法】 
1．症例および CT の撮影 

症例は，54 歳・女性．上顎左側臼歯部欠損の

症例．｜6．術前に X-erasmart（株式会社吉田

製作所製）を用いて X 線 CT 撮影を行った（図

1）．撮影は，CT 装置に内蔵されている標準プ

ロトコールより，管電圧 130ｋV，管電流 200ｍ
A，管球 1 回転当たりの時間 1 秒，Scan Field 
of View（以下，FOV）φ40mm×57mm の撮影条

件で行った． 
図 1：術前の CT 画像 

 
 

2．埋入法 
術前の CT 画像より骨頂から上顎骨洞底部まで

の距離は 4.96ｍｍあった．埋入法は，ステップ

ドリルを用い段階的にドリル径を変えてインプ

ラント体を埋入する SAT 法により埋入し（図

2a-b），初期固定を獲得した．図 3 に埋入後の

CT 像を示す． 
 
図 2ａ：ステップドリルで基底骨部分を 

拡大形成（イメージ図） 

 
図 2ｂ：ステップドリルで基底骨部分を 

拡大形成（イメージ図） 

 
 

図 3：術直後の CT 画像 

 
 

3．CAD データの作成 
本研究では，三次元画像解析ソフト（ITK-

SNAP，Penn Image Computing and Science. 
Laboratory）を用いて実際の CT 画像を基に上

顎骨の一部の 3D モデルを作成した（図 4）． 
このモデルの状態では CAD 上での応力解析が

困難であるため，3D モデルは，リバースエン

ジニアリング・ソフト（Point Master, Nihon 
Visual Science, Inc.）を用いて CAD データ

（Computer-Aided Design：以下，CAD）へと

変換した．その後，CAD 上でインプラント体を

作製し，上顎モデルにインプラントを挿入し解

析モデルとした． 
解析モデルは，通常のドリル孔（以下，通常
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法）と SAT 法の 2 種類を作製し，CAD 上で再

現した．その際，解析ソフトでは，植立孔より

径の大きいインプラント体を植立した場合の再

現は困難であった． 
 
 
 
 

図 4：3D モデルの作成 

 

 
そのため，植立孔の径より小さいインプラン

トを挿入し，インプラント体と骨の接合部にお

いては，フィクスチャー部のねじ部が顎骨の一

部に接するように位置づけをし（図 5a-b），同

様に SAT 法のモデルにおいてもフィクスチャー

部のねじ部が顎骨の一部に接するように位置づ

けをした(図 6a-b) ．そして，熱膨張させること

でインプラント体の初期固定の状態を再現し

た．

 
図 5a：通常法によるインプラント体の    図 5b：横断面 

            位置づけ（縦断面）  
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          図 6a：SAT 法によるインプラント体の  図 6b：横断面 
             位置づけ（縦断面）  

                
      

 
解析法は，インプラント体に 37379.10[K]の熱

荷重を付加する非線形解析 4)を行った．解析条

件を以下に示す． 
4．解析条件 

・境界条件：インプラント体界面の条件 
接触状態は，インプラント体と臨床的にオッ

セオインテグレーション非獲得とした． 
摩擦係数を 0.33 と設定し，非線

形解析を行った． 
・熱荷重の算出法 
熱荷重は，次式を用いて求めた．(顎骨に温度

による変化が発生しないよう熱膨脹係数を 0
に設定) 

𝑉𝑉 � 𝑉𝑉� � 3𝛼𝛼𝑉𝑉�𝑇𝑇・・・① 

𝑉𝑉𝑉膨張後の体積 𝑉𝑉�𝑉膨張前の体積 𝛼𝛼𝑉
熱膨張係数 𝑇𝑇𝑉温度  

上記の式①を温度を求めるために以下の式に変

形する 

𝑇𝑇 � 𝑉𝑉 � 𝑉𝑉�
3𝛼𝛼𝑉𝑉� ・・・② 

上式②に以下の各値を入れると 
𝑉𝑉 � 3����1�mm��, 
𝑉𝑉� � 1������mm��, 
𝛼𝛼 � ���� � � �1K� 
𝑇𝑇 � 3�3���1�K� 

 
材料条件 

部品 ヤング率[GPa] ポアソン比 熱膨張係数[1/K] 

皮質骨 13.0 0.3 0 

海綿骨 1.3 0.3 0 

ﾜﾝﾋﾟｰｽｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ 120.0 0.32 8.5E-5 

 
5．使用インプラント 

症例に用いたインプラント体は,直径 5.0mm×
長径 14.0mm のスパッタ法によりコーティング

されたミューワン HA インプラント TS50-08-06
（山八歯材工業社製）を用いた． 

6．評価法 

評価法は，解析モデルの通常法と SAT 法を適

用した 2 種類のモデルに対して，モデル全体・

顎骨・インプラント体に生じる応力値を算出し

た．そして，得られたデータから各々の平均

値・最大値を算出し，比較・検討を行った． 
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【結果】 
図 7a-c は，チャートによる解析結果を示し，

赤色に近づくほど応力値が高いことを示してい

る．その結果，通常法によるドリル孔では，イン

プラント体全体に応力は分布していた．一方，

SAT 法によるドリル孔は，上顎骨洞底部付近に強

い応力が集中していた． 
表１に応力値の解析結果を示す．通常法のモデ

ルに熱荷重を付加した場合，顎骨には最大値で

264.30[MPa]の応力が生じ，平均値では 5.70 

[MPa]の応力が生じていた．そして，インプラン

ト体には最大値では 329.90[MPa]の応力が生じ，

平均値では 9.16 [MPa]の応力が生じていた．一

方，SAT 法を適用した場合では，顎骨には最大値

で 1.38 [GPa]の応力が生じ，平均値では，

22.24[MPa]の応力が生じていた．そして，インプ

ラント体には最大値では 2.00[GPa]の応力が生

じ，平均値では 42.97[MPa]の応力が生じる結果

となった． 
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図 7a：モデル全体に生じる応力 
                     通常法                           SAT 法 

   
 

図 7b：顎骨に生じる応力 
               通常法                           SAT 法 

 
 
図 7c：インプラント体に生じる応力値 

                   通常法                          SAT 法 
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表 1：解析結果 

 

 
考察 

インプラント治療の普及とともに，術後の負担

を軽減し治療期間を早期に対応するためにも，上

部構造装着までの免荷期間を短縮することが求め

られている．そのためには，インプラント体の植

立時の強固な初期固定の獲得により二次固定への

移行が有効となり 5)，効果的な補綴処置へ移行す

ることが大切かと考える．免荷期間に影響が与え

る因子としては，インプラント体の表面性状・形

状そして植立部位の骨質・骨量に左右される 6)． 
骨量や骨密度に関する研究 によると，骨密度

はインプラント体全体にわたって機能するための

重要な要素としてあげられてきた．Sennerby ら
7) は，密な皮質骨は疎な海綿骨よりもオッセオイ

ンテグレーションを得るのに有利であるとする報

告している．Branemark ら 6)は，インプラントを

通じて伝達される咬合力には上下顎ともに歯槽部

よりも基底骨の方が支持する能力があり，リモデ

リングに関してもより適切に行われると結論づけ

ている．また，骨はその量ではなく，骨の生物学

的および生体工学的な能力によって長期的予後が

左右されるという報告もなされている 6)．臨床に

おいて，初期固定を獲得するためには，埋入部位

の骨の状態を確認し，インプラント体の形状や表

面性状を考慮しながら適正なトルク値にて 8)，埋

入することが重要であると考えられる． 
本研究の結果より， 顎骨に生じる応力は，通

常法と比較して SAT 法を用いた顎骨のモデルに

生じた応力の最大値は約 5 倍に増加した．このこ

とから，SAT 法を用いることで骨量の少ない顎骨

においても，インプラント埋入時における初期固

定の獲得が可能であると考えられる．また，モデ

ル全体にかかる応力値とインンプラント体にかか

る応力値の最大値は、SAT 法においては，上顎骨

洞底部付近に埋入されている部分に大きな応力が

生じていることが確認できた．これより，通常法

と比較して SAT 法によるドリル孔は，上顎骨洞

底部付近の孔径が小さいことにより，顎骨に対す

る締め付け力が増大したことが確認された．この

結果は，SAT 法によりステップ形成を行い，イン

プラント体の形状であるテーパードタイプにより

骨孔に適合させる特徴を生かすことによる結果で

あると考えられる．これらのことより，通常法と

比較して SAT 法では，より有効な初期固定の獲

得することが示唆され，早期にオッセオインテグ

レーションを得るためには有効な手法であること

が考えられる． 
  
結論 

有限要素解析の結果，SAT 法を用いた場合の顎

骨の初期固定は，通常法と比較して応力の最大値

に約 5 倍，インプラントの初期固定は，通常法と

比較して応力の最大値に約 6 倍の増加の傾向が認

められた．したがって，SAT 法はインプラント体

の初期固定の獲得に有効な手法であることが示唆

された． 
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和文抄録 
インプラントを植立する際の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

るかが重要な要素である．それには，植立したインプラント体の初期固定において，インプラント体や

顎骨にかかる応力分布を把握することは臨床上必要である． 
本研究では，実際の CT 画像を基に CAD データを作製し有限要素法（Finite Element Method）を用

いて，SAT 法（Step Adaptation Technique）によるインプラント体の初期固定において顎骨・インプラ

ント体に生じる応力について検討した． 
解析モデルは，通常法と SAT 法の 2 種類を作製し，CAD 上で再現した．有限要素解析の結果，SAT

法を用いた場合の顎骨の初期固定は，通常法と比較して応力の最大値に約 5 倍，インプラントの初期固

定は，通常法と比較して応力の最大値に約 6 倍の増加の傾向が認められた．これより，SAT 法はインプ

ラント体の初期固定の獲得に有効な手法であることが示唆された． 
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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湿式メカノケミカル合成法によるクロロアパタイトの研究 

○大塚 裕太１） 伊藤 丹２） 竹内 政樹３） 田中 秀治 3）

東京理科大・薬１） 徳島大学院・薬２） 徳島大学院・医歯薬 3）

【目的】近年の生命科学の発展により，損傷した生体組織や臓器の再生機構が明らかになりつつある。こ

のため，生体組織に類似した，バイオマテリアルの合成研究が益々盛んに行われるようになった。代表的

なバイオマテリアルとしてアパタイト型結晶 M10(PO4)6(X)2が知られている。カルシウムイオン，リンイ

オン，水酸イオン以外を結晶にドープする研究は2000年から毎年増加傾向にある[1]ことが報告されてい

る。Freund[2]らはアパタイト型結晶の水酸基にフッ素イオンを導入し，赤外吸光スペクトルの変化を調

査した。本研究では2つのメカノケミカル合成法によって水酸基に塩化物イオンを導入したクロロアパタ

イト(ClAp)を合成し，合成されたバイオセラミックを評価した。

【方法】第二リン酸カルシウム 二水和物(DCPD)と酸化カルシウム（CaO）を Ca/P 比 1.5 および水/粉
比 0.5mL/g にて混合した。遊星ボールミル (Pulverisette 7, Fritsch GmbH Idar-Oberstein, Germany)
にて混合粉砕を 12 時間行った。混合粉砕後に塩化カルシウムを Ca/P 比 1.67 になるように添加し，さら

に 12 時間混合粉砕し ClAp Form A とした。DCPD，CaO および塩化カルシウムを Ca/P 比 1.67，水/粉
比 0.5mL/g にて 24 時間混合粉砕し，ClAp Form B とした。Form A および From B は模擬生体液中に

て保存した。粉末 X 線回折(PXRD)装置 Miniflex (Rigaku Co. Ltd., Japan)，全反射減衰赤外分光装置 FT-
IR 6200 (JASCO Co., Japan)にて Form A および Form B を評価した。サンプルのカルシウムイオン，

リン酸イオンと塩化物イオンの組成定量は EDTA 滴定，モリブデンブルー法およびチオシアン酸水銀法

にて定量した。

【結果と考察】合成されたクロロアパタイトの

組成定量結果を Table 1.に示す。合成方法の異

なるクロロアパタイト Form A および Form B
の組成はそれぞれ C/P 比 1.73 と 1.64 になっ

た。Form A が 1.67 を超えたことから，ミル内

の pH の状態が異なる状態で塩化カルシウムを

添加することでリン酸イオンが炭酸イオンと入

れ替わることが示唆された。Figure 1 に得られ

たサンプルの X 線回折パターンを示す。 
Form A および From B の回折角 2°に

おける cps がおよびであったことか

ら，From B が Form A より高い結晶性を有して

いることが示唆された。SBF 中に 7 日間保存す

ることによって Form A は結晶化度が上昇し，

Form B は結晶化度が低下した。赤外分光スペク

トルの詳細については本学会にて報告する。

【参考文献】

[1] Yilmaz, B., Alshemary, A. Z., Evis, Z. (2018). Microchemical Journal. (144) 443-453.
[2] Freund, F., Knobel, R. M. (1977). Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, (11), 1136-1140.
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〇杉澤 満 1) 石原滉平 2) 尾関和秀 2) 
杉澤歯科医院 1) 茨城大学工学部機械システム工学科 2) 

 

【緒言】有限要素解析（Finite Element Method：FEM）は，「微分方程式を，近似的に解くた

めの数値解析」の方法と定義されている 1) ．特に連続した問題解析対象を，多くの微小な

要素で構成される解析要素でモデル化し，複雑な境界条件や解析対象の多様性への適合性

に優れている解析法である．本研究は，この解析法により上顎臼歯部欠損症例に対して，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）を適用し，植立したインプラント体の初期固定の応力解析につい

て検討した． 
 
【材料および手法】手法は，三次元画像解析ソフトを用いて実際の CT 画像を基に上顎骨の

一部の 3D モデルを作成し，リバースエンジニアリング・ソフト（Reverse Engineering
Software）を用いて CAD データ（Computer-Aided Design：以下 CAD）へと変換した．その

後，CAD 上で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解析モデルと

した．そして，解析モデルは通常のドリル孔と SAT 法の 2 種類を作成し，疑似的に CAD 上

で再現した．その後，インプラント体に 37379.1[K]の熱荷重を付加し，熱膨張させ非線形解

析で FEM 解析を行い，2 種類のモデルを比較・検討した． 
 
【結果】通常のドリル孔のモデルに熱荷重を付加した場合，顎骨のインプラント埋入部には

最大 264.3[MPa]の応力が生じ，インプラント体全体では平均 5.704[MPa]の応力が生じてい

た．そして，インプラント体のフィクスチャー部（Fixture）には最大 329.9[MPa]の応力が生

じ，全体では平均で 9.162[MPa]の応力が生じていた．一方，SAT 法を適用した場合では，顎

骨のインプラント埋入部に最大 1.389[GPa]の応力が生じ，全体では平均 22.24[MPa]の応力

が生じていた．そして， インプラント体のフィクスチャー部では最大 2.0[GPa]の応力が生

じ，全体では平均 42.97[MPa]の応力が生じる結果となった． 
 
【考察および結論】有限要素解析の結果，SAT 法を用いた場合のインプラントの初期固定

は，通常のドリル孔と比較して応力の最大値に約 6 倍の増加の傾向が認められた．これよ

り，SAT 法はインプラント体の初期固定の獲得に有効な手法であることが示唆された． 
 
【参考文献】 
1) 嶋田純，田島清司，柿川宏：インプラント周囲骨の応力集中に関する三次元有限要素解

析．九州歯科学会雑誌，55：87-104，2001． 
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上顎臼歯部に骨造成を併用したインプラント治療の臨床的検討	

〇伊藤	 健	 山田麻衣子	 小倉	 晋	 五木田旬子	 是澤和人	 石井通勇	 柳井智恵	

日本歯科大学附属病院口腔インプラント診療科	

	

【目的】	

上顎臼歯部インプラント治療において上顎洞の解剖学的な制約などにより適応が困難と

なることがある。今回、われわれは当科にて上顎臼歯部に骨造成を併用したインプラント治

療について臨床的検討を行ったので報告する。	

	

【方法】	

対象は 2015 年 1 月から 2017 年 12 月までの 3 年間に上顎臼歯部(第一小臼歯から第二大

臼歯部）に埋入した 270 症例のうち、インプラント治療に骨造成を併用した 73 症例とした。	

これらの症例について、性別・年齢	、骨造成法、骨造成の時期、埋入部位、埋入本数、イ

ンプラント体の長さ、および喪失したインプラント体の本数について検討を行った。	

	

【結果】	

対象 73 症例のうち男性は 30 名、女性は 34 名、埋入手術時の平均年齢は 55.2 歳であっ

た。骨造成法の内訳では、上顎洞底挙上術が 43 例（59％）、歯槽堤形成術が 25 例（34％）、

ソケットリフトが 5例（７％）であった。骨造成の時期について、上顎洞底挙上術では術前

が 34 例、埋入同時では 9例、歯槽堤形成術では術前が 8例、埋入同時では 17 例、ソケット

リフトは 5例であった。上顎洞底挙上術は術前に行われるものが多く、歯槽堤形成術は埋入

と同時に行われるものが多い結果であった。埋入したインプラント体の長さは 8～12ｍｍが

多く用いられた。インプラント体の喪失を認めたのが 5例、原因として初期固定の不良、イ

ンプラント周囲炎、埋入位置の不良および過重負担が考えられた。	

	

【考察及び結論】	

上顎臼歯部に骨造成を併用しインプラント治療を適応した73症例のうち、68症例（93％）

が良好に経過している。一方、インプラント体が喪失した症例では、歯槽堤形成術を併用し

た症例に多く見られたことにより、骨造成法を適応する際にはより慎重な診察・診断が必要

と思われた。	
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リバースエンジニアリングによる上顎骨のモデリングと

インプラントオーバーデンチャーにおける応力解析

〇皆川 遥夢 1) 石原 滉平 1) 今井 守夫２） 尾関 和秀 1) 
茨城大学１） ぐみょう今井歯科医院２） 

【目的】 
現在，上顎無歯顎に対してのインプラントオーバーデンチャーの力学的挙動の検証は十

分になされていない．上部構造である義歯や顎骨・歯肉などの力学的挙動を調べることは，

安全な義歯の設計，製作を行う上で大切な要件である．しかし，臨床実験や模型実験では機

能時の負荷状況を正確に再現するために，妨げる多様な因子が存在し，これらが相互に影響

を与えることにより，多くの場合それらを独立した因子として個々に処理することは難し

い．しかし，有限要素法では特定の要素の影響を比較的容易に検討することが可能である．
本研究では無歯顎患者の顎骨を基にリバースエンジニアリングを用いることにより、上顎骨

の CAD モデルの作製を行った．その後，作製した CAD モデルを基に有限要素法を用いて上顎

骨に対するインプラントオーバーデンチャーのインプラントの埋入位置の違う二つの場合にお

ける応力分布の評価を試みた． 
【対象と方法】 
無歯顎患者の CT 画像を用いて上顎骨，歯肉，義歯の CAD モデルを作製した．また，支

持装置であるインプラントは径 3.8mm，埋入深さ 6.5mm のフィクスチャーを用いたロケ

ーターアタッチメントのモデルを使用した．解析に使用したモデルは，インプラントの埋入

部が上顎骨の両側 6 番相当部・両側 3 番相当部の計 4 か所の場合，両側 6 番相当部・両側

1 番相当部の計 4 か所の場合，両側 7 番相当部・両側 1 番相当部の計 4 か所の場合の 3 通

りの解析モデルを作製した．それぞれの 3 通りの解析モデルに対して，義歯の両側 6 番部

と 1 番正中部にそれぞれ 100N の垂直荷重を加えた計 2 通りの荷重条件で解析を行った． 
【結果】 

3 通りの解析モデルを構成している義歯，歯肉，顎骨，インプラントそれぞれのモデルに

生じている 2 つの荷重条件の場合の引張応力と圧縮応力の平均を算出した．また本抄録で

は，臨床的に負担が低い方が良いとされている歯肉に対する結果のみ比較を行った．義歯の

両側 6 番に荷重をかけた場合の 3 通りの解析モデルの歯肉に発生する圧縮応力を比較した

ところ，インプラントの埋入部が上顎骨の両側 7 番相当部・両側 1 番相当部の場合のもの

が他の二つの場合と比較して圧縮応力値が大きくなった．また，インプラントの埋入部が上

顎骨の両側 6 番相当部・両側 3 番相当部と両側 6 番相当部・両側 1 番相当部の場合の圧縮

応力値に大きな差はなかった．それに対して，義歯の 1 番正中部に荷重をかけた場合の 3 通

りの解析モデルの歯肉に発生する圧縮応力を比較したところ，インプラントの埋入部が上

顎骨の両側 6 番相当部・両側 3 番相当部の場合のものが他の二つの場合と比較して圧縮応

力値が大きくなった．また，インプラントの埋入部が上顎骨の両側 6 番相当部・両側 1 番

相当部と両側 7 番相当部・両側 1 番相当部の場合の圧縮応力値に大きな差はなかった．引

張応力の平均は，圧縮応力の平均と同様の傾向が見られた． 
【考察および結論】 

義歯に対して両側 6 番部荷重の場合はインプラントの埋入部が上顎骨の両側 7 番相当部・

両側 1 番相当部のモデルの歯肉，1 番正中部荷重の場合はインプラントの埋入部が上顎骨の

両側 6 番相当部・両側 3 番相当部のモデルの歯肉に生じる応力が大きかった．2 つの結果の

共通点として，どちらの結果も荷重部からインプラントが離れているモデルの歯肉に生じ

る応力が大きいことから，負荷された荷重の位置に対して埋入されているインプラントが

近いほどインプラントが応力を負担し，歯肉に生じる応力が軽減されるためであるいえる．

したがって、3 つの解析モデルの中でインプラントの埋入部が上顎骨の両側 6 番相当部・両

側 1 番相当部のモデルが他の二つに比べて最も歯肉に対する応力を軽減するといえる． 
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【結果】 

3 通りの解析モデルを構成している義歯，歯肉，顎骨，インプラントそれぞれのモデルに
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力値が大きくなった．また，インプラントの埋入部が上顎骨の両側 6 番相当部・両側 1 番

相当部と両側 7 番相当部・両側 1 番相当部の場合の圧縮応力値に大きな差はなかった．引
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共通点として，どちらの結果も荷重部からインプラントが離れているモデルの歯肉に生じ

る応力が大きいことから，負荷された荷重の位置に対して埋入されているインプラントが

近いほどインプラントが応力を負担し，歯肉に生じる応力が軽減されるためであるいえる．

したがって、3 つの解析モデルの中でインプラントの埋入部が上顎骨の両側 6 番相当部・両

側 1 番相当部のモデルが他の二つに比べて最も歯肉に対する応力を軽減するといえる． 

亜鉛徐放性β-リン酸三カルシウム球形粒子の水熱合成と 
骨欠損ラットモデルへの適用に関する研究 

○鳩山宏一 1) Joshua Chou2) 服部祐介 1) 大塚 誠 1)

武蔵野大学薬学部 1) University of Technology Sydny2)

【背景】β-リン酸三カルシウム(β-TCP)は骨折，骨髄炎，がん切除など，骨欠損に対する人工骨補填材料

として再生医療の分野で注目されている．また亜鉛は，生体内で骨形成を活性化させる必須微量元素で

あることから，亜鉛徐放性特性を有する部分亜鉛置換 β-TCP (Zn-TCP)を移植することで，骨形成を促進

することが期待される．そこで本研究では，硫酸カルシウムを基剤とした簡便な Zn-TCP 作製方法の開

発と，その亜鉛放出特性の有用性を検討した． 

【方法】 硫酸カルシウムを水と懸濁させ，食用油中で油中

分散造粒することにより球形粒子を得た．球形粒子をリン

酸水素二アンモニウムとの水熱変換，硝酸亜鉛六水和物と

の水熱変換を経ることで Zn-TCP を作製した． 
反応式は以下の通りである． 

2(CaSO4･0.5H2O) + 3H2O → 2CaSO4･2H2O 
3(CaSO4･2H2O) + 2{(NH4)2HPO4 } →  
Ca3 (PO4)2 + 6H2O + 3H2SO4 + 4NH3 
2.7/3Ca3(PO4)2 + 0.3{Zn(NO3)2} →  
Zn0.3Ca2.7(PO4)2 + 0.6HNO3  

試料の性質は粉末 X 線回折試験、フーリエ変換赤外分光光度

計(FT-IR)及び電界放出形走査電子顕微鏡(SEM)とエネルギ

ー分散型 X 線分析(ED,)により評価した．亜鉛の放出はリン

酸緩衝液，酢酸緩衝液及び擬似体液を用いて評価した．また，

骨欠損ラットモデルに Zn-TCP を移植することで骨形成へ

の有用性を評価した． 

【結果・考察】得られた球形粒子は β 型の結晶構造を持つ

TCP であった．溶出試験において亜鉛の徐放的な放出を確認する

ことできた．In vivo の試験では，Zn-TCP は

β-TCP よりも良好な骨形成を行う傾向が認め

られた． 

【結論】硫酸カルシウムを出発物質として，簡

易的に球形Zn-TCPを作製することができた．

作製したZn-TCPは亜鉛を徐放的に放出した．

Zn-TCP を移植すると，欠損部の治癒過程で亜

鉛により骨形成が活発化し，骨密度を高くしたのではないだろうか． 

Particle size 1.4 ± 0.03 mm

CaSO4 Zn-TCP
Particle size 1.4 ± 0.03 mm

Fig.１ 硫酸カルシウム球形粒子と Zn-TCP球形粒子

Fig. 3 X線 CTによる骨欠損治癒の課程
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生体必須微量重金属含有複合化ナノリン酸カルシウム粒子のメカノケミカル湿式合成 

○照喜名孝之 1) 鳩山宏一 1) 服部祐介 1)青木秀希 2) 大塚 誠 1)

武蔵野大学薬学部 1) 国際アパタイト研究所 2) 

【背景】リン酸カルシウムには，ハイドロキシアパタイト，リン酸三カルシウム，リン酸四カルシウムな

ど様々の結晶多形があり骨置換材料としての有用性が検討なされている．これらに生体必須微量重金属

を一部置換することで骨形成を活性化する働きを持つリン酸カルシウムの開発が試みられてきた．部分

亜鉛置換リン酸カルシウム（CaP）多くの研究がされ，筆者たちは部分亜鉛置換リン酸三カルシウム(Zn-
TCP)の有用性を検討してきた．また，部分ストロンチウム置換（Sr-TCP)により骨細胞関連酵素の活性

化を促す報告があがっている．しかし，Zn と Sr 両方で部分置換された CaP の報告は少ない．本研究で

は，部分 Zn,Sr 置換 CaP を湿式粉砕により容易に Zn-Sr-CaP 複合化ナノ粒子をメカノケミカル合成す

ることを目的とした． 

【方法】試料をメカノケミカル処理により合成した．出発物質はリン酸水素カルシウム(CaHPO4,)， 酸
化カルシウム(CaO)，酸化亜鉛(ZnO)，塩化ストロンチウム(SrCl2)とした．出発物質の総量を 10 g とし，

Ca2.7Zn0.225Sr0.075(PO4)2 ，Ca2.7Zn0.15Sr0.15(PO4)2 ，Ca2.7Zn0.075Sr0.225(PO4)2 の組成式より下記反応式の

モル比でそれぞれを用意し，メノウ製ボールミルに入れた．反応式は以下の通りである．

2CaHPO4 + 0.7CaO + 0.225 ZnO + 0.075 SrCl2 → Ca2.7Zn0.225Sr0.075(PO4)2 + 0.925 H2O + 0.15 HCl
2CaHPO4 + 0.7CaO + 0.150 ZnO + 0.150 SrCl2 → Ca2.7Zn0.150Sr0.150(PO4)2 + 0.85 H2O + 0.3 HCl
2CaHPO4 + 0.7CaO + 0.075 ZnO + 0.225 SrCl2 → Ca2.7Zn0.075Sr0.225(PO4)2 + 0.775 H2O + 0.45 HCl

以下，Ca2.7Zn0.225Sr0.075(PO4)2 を Zn：Sr = 3 : 1，Ca2.7Zn0.150Sr0.150(PO4)2 を Zn：Sr = 1 : 1，
Ca2.7Zn0.0755Sr0.225(PO4)2を Zn：Sr = 1 : 3 とする．反応を促進するためにミリ Q 水を 10 ml 加え，遊星

型ボールミルで混合・粉砕をした．粉砕合成の終了した試料の一部を電気炉で，400℃と 800℃でそれぞ

れ 24 時間加熱処理を施した．試料の性質は粉末 X 線回折試験(XRD)、フーリエ変換赤外分光光度計(FT-
IR)及び電界放出形走査電子顕微鏡(SEM)とエネルギー分散型

X 線分析(EDX)により評価した． 

【結果・考察】 XRD 測定により、湿式粉砕合成を行うこと

でアパタイト系ナノ粒子の調製が示唆された。粉砕合成前の原

料のピークはいずれも認められず、また、EDX による Zn と

Sr 元素の分布は、均一であった。このことから、十分に均一

な複合体合成が調製された． 800℃加熱後はβ-TCP のピーク

と近似し，明らかな構造変化が観察された． 

【結論】 Zn や Sr などの生体必須微量金属は、湿式粉砕によ

るメカノケミカル合成により容易に結晶内に取り込まれるこ

とが示された。複数の生体必須微量金属をアパタイト系ナノ

CaP 粒子に複合化させて、生体内で徐放化できる可能性が示された。 

Fig. 1 生体微量重金属がリン酸カルシウムの XRD
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生体必須微量重金属含有複合化ナノリン酸カルシウム粒子のメカノケミカル湿式合成 

○照喜名孝之 1) 鳩山宏一 1) 服部祐介 1)青木秀希 2) 大塚 誠 1)
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でアパタイト系ナノ粒子の調製が示唆された。粉砕合成前の原

料のピークはいずれも認められず、また、EDX による Zn と

Sr 元素の分布は、均一であった。このことから、十分に均一

な複合体合成が調製された． 800℃加熱後はβ-TCP のピーク
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亜鉛徐放性リン酸カルシウムからなる骨形成促進人工歯槽骨のメカノケミカル合成 

○森寛恵１）服部祐介２）大塚誠３）

武蔵野大学薬学部１）

【目的】 アパタイト関連リン酸カルシウム は，骨再生の基盤化合物として有用であり，

担体として注目されている。また、亜鉛 は生体の内外で骨形成を活性化させ

る必須微量元素であることから， を含む 移植した骨周辺の骨形成を促進させるため，骨粗鬆症な

どにおける骨移植に大きな期待が寄せられる．本研究では， 含有 をボールミル

の粉砕により合成した後，加熱処理により結晶性の異なる試料を作成し，亜鉛溶出性の違いを検証した。

【方法】酸化カルシウム，酸化亜鉛，リン酸水素カルシウムを

となるよう調合し，精製水を加えてボール

ミルによる粉砕を行った．粉砕物を電気炉にて ℃と ℃で

それぞれ 時間熱した。その後，粉末 線回折 ，赤外線吸

収スペクトル分析 により粉砕における物理化学的変化を評

価．また，走査型電子顕微鏡 やエネルギー分散型 線分析

を用いて粒子の性状を観察．加えて，亜鉛の体外溶出試験

により処理前後の物質を評価した．

【結果】 の結果より粉砕 時間後に出発物質の構造が破壊さ

れ， 時間後には新たな を含む 生成された．また，加熱に

よりその を含む 物質の結晶性に変化が起きたと推察した．

より粒子中の は均一に分散していた。 溶出

試験では， 溶出は粉砕前と比較し粉砕後に劇的に抑制された．

また，熱処理温度に依存して粉末からの 溶出が変化した． ボ

ールミルの粉砕処理によって，劇的に Zn の溶出を抑制することに

成功したと言える．この Zn 溶出の抑制は，Zn が粉砕処理により

結晶内に取り込まれることにより可能になったと考えられる．

また,熱処理を加えることでも Zn を含む CaP 物質の結晶構造が変

化し，溶出が抑制されたと思われる．ZnHAP は安定形のため,準安

定形の ZnTCP より Zn の溶出がわずかに少なかった．
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Fig. 1. 粉砕によるリン酸カルシウムの X 線
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● 52

ハイドロキシアパタイト含有光硬化性ゼラチンの

3D プリンター技術への応用に向けた研究

○梯 遼太１） 照喜名 孝之１） 服部 祐介１） 大塚 誠１）

１）武蔵野大学薬学部

 

【目的】今後、3Dプリンター（3DP）技術を用いた製剤設計開発が急速に発展することが期待されており、

オーダーメイドの製剤設計が可能とされる。中でも、光造形3DP技術（SLA）は、光硬化性液体樹脂に対

して紫外線を当て、一層ごとに樹脂を硬化させながら立体物を造形し、一層毎の造形の繰り返しにより、
積層造形を行う方法である。現在、SLA方式3DP技術に応用できる材料としては、レジン系ポリマーしか

選択肢としてなく、幅広い医療応用には限界がある。そこで、我々はSLA方式3DP技術への応用にさきが

け、生体親和性を有する光硬化性液体樹脂である、アミノ基をメタクリル基に置換したメタクリル化ゼ

ラチン（GelMA）を調製し、シンバスタチン（SIM）含有リン酸カルシウム（CaP）-GelMA複合体を開発

した。そしてSLA方式3DP技術への応用の観点から、このSIM含有CaP-GelMA複合体中のリン酸カルシウ

ムの存在が紫外線で硬化したGelMA内からの放出に与える影響について、in vitroにおいて評価した。

【方法】GelMAは A型ゼラチン水溶液中に無水メタクリル酸を添加し、37℃の水中で 1週間反応を進行

させ、凍結乾燥して GelMA 粉末を得た。比較対象として、CaP を GelMA のカルボキシル基に静電的に

集積した CaP-GelMA複合体もしくは、CaPと GelMAを物理混合した CaP/GelMA混合体（PM）中に、重

合開始剤と SIMを添加し、紫外線で硬化させて、円柱状のディスクを調製した。その後、擬似体液（SBF）
中で溶出試験を行った。

【結果】溶出試験の結果から、SIM 含有 PM 群は速放性を示したのに対し、CaP-GelMA 複合体群は SIM
放出速度が低下し、薬物放出制御可能な光硬化性樹脂としての可能性が示唆されたことから、SLA 方式

3DP技術への応用が期待される。 

【考察および結論】CaP を混合させたことで GelMA 内環境は塩基性側に傾き、本来塩基性難溶性薬物

である SIM は一部を分子型にすることにより、溶出速度に差が出たと考えられる。今回の結果から、CaP-
GelMA は SIM の溶出速度を制御することができると同時に、生体親和性と光硬化性を有し、SLA 方式

3DP 技術への応用が期待される。 
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ナノハイドロキシアパタイト/糖類複合体の粉末化と再分散性及び安定性

○本多  雄也１） 林 優志 1） 青木 秀希 2） 照喜名 孝之 1） 服部 佑介 1） 大塚 誠 1）

武蔵野大学薬学部１） （株）国際アパタイト研究所２） 

【目的】ハイドロキシアパタイト(NanoHA)は、その生体活性から医科および歯科分野におけるバイオセ

ラミックスとして注目されてきた。さらにHAは骨親和性があることにより人工関節やインプラントの材

料として用いられ、局所投与により薬物放出制御特性とその生体硬組織への親和性から薬物送達システ

ムとして絶大な効果をもたらすことが、多く報告されている。 [1] そこで本研究では、生体内で特異な

物理化学特性を持つ、NanoHA経口投与固形サプリメント製剤としてその消化管吸収性を試験し、吸収効

率性と治療効果としての骨度量や骨密度への影響を検討するためにNanoHAの安定化剤として種々の糖

類を選択し、こられのNanoHA糖類複合体(NanoHA/S)を調製するために、スプレードライ法を適用した。

調製されたNanoHA/Sの再分散性と粒子径変化を検討した。NanoHAの粉末化技術の確立により生体活性

の高いナノHAをベースとした経口投与固形サプリメントの開発を目指した。

【方法】水酸化カルシウム(Wako)444 gをMilli-Q水20 Lに溶かし、室温でリン酸でpH11.05になるまで滴定

し、5.0%NanoHA懸濁液を調製した。Lot1~3では、リン酸カルシウムスラリの固形分量に対して、デキス

トリン、ラクトース、グルコースをそれぞれ質量比1:1で添加しNanoHA/S懸濁液を調製した。Lot4では、

グルコース:リン酸カルシウム=1:10にて調製した。そして、全Lotの粘度と使用液量を測定し、スプレード

ライヤー(大川原化工機株式会社) 研究開発用スプレー装置L-8iを用いて、入り口温度165℃、出口温度80℃、

スプレー速度1.9kg/hで噴霧乾燥し、NanoHA粉末顆粒を調製した。そして、微粒子の回収量測定とデジタ

ル顕微鏡による観察、水分散テスト、XRDによる評価を行なった。

【結果】Lot1~3 ではデキストリン含有 NanoHA(NanoHA/SD)、ラクトース NanoHA/S(NanoHA/SL)は問題

なく粉末化された、これらの NanoHA/S の平均粒子径≒20 µm の製品が得られた。グルコース添加

NanoHA/S(NanoHA/SG)、ベタつきのある凝集体となって回収された。顕微鏡にて確認をすると、1 粒 1 粒

は球状であったが、熱によりメルトが生じ、凝集体に到ったと考えられる。グルコースの添加率を軽減さ

せた Lot4(NanoHA/SG10)では粉末として回収され、平均粒子径≒10~20 µm の製品が得られた。全 Lot の
製品を水に再分散させたところ、NanoHA/SL の分散状態が最も良好であり、次いで NanoHA/SG10 の製

品が良い結果となった。XRD プロファイルを測定し、シェラー式から NanoHA の粒子径は、50Å以下と

なった。また、全ての NanoHA/S の粒子径は、ほぼ 50Å以下となった。 

【考察および結論】水分散テストの結果から NanoHA/SL の分散状態が最も良好であり、かつ、XRD から

測定した、NanoHA/SL の粒子径が 50Å以下と極めて微細な NanoHA であったため、NanoHA 複合化微粒

子は、消化管吸収の改善と骨密度増進する経口固形サプリメントへの応用が期待できる。

References 
[1] 驚異の生体物質アパタイトと表面技術 青木秀希、矢嶋龍彦、小山利幸 特集：これからの表面

処理 Vol58,No.12,2007 744~750
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層状リン酸カルシウムを利用した有効成分放出制御 

○星野 有香１） 内野 智裕１）

日本大学大学院１） 

【目的】リン酸八カルシウム（OCP: Ca8H2(PO4)6‧5H2O）は生体骨の無機主成分炭酸含有アパタイト（CAP）
の前駆物質として知られ、アパタイト層及び水和層が交互に繰り返される層状化合物である。アパタイ

トは一般式M10(ZO4)6X2で表される化合物の総称でM, ZO4, X各サイトに様々なイオンの置換が可能であ

る。生体内必須元素であるZnは、破骨細胞の分化抑制及び骨芽細胞活性化など、骨格形成・維持に重要な

役割を担う。OCP合成過程において有効成分を金属イオンとして導入すれば、アパタイトへの転化及び骨

吸収により段階的に有効成分を放出する材料として期待される。アルギン酸ナトリウム水溶液はCa, Znな
ど二価の金属イオンにより架橋されゲル化する。このゲルは縫合糸や創傷被覆材として使用されている。

本研究ではZn導入OCPをアルギン酸ゲルに導入し生体内環境におけるZn放出を評価し、患部の形状を選

ばず持続的に有効成分を放出する骨修復材料の設計指針を得ることを目的とした。

【方法】CaCO3 を純水に加え 60˚C に保持して懸濁液を調製した。一方 H3PO4 および ZnCO3 を 60˚C に保

持した純水に加えて混合水溶液を調製した。この混合水溶液を CaCO3懸濁液と混合して 60˚C で 6 時間撹

拌した。Ca, P 及び Zn の割合を、Ca/P = 1.33、(Ca+Zn)/Ca = 1.0, 1.05（モル比）とした。得られた粉末を

ろ別、40˚C、18 時間乾燥してリン酸カルシウム試料粉末を得た（CPZ0, CPZ5）。リン酸カルシウム粉末

（CPZ0,CPZ5）および 2 wt%アルギン酸ナトリウム水溶液を、エマルジョンニードルを用いて混合した。

このリン酸カルシウム/アルギン酸ゲル複合体(CPZ0Alg, CPZ5Alg)を擬似体液（SBF: pH7.25）または酢酸

緩衝液（AcBu: pH5）中に射出し Zn 放出挙動を調べた。合成粉末、作製試料のキャラクタリゼーション、

Zn 放出挙動を XRD, FT-IR, TG-DTA, SEM, ICP 測定により評価した。 

【結果】合成した CPZ0 および CPZ5 粉末は、XRD 図よりいずれも 2 = 4.7˚にピークを検出し、OCP 相

を有していた。CPZ5 粉末は CaCO3相が残存していた。TG-DTA 曲線においていずれの粉末も 200˚C まで

に 2 段階の質量減少、吸熱ピークを検出し、OCP 相からの水和物の脱離を示した。また 600-800˚C 付近

で質量減少を伴う吸熱挙動を示しCO2の脱離を示

した。FT-IR スペクトルにおいて 1400-1500cm-1 に

CO32-基の吸収を検出した。合成試料はいずれも

OCP に特徴的な板状粉末を有していた（Fig. 1）。
ICP による元素分析により、CPZ5 に導入した Zn
は仕込みと同等の Zn 導入比を示した。CPZ0 およ

び CPZ5 いずれも SBF, AcBu 射出後ゲル化し形状

を維持した。CPZ5 を SBF および AcBu に浸漬 SBF
に浸漬後した CPZ5Alg から Zn の放出はなかっ

た。一方 AcBu に浸漬した CPZ5Alg は持続的に Zn
を放出した。

【考察および結論】合成粉末の XRD 図で検出した OCP に帰属される 2 = 4.7˚の 100 面の面間隔は Zn 導

入により減少し、層間に Zn が存在することを示唆した。XRD 図で CaCO3 に帰属されるピークを検出し

なかった CPZ0 粉末において CO32-基を有していたことからこの粉末試料は CAP 相との混合相であると

考えられる。これより CPZ5 粉末は体液環境において CAP へ転化すると同時に、Zn を持続的に放出する

ことが示唆される。アルギン酸ゲルとの複合試料において Ca および P の放出を同時に伴い、骨代謝環境

に応じ Zn 放出制御が可能であることが示唆された。以上より本研究で作製した試料は体内において持続

的に金属イオンを放出する新規機能性骨修復材料として期待される。 
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3 m 

CPZ0 板状 
粒子 
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粒子 

Fig. 1  合成粉末の SEM 写真
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Fig. 1  合成粉末の SEM 写真

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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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。

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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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。

〓学術大会内容〓
・大会長講演　「東京医科歯科大学インプラント外来 20 年のインプラント臨床と研究のすべて」
　　　　　　　東京医科歯科大学　インプラント・口腔再生医学分野�春日井�昇平�先生

・特別企画　　「HAインプラントメーカーシンポジウム」～各メーカーのHAの特徴を知る～
　　　　　　　HAインプラントメーカーユーザーの先生　座長�国際アパタイト研究所・所長�青木�秀希�先生

・徹底討論　　骨造成をおこなうインプラント埋入�vs�しないインプラント埋入
　　　　　　　中谷歯科医院　堀内克啓�先生　マロクリニック�東京　下尾�嘉昭�先生

・ポスター発表・企業展示
　2019 年 11 月１日開始　2020 年１月 31 日締切

＜お問い合わせ先＞
　大会事務局
　東京医科歯科大学　ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ・口腔再生医学分野　準備委員長�黒田�真司
　FAX：03-5803-5934　�E-MAIL�skuroda.mfc@tmd.ac.jp
　運営事務局
　バイオインテグレーション学会　雨宮�正洋　佐々木�直彦
　〒 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10回学術大会・総会

会期：2020 年３月８日（日）
会場：東京医科歯科大学  一号館 9 階　特別講堂
　　　懇親会 2020 年 3 月 8 日（日）18：00 〜 20：00 東京医科歯科大学内
メインテーマ：～バイオインテグレーションの明るい未来～

大会長：春日井 昇平（東京医科歯科大学 インプラント・口腔再生医学分野）

バイオインテグレーション学会
第10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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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。

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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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

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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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。

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�



67 ●

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�

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.�

　　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

　当学会は、学会設立後より順調に発展してきましたが、一昨年学会の事務運営に大きな問題があることが明らかになり、
学会存続の危機に直面しました。そのような状況の中で、素晴らしい学術大会を開催された武蔵野大学薬学部の大塚誠
教授に深謝致します。
　武蔵野大学薬学部で開催された第 9回学術大会において、特別公演あるいは教育講演をおこなっていただいた先生方
から、講演内容についての総説原稿をいただきました。素晴らしい総説を執筆いただいた先生方に感謝いたします。
　例年通り今年も学術大会で発表した演者に、論文形式の原稿の執筆をお願いしました。しかし、大多数の演者から、
学術大会での発表内容について論文を作成中である、あるいは既に論文を投稿中であるとのご返事をいただきました。
そのような理由から、学術大会の抄録をそのまま掲載することにしました。
　本年より、学術誌の発刊を印刷した冊子体から電子ジャーナルに変更しました。文部科学省所管の独立行政法人科学
技術振興機構が運営する電子ジャーナルの無料公開システムの J-Stage から論文ファイルをダウンロードできるようにな
る予定です。
　2020 年 3 月 8 日（日）に東京医科歯科大学において、第 10 回の学術大会を開催します。学術大会のタイトルは「バイ
オインテレーションの明るい未来」です。バイオインテグレーションに関わる興味深いシンポジウムおよび講演を企画
していますので、奮ってご参加ください。

　2019 年 12 月 12 日　Journal�of�Bio-Integration��編集委員長
春日井　昇平
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　当学会は、学会設立後より順調に発展してきましたが、一昨年学会の事務運営に大きな問題があることが明らかになり、
学会存続の危機に直面しました。そのような状況の中で、素晴らしい学術大会を開催された武蔵野大学薬学部の大塚誠
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から、講演内容についての総説原稿をいただきました。素晴らしい総説を執筆いただいた先生方に感謝いたします。
　例年通り今年も学術大会で発表した演者に、論文形式の原稿の執筆をお願いしました。しかし、大多数の演者から、
学術大会での発表内容について論文を作成中である、あるいは既に論文を投稿中であるとのご返事をいただきました。
そのような理由から、学術大会の抄録をそのまま掲載することにしました。
　本年より、学術誌の発刊を印刷した冊子体から電子ジャーナルに変更しました。文部科学省所管の独立行政法人科学
技術振興機構が運営する電子ジャーナルの無料公開システムの J-Stage から論文ファイルをダウンロードできるようにな
る予定です。
　2020 年 3 月 8 日（日）に東京医科歯科大学において、第 10 回の学術大会を開催します。学術大会のタイトルは「バイ
オインテレーションの明るい未来」です。バイオインテグレーションに関わる興味深いシンポジウムおよび講演を企画
していますので、奮ってご参加ください。

　2019 年 12 月 12 日　Journal�of�Bio-Integration��編集委員長
春日井　昇平
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