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大会⻑挨拶 
 
今から半世紀前の 1962 年にスウェーデンのブローネマルク先生が、骨内に埋入したチタ

ンが骨内で安定して固定される現象(Osseointegration)を発見しました。そして 1965 年に、
チタン製のスクリュー形状のインプラントを無⻭顎患者に適⽤しました。その後チタンあ
るいはチタン合金のスクリュー形状のインプラントが⽤いられるようになり、インプラン
ト治療の臨床成績は著しく向上し、現在に至っています。 

⼀⽅、本学会理事⻑の⻘⽊秀希先生は、世界に先駆けてハイドロキシアパタイト（HA）
を人工的に作製しました。現在、HA はインプラント表面へのコーティングや骨補填材を含
めて広く応⽤されています。 

骨内に埋めたチタンあるいはチタン合金と、骨内に埋めた HA は、骨内に埋めたこれらの
材料と骨との間の接合状態が異なります。“Osseointegration”は骨内に埋めたチタンあるい
はチタン合金と骨との接合状態を示します。骨内に埋めたチタンあるいはチタン合金と骨
との接合状態に比較して、骨内に埋めた HA と骨との接合状態は極めて強固であるので、前
者の“Osseointegration”と区別して、後者は ”Bio-integration”と呼称されます。第 11 回学
術大会のテーマは「バイオインテグレーションの基礎と臨床」です。これは本学会の設立目
的です。 

東京医科⻭科大学の生体材料工学研究所無機生体材料学分野の川下将⼀教授と、同大学
大学院医⻭学総合研究科⼝腔再生再建学分野の丸川恵理⼦教授に講演をお願いしました。
川下教授の前任教授の前の教授が⻘⽊先生であり、また丸川教授の前任教授が私（春⽇井）
です。これから両教授には、バイオインテグレーションの基礎と臨床を牽引していだけるこ
とを期待しております。そして教育講演を本学会の理事であり、国立研究開発法人物質・材
料研究機構の菊池正紀先生にお願いしました。さらに、特別シンポジウム「骨補填材とイン
プラント臨床」においては、各種骨補填材を⽤いたインプラント臨床についての講演があり
ます。 

本学術大会において「バイオインテグレーションの基礎と臨床」についての最新情報を得
ることが可能です。Web 開催ではありますが、可能な限り活発なディスカッションをお願
い致します。 

本学術大会を契機として、本学会がさらに活性化させることを祈念しております。 
 

第 11 回バイオインテグレーション学術大会⻑ 
  総合南東北病院学顔面インプラントセンター センター⻑ 
  東京医科⻭科大学 名誉教授 
 
          春⽇井 昇平 
  



 
 

第 11 回バイオインテグレーション学会学術大会 

2022 年 4 月 17 ⽇ 

 

9:30 -9:50  

開会式 

理事⻑挨拶                  ⻘⽊秀希 

大会⻑挨拶                  春⽇井昇平 

 

 

9:50 - 11:50  

⼝演   座⻑；⻤原英道（岩⼿医科大学） 

 

  9:50 – 10:05 

⻭槽骨形成能を持つ亜鉛徐放性リン酸カルシウムのメカノケミカル合成反応機構 

1 静岡大学電⼦工学研究所, 2 武蔵野大学薬学部 

大塚 誠 1,2、齊藤花江 2、服部祐介 2、佐々⽊哲朗 1 

 

  10:05 – 10:20 

PLD 法を利⽤したハイドロキシアパタイトコーティングインプラント材料の 

生体適合性評価 

1 大阪⻭科大学⽋損⻭列補綴咬合学講座、2 近畿大学生物理工学部 

小正 聡 1)，本津茂樹 2)，Chen Luyuan1)，Li Min1)， 

Ma Lin1)，岡崎定司 1) 

 

  10;20 – 10:35 

Investigation of the crystallinity change after the addition of magnesium hydroxides into 

the calcium phosphate during mechanochemical synthesis. An FTIR spectroscopy, and 

XRD, analysis and chemometrics 

1 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Tokyo University of Science, 2641 

Yamazaki, Noda, Chiba 278-8510, Japan 

2 School of Life Sciences, Faculty of Science, University of Technology, 

Sydney, POBOX qwe, Broadway, NSW, Australia 

Yuta Otsuka1, Daisuke Sasaki1, Kosuke Kusamori1, Makiya 

Nishikawa1, Besim Ben-Nissan2 

 

  10:35 -10:50 

上顎骨モデル後⽅の骨量が⻭科インプラント周囲骨の応⼒分布に与える影響 

茨城大学大学院 理工学研究科  機械システム工学専攻 

山⼝雄也、尾関和秀 

 

 



 
 

10:50 -11:05 

上顎インプラントオーバーデンチャーにおける インプラントの埋入本数が粘膜表面
の応⼒分布に与える影響  

1 茨城大学、2 ぐみょう今井⻭科医院 

羽尾 和 1)、山⼝ 雄也 1)、今井 守夫 2)、尾関 和秀 1) 

 

 

  11:05 – 11:20 

Comparative analysis of in vivo kinetic properties concerning various bone substitutes 

filled into peri-implant defects model. 
1Department of Regenerative and Reconstructive Dentistry, Tokyo 

Medical and Dental University; 2 Department of Maxillofacial Surgery, 

Tokyo Medical and Dental University 

Kang Jingyang1, Masaki Shibasaki1, Masahiro Shimogishi1, 

Masahiko Terauchi2, Narumi Oshibe2, Katsuya Hyodo2, Tetsuya 

Yoda2, Eriko Marukawa1 

 

 

 

  11:20 – 11:35 

骨造成に自家骨板 (Bone Plate) を⽤いた GBR の経験 

1 講道館ビル⻭科・⼝腔外科、2 東京医科⻭科大学⼝腔再生再建学
分野 、3 ⻑⾕川⻭科・⼝腔外科医院 

髙橋雄三 1)、津野美香 2)、大庭容⼦ 1)、雨宮正志 1)、 

河野章江 1)、笹倉裕⼀ 3) 

 

 

11:35 – 11:50 

インプラント治療のための骨造成における下顎骨外側皮質骨採取術後の下唇
知覚不全についての臨床的観察  

1 ⻑⾕川⻭科・⼝腔外科医院、2 ⽇医大北総病院⻭科，3 マキタ⻭
科クリニック，4 横須賀共済病院⻭科⼝腔外科，5 講道館ビル⻭
科・⼝腔外科，6 かわい⻭科医院 

笹倉裕⼀ 1,2），⽊下陽介 2），蒔田哲也 3），李 宇錫 4）， 

高橋雄三 5），河合良明 6），笹倉眞理 1） 

 

 

11:50-12:30 

大会⻑講演 座⻑ ⻘⽊秀希 

薬理学とインプラント治療から見えた現代医療の問題 

            総合南東北病院 顎顔面インプラントセンター 

                   春⽇井昇平 



 
 

12:30 – 13:00  

総会 

 

13:00 – 14:40  

特別講演 座⻑ 春⽇井昇平 

13:00 -13:50 

生体活性セラミックスの基礎と応⽤ 

東京医科⻭科大学 生体材料工学研究所 

無機生体材料学分野 

                             川下将⼀ 

  13:50 – 14:40 

ハイドロキシアパタイトコラーゲン複合体（リフィット®）を⽤いた顎骨再生と 

今後の課題 

          東京医科⻭科大学 大学院医⻭学総合研究科 

            ⼝腔再生再建学分野 

                             丸川恵理⼦ 

14:40 – 15:20  

教育講演 座⻑ ⻘⽊秀希 

 リン酸カルシウム系骨補填材の基礎 

国立研究開発法人物質・材料研究機構  

バイオセラミックスグループ 

                             菊池正紀 

 

15:20 – 16:30  

シンポジウム「骨補填材とインプラント治療」     座⻑：春⽇井昇平 

   臨床における骨補填材の選択 

新浦安ハーヴェスト⻭科・矯正⻭科 
坂巻良⼀ 

 

牛由来骨補填材+吸収性膜を⽤いて水平的骨増生を図りインプラント治療を 
行った症例 

医療法人社団ルークズスマイル 山中デンタルクリニック  
浜田山インプラントクリニック 

山中隆平 
16:30 – 16:35 

閉会式 



 
 

⼝演１ 
 
⻭槽骨形成能を持つ亜鉛徐放性リン酸カルシウムのメカノケミカル合成反応機構 
 
1 静岡大学電⼦工学研究所, 2 武蔵野大学薬学部 
 
大塚 誠 1,2、齊藤花江 2、服部祐介 2、佐々⽊哲朗 1 
 
 
亜鉛含有リン酸カルシウム （Zn-CaP）は亜鉛の徐放により移植した骨周辺で骨形成さ
れ，治療効果が期待される。Zn-CaP は遊星ボールミルを⽤い湿式メカノケミカル合成で
作製される。粉末Ｘ線回折法(XRD)と近赤外分光法(NIR)を⽤い、XRD では未解明な合成
反応の分⼦メカニズムの解明を行った。Zn-CaP の出発物質として、CaHPO3·H2O、
CaO、ZnO を⽤い、Zn の比率を 10%，Ca/P＝1.35 とし，反応を促進するために精製水
を 10ｍL 加え，湿式メカノケミカル合成を行った。Zn-CaP の NIR・XRD 並びに Zn 溶出
速度を測定した。NIR 変化から、Zn-CaP の合成反応への水の関与が示された。また、精
製水を入れずに乾式粉砕した群においても緩和に反応が進行したことから微量の結晶水が
反応に関りが示された。粉砕時間に従い、Zn-CaP への転移進行し、Zn の放出が遅延し
た。 
 
  



 
 

⼝演２ 
 
PLD 法を利⽤したハイドロキシアパタイトコーティングインプラント材料の生体適合性評
価 

 

1 大阪⻭科大学⽋損⻭列補綴咬合学講座、2 近畿大学生物理工学部 

 

小正 聡 1)，本津茂樹 2)，Chen Luyuan1)，Li Min1)，Ma Lin1)，岡崎定司 1) 

 

 

本研究では、純チタンインプラント材料にレーザーアブレーション（PLD）によりフッ化

ハイドロキシアパタイトを成膜する技術を利用し、高い骨形成能を促す新規インプラント

材料の創製を目指す。実験材料として市販の JIS2 級純チタン板及びスクリューを使用し，

レーザーアブレーションで表面にフッ素化ハイドロキシアパタイトを成膜させたものを実

験群，純チタン板及びチタンスクリューを対照群として使用した。SPM, XPS, FTIR 解析の

結果から、フッ素化ハイドロキシアパタイトがコーティングされていることが明らかとな

った。また、硬組織分化誘導とオッセオインテグレーションに関する in vitro と in vivo 解

析結果から、純チタン金属表面へのフッ素化ハイドロキシアパタイトのコーティングが，

インプラント周囲の硬組織分化誘導能及びオッセオインテグレーションを向上させること

が明らかとなった。以上の結果により，この材料は新たなインプラント材料の可能性を有

している。 

 
 
 
  



 
 

⼝演 3 
 
Investigation of the crystallinity change after the addition of magnesium hydroxides into the 

calcium phosphate during mechanochemical Synthesis. An FTIR spectroscopy, and XRD, 

analysis and chemometrics 

 

 

Yuta Otsuka1, Daisuke Sasaki1, Kosuke Kusamori1, Makiya Nishikawa1, Besim Ben-Nissan2 

 

1 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Tokyo University of Science, 2641 Yamazaki, Noda, Chiba 278-

8510, Japan 

2 School of Life Sciences, Faculty of Science, University of Technology, Sydney, POBOX qwe, 

Broadway, NSW, Australia 

 

The purpose of this study is to investigate the effects of magnesium on calcium phosphate during ball 

milling. Di calcium phosphate dihydrate (DCPD), Ca(OH)2 and Mg(OH)2 were mechanochemical 

synthesized in ball milling with water. Prepared samples were evaluated by infrared (IR) spectral 

analysis and powder X-ray diffraction analysis (PXRD) and TNF alpha test with murine macrophage-

like cell line RAW264.7 cells for evaluating the immune activation. Cell culture studies showed that 

the apatite with Mg ion was a suitable bioceramic. The sample without Mg(OH)2 produced carbonated 

apatite and it was identified based on PXRD patterns and IR spectra of phosphate band. The apatite 

unique diffraction peaks around 32 degrees [(211), (112), (300) and (202)] decreased in the sample 

containing Mg(OH)2, suggesting a decrease in the rate of crystallization. In addition, the phosphate 

infrared bands of the samples were different from those of the carbonated apatite. To investigate the 

details of the effects of Mg ion, multiple spectra combined with PXRD patterns and IR spectra were 

calculated. The multiple spectra were applied to calculate MCR-ALS analysis. The effects of Mg ion 

on apatite like calcium phosphate were investigated by multiple spectra multivariate analysis. The 

analysis postulated that Mg ion decreased the apatite crystallinities possibly by adsorption at the 

growth sides, and that these added ions strongly inhibited the formation of the thermodynamically 

most stable hydroxyapatite. 

 
  



 
 

⼝演 4 
 

上顎骨モデル後⽅の骨量が⻭科インプラント周囲骨の応⼒分布に与える影響 
 
茨城大学大学院 理工学研究科  機械システム工学専攻 
 
山⼝雄也、尾関和秀 

 
 
 近年コンピューター技術の発展により、CT 画像から顎骨 3D モデルの抽出を行うこと
が可能となった。そのため、⻭科インプラントを埋入した人間の顎骨モデルによる応⼒解
析が盛んに行われている。しかし、現在上顎骨モデル後⽅の骨量の変化が、⻭科インプラ
ント周囲骨に与える応⼒への影響が明確になっていない。本研究では奥行 120mm の上顎
骨モデルを作製し、⻭科インプラントを 2 本埋入した状態で応⼒解析を行った。また、上
顎骨後⽅の骨量を削減した奥行 80mm の上顎骨モデルを⽤いた解析結果と比較すること
で、上顎骨モデル後⽅の骨量の変化による⻭科インプラント周囲骨に与える応⼒への影響
の評価を試みた。 
 解析結果より、全埋入形態において⻭科インプラント埋入部付近に生じた応⼒値の差の
変動は、⻭科インプラント間の埋入距離や角度に依存することが確認できた。また、上顎
骨後⽅の骨量の変化に対して、応⼒値の差が 5%の範囲内で収まることが確認できた。 
 
  



 
 

⼝演 5 
 
上顎インプラントオーバーデンチャーにおける インプラントの埋入本数が粘膜表面の応
⼒分布に与える影響  
 
(1)茨城大学、(2)ぐみょう今井⻭科医院 
 
羽尾 和(1)、山⼝ 雄也(1)、今井 守夫(2)、尾関 和秀(1) 
 
 
インプラントオーバーデンチャー（IOD）とは無⻭顎患者に対する治療法であり、顎骨 
に埋入したインプラントを⽤いて義⻭を⼝腔内に固定する⼿法である。上顎に IOD を適 
⽤する際の治療指針では 4 本以上のインプラントを⽤いることが適切とされているが、
エビデンスが不十分なため未だ議論の余地がある。本研究では FEM を⽤いた応⼒解析を
行い、インプラントの埋入本数が 2 本と 4 本の上顎 IOD モデルにおける支持インプラン
トの埋入位置・本数が粘膜表面に与える影響を評価した。解析結果より、インプラントの
埋入本数が 2 本と 4 本両⽅の場合において、インプラントの埋入位置と荷重の負荷位置
が⼀致する場合、粘膜表面に発生する圧縮応⼒が小さくなる傾向が確認できた。また、イ
ンプラントが 2 本のモデルは 4 本のモデルと比較して⻭⾁に発生する圧縮応⼒が大きく
なる傾向が確認できたが、患者に疼痛を与えない範囲であり、治療法として⽤いることが
できると考えられる。 
 
  



 
 

⼝演 6 
 
Comparative analysis of in vivo kinetic properties concerning various bone substitutes filled 
into peri-implant defects model. 
 
Kang Jingyang1, Masaki Shibasaki1, Masahiro Shimogishi1, Masahiko Terauchi2, Narumi Oshibe2, 
Katsuya Hyodo2, Tetsuya Yoda2, Eriko Marukawa1 
 

1 Department of Regenerative and reconstructive dentistry, Graduate School of Medical and Dental 
Sciences, Tokyo Medical and Dental University 
2 Department of Maxillofacial Surgery, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo 
Medical and Dental University 
 
 
Introduction: Sufficient bone volume in the jawbone is important for the placement of dental 
implants. However, alveolar bone width and height are often inadequate for implant surgery, requiring 
bone grafting.  In recent years, a wide variety of materials have been used for bone grafting, and 
considering the differences in their properties, it is likely that the bone formed by each material may 
not be uniform. Moreover, the formed material dynamics over time may differ among materials. It is 
important to understand these material characteristics in order to apply them clinically. In the present 
study, we compared the material kinetics of several commercially available bone substitutes used 
simultaneously with implant placement in the jawbone of dogs. 
 
Methods: Eleven male beagle dogs aged 18 months were used in this study. The right and left 
premolars of the lower jaw were extracted, and the extraction sockets were expanded and used as a 
bone defect model. Dental implants (φ3.2×10mm, FINESIA, Kyocera) were inserted in each defect 
and the peri-implant defects were filled using the following bone substitutes (N=4-5); 
Hydroxyapatite/Collagen composite (Refit®, Hoya Technosurgical Co., Ltd., HC), bovine bone 
mineral/Collagen composite (Bio-Oss/Collagen®, Geistlich, BC), bovine bone mineral (Bio-Oss®, 
Geistlich, BO), porous HA (APACERAM-AX®, Hoya Technosurgical Co., Ltd., HA). Autogenous 
bone (AB) harvested from the defect sites were used as a control. The results were evaluated at 3 (all 
materials) and 6 months (BC, BO, HA) after surgery by scanning the X-ray microtomography and 
histological analysis. 
 
Results: CT analysis showed that formed bone volume after 3M was higher in the order of BO> BC, 
HA> AB, HC. However, these differences between materials were smaller after 6M. AB and HC 
showed similar amount of bone tissue formation and maturity at 3M and 6M in the histological 
analysis. After 3M, the amount of residual material was significantly higher for AP (45.8%) compared 
to AB and HC. Although AP remained to show highest amount of residual material (29.5%), no 
significance was observed after 6M. Moreover, there was no significance for calcified bone mass 
among AP, BC, and BO. 
 
Discussion: HC was observed to have the most similar characteristics to AB. In the result of CT 
analysis, BO showed significantly large amount of bone volume at 3M. However, no significance was 
observed after 6M. In the future study, we ought to investigate whether the residual material is replaced 
to bone overtime. Also, considering the placement of implants, not only the volume but bone quality 
may be needed to analyse. 
 
Conclusion: The speed of replacement with bone and the amount of residual material differed among 
the materials commonly used as bone substitutes. Therefore, the bone substitute material may better 
be selected clinically according to the condition of the bone defect. 

 
  



 
 

⼝演 7 
 
骨増生に自家骨板（Bone Plate）を⽤いた GBR の経験 

 
講道館ビル⻭科・⼝腔外科 
1) 東京医科⻭科大学大学院 医⻭学総合研究科 ⼝腔再生再建学 
2) ⻑⾕川⻭科・⼝腔外科医院 

 
髙橋雄三 津野美香 1) 大庭容⼦ 雨宮正志 河野章江 笹倉裕⼀ 2) 

 
 

 インプラント治療の骨増生に GBR（Guided Bone Regeneration）が汎⽤される. 骨補
填材（scaffold）+吸収性メンブレン法は space making （賦形・維持）機能が弱く、増生
部位が変形・陥没し意図した形態付与が難しい場合があり、適応症に限界がある.  

有効な space making の⼿法には非吸収性膜法（Ti-強化型 e- , d- PTFE 膜、Ti- mesh、
Ti-ハニカムメンブレン）ならびに biological membrane として自家骨板（Bone Plate）を
⽤いる⽅法がある. Bone Plate には厚い採取骨をそのまま⽤いる骨ブロック Bone 
Block：BB 法と split して薄い骨を⽤いる Split BB: SBB 法がある 1)．骨補填材（scaffold）
を薄い骨で囲む SBB-unit 構造は厚い皮質骨を含む BB 構造より骨伝導と revascularization
能に勝るため、より早期に骨再生が生じるとされる.  

今回、同⼀術野から採取した Bone Plate に骨補填材（scaffold）+吸収性メンブレン 2, 3)

を⽤いた BB or SBB- GBR による骨増生を行った. その経験を述べさせていただきます. 
 
1) Khoury, F. Bone and soft tissue augmentation in implantology. Quintessence 

Publishing, 2022. 
2) K. Kubo et. al., Trapezial Design Technique for autogenous bone grafts in esthetic zone 

implant treatment. Bull Tokyo Dent Coll (2015)56, 113-120.  
3) Yu, H. et. al., Bilamina cortical tenting grafting technique for three- dimensional 

reconstruction of severely atrophic alveolar ridge in anterior maxillae: A 6- year 
prospective study. J of Cranio- Maxillo- Facial Surgery (2016)44, 868- 875. 

  



 
 

⼝演 8 

 

インプラント治療のための骨造成における下顎骨外側皮質骨採取術後の下唇知覚
不全についての臨床的観察 
 

1 ⻑⾕川⻭科・⼝腔外科医院，2 ⽇医大北総病院⻭科，3 マキタ⻭科クリニック，4 横須賀共
済病院⻭科⼝腔外科，5 講道館ビル⻭科・⼝腔外科，6 かわい⻭科医院 

 

笹倉裕⼀ 1,2），⽊下陽介 2），蒔田哲也 3），李 宇錫 4），高橋雄三 5），河合良明 6），笹倉眞理 1） 
 

 
［目的］下顎骨体外側皮質ブロック骨はインプラント骨造成に有⽤であるが，術
後の下⻭槽神経支配領域の知覚障害を懸念する臨床家も多い．そこで今回，私た
ちは本採骨法を行った後の下唇の知覚変化について検討したので報告する． 
［対象と⽅法］検討対象：2008 年 7 月から 2021 年 11 月までの間に標記医療機
関で下顎骨体外側皮質骨をブロックとして切り出した 97 例（男性：44 例，女
性：53 例）102 側で，平均年齢は男性 52.1（19〜76）歳，女性 55.2（26〜75）
歳であった．採骨⽅法：骨鋸にてオトガイ孔遠心部と必要に応じた⻑さの遠心部
縦割，さらに頬棚皮質骨にそれを結ぶ縦割を入れた後ノミにて骨を分割した．割
の深さは術前に CT 画像上で下顎管までの距離を計測し 1mm の安全域を設定し
た．下唇知覚の評価：⼿術側の知覚の評価は絵筆にて下唇を擦過して健常側を 10
とした．同様に術翌⽇から経時的に VAS (visualized analogue scale) を⽤い測定
した．患者全体の知覚の評価は術翌⽇，3 か月，6 か月，1 年において評価し
た． 
［結果］102 側中，術直後において術側に知覚不全を訴えたのは 41
側 (40.2%)，3 か月 8 側 (7.8%)，6 か月 3 側 (2.9%)，1 年 1 側 (1.0%)であっ
た．また知覚不全を訴えた⼿術側の VAS 値の平均はそれぞれ 5.1，6.8，6.8，8.0
であった．術直後に知覚不全を訴えたものは男性 17 例（29％），女性 24 例
（36％）で性差は見られなかった．  



 
 

大会⻑講演 
 
薬理学とインプラント治療から見える現代医療の問題 
 
春⽇井昇平 
 

私は東京医科歯科大学の大学院において歯科薬理学を専攻し、その後歯科薬理学講座の

教員として学生の教育をおこないましたので、薬に関する知識は豊富です。2000 年に臨床

系の教授となり、2020 年に退職するまで歯学部附属病院においてインプラント治療をおこ

ないました。現在も、JR 池袋駅東口にある「東京プラス歯科東池袋」と、福島県郡山市にあ

る「総合南東北病院」において、インプラント治療をおこなっています。 

インプラント治療を開始する前には、患者さんの既往歴と現病歴、何らかの疾患がある場

合にはその疾患の治療状況を明らかにする必要があります。インプラント治療を希望する

患者さんの殆どが 40 歳以上の中高年であり、その半数以上の患者さんが何らかの薬物を服

用しています。患者さんが服用している薬物として圧倒的に多いのが、降圧剤です。 

私が歯学部の学生であった時には、最高血圧は「90 +（年齢）mmHg」が標準であると学び

ました。現在では、診察室での収縮期血圧（最大血圧）が 140mmHg 以上、または拡張期血圧

（最小血圧）が 90mmHg 以上であると、高血圧と診断されますので、多くの中高年が降圧剤

を服用しています。年齢の増加とともに血管抵抗性が増加するので、血液循環が阻害されな

いように生体は血圧を上げて対処しています。そのような状況で降圧剤を服用すると、重要

な臓器（腎臓、脳）への血液供給が阻害されるので、腎不全や認知症を発症する危険性が高

くなります。降圧剤治療による問題は一例に過ぎません。 

科学(Science)としての医学は著しく進歩しましたが、現在慢性疾患に対しておこなわれ

ている医療の殆どは対症療法（症状に対する治療）であって、疾患に対する根本的な治療と

はとても考えられません。臨床検査で異常値があると疾患と診断されて、薬物治療が開始さ

れます。薬物治療によって臨床検査値は改善されますが、薬物治療は根本的な治療ではあり

ませんから、薬物治療を一生継続することになります。 

薬（くすり）」の逆さ言葉は「リスク(risk)」であり、副作用の無い薬は存在しません。

慎重に薬は使用すべきであり、薬の使用は必要最小限に留めることが賢明です。私自身の体

験も交えて講演し、現代医療の問題について議論したいと考えています。 

 

略歴 

1979     東京医科歯科大学歯学部卒業 

1983     同上 大学院歯学研究科修了 

1983-89    東京医科歯科大学歯学部歯科薬理学講座 助手 

1989-91    MRC Group in Periodontal Physiology, University of Toronto 

            ポスドク 

1991-1995   東京医科歯科大学歯学部歯科薬理学講座 講師 

1995-2000  同上 助教授 

2000-2004   東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 摂食制御学分野 教授 

2001-2020   東京医科歯科大学歯学部附属病院インプラント外来 科長（併任） 

2004-2020   東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科  

ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ・口腔再生医学分野 教授 

2020-現在   医療法人友伸会東京プラス歯科矯正歯科東池袋 勤務 

2021-現在   総合南東北病院顎顔面インプラントセンター センター長 

  



 
 

特別講演 
 
生体活性セラミックスの基礎と応⽤  
 
東京医科⻭科大学 生体材料工学研究所  
川下 将⼀ (Masakazu Kawashita) 
 
1971 年、Hench らは、骨⽋損部に埋入された Na2O-CaO-SiO2-P2O5 系ガラス（Bioglass®）
が周囲の骨と結合することを報告し、このような性質を示す材料を Bioactive Materials（生
体活性材料）と呼んだ。1977 年には、⻘⽊らが水酸アパタイトも骨と結合することを報告
した。その後、結晶化ガラス A-W 等の様々な生体活性セラミックスが開発されてきた。⼀
⽅、生体活性セラミックスと骨との界面には、骨中のアパタイトに類似した組成と構造を有
する骨類似アパタイト層が形成される。この骨類似アパタイト形成はヒトの体液とほぼ等
しい無機イオン濃度を有する擬似体液（Simulated Body Fluid: SBF）に浸漬された材料の表
面でも比較的良好に再現できることから、SBF を⽤いた材料のアパタイト形成能評価法が
2014 年に国際標準化された（ISO 23317:2014 “Implants for surgery — In vitro evaluation 
for apatite-forming ability of implant materials”）。このような生体活性セラミックスに関す
る基礎的知見や、SBF を⽤いたアパタイト形成能の評価法は、チタンに生体活性を付与す
る表面化学処理技術（AHFIX®）の実⽤化に役立てられた。本講演では、Bioglass®を始めと
する生体活性セラミックス、SBF を⽤いたアパタイト形成能評価法、およびチタンに生体
活性を付与する表面化学処理技術を概説し、最近演者らが取り組んでいる、可視光応答型生
体活性チタンの開発についても紹介する。 
 
略歴 

1998 年 3 月 京都大学大学院工学研究科博士後期課程修了（博士（工学）） 
1998 年 4 月 ⽇本学術振興会特別研究員（PD）（京都大学大学院工学研究科） 
1999 年 8 月 京都大学 工学研究科 助⼿ 
2004 年 4 月 京都大学 工学研究科 講師 
2007 年 11 月 東北大学 特定領域研究推進支援センター 准教授 
2008 年 10 月 東北大学 医工学研究科 准教授（改組による） 
2019 年 4 月 東京医科⻭科大学 生体材料工学研究所 教授 

 
  



 
 

特別講演 
 
ハイドロキシアパタイトコラーゲン複合体（リフィット®）を⽤いた顎骨再生と今後の課題 
 
東京医科⻭科大学 ⼝腔再生再建学分野・⼝腔インプラント科  
丸川恵理⼦ 
 
1995 年、独立行政法人物質・材料研究機構の田中博士らによって、生体骨の成分とほぼ同

じである I 型コラーゲン（ブタ真皮由来）と低結晶性リン酸カルシウムから成る有機無機複
合体の研究が進められ、2002 年から HOYA Technosurgical 株式会社が「リフィット®」の
製品化が企画され、開発が開始されるのと同時期に⽇本学術振興会特別研究員として東京
医科⻭科大学整形外科教室にて本材料の開発に関わってきました。 
「リフィット®」の最大の特徴は気孔率 92〜98％で弾⼒性を有するスポンジ状の人工骨で

あり、補填後 3〜6 か月で骨へ吸収置換する吸収性人工骨であることです。その後、非臨床
試験及び医科領域での治験を経て、2012 年 6 月 26 ⽇、販売名「リフィット®」の承認が得
られ、さらに我々の前臨床試験の結果から、2019 年 8 月 1 ⽇、販売名「リフィット® デン
タル」（承認番号：30100BZX00096000）として⻭科領域での承認が得られました。本材料
は複雑な形態が多く、強度の弱い⻭⾁粘膜で被覆される⼝腔領域への使⽤に向いていると
感じてから、17 年後にようやく⻭科領域での承認が得られた時は特別な想いでした。 
今までに行ってきた「リフィット®」の骨再生能に関する in vivo の研究結果やイヌの顎骨

において既存の様々な骨補填材と「リフィット® デンタル」を比較した、抜⻭後やインプラ
ント裂開モデルにおける前臨床試験結果を報告させていただきます。これらの結果と共に
臨床症例における結果を示し、今後の課題についても提起させていただければと思います。 
 
略歴 

1997 年 3 月     東京医科⻭科大学⻭学部卒業 
2000 年 2-3 月  ドイツ Freiburg 大学顎顔面外科に留学 
2000 年 3 月     東京医科⻭科大学大学院⻭学研究科博士課程修了      
2000 年 4 月    東京医科⻭科大学⻭学部附属病院⼝腔外科 医員 
2002 年 4 月    ⽇本学術振興会 特別研究員 
2004 年 8 月    東京医科⻭科大学大学院医⻭学総合研究科顎⼝腔外科学分野 助教 
2013 年 4 月    東京医科⻭科大学⻭学部附属病院⼝腔外科 講師 
2014 年 6-8 月  ドイツ Freiburg 大学顎顔面外科に留学 
2017 年４月   東京医科⻭科大学大学院医⻭学総合研究科顎⼝腔外科学分野 准教授 
2021 年 8 月    東京医科⻭科大学大学院医⻭学総合研究科⼝腔再生再建学分野 教授 
現在に至る。  



 
 

教育講演 
 
リン酸カルシウム系骨補填材の基礎 

 
国立研究開発法人物質・材料研究機構 バイオセラミックスグループ 
 
菊池正紀 
 
⻭学及び医学分野での骨⽋損修復のゴールドスタンダードは自家骨移植であるが、移植骨
量の不足などのため、骨補填材が使⽤されている。⽇本で承認されている骨補填材はリン酸
カルシウムを主成分とするものであるが、使⽤されているリン酸カルシウムはその化学組
成により、化学的、生物学的性質が異なっている。 
そこで、本講演では、下記のリン酸カルシウム系骨補填材についての基礎的性質を解説する。 

 
 水酸アパタイト（hydroxyapatite） 

 β-リン酸三カルシウム（β-tricalcium phosphate） 

 炭酸含有アパタイト（carbonate-containing apatite） 

 水 酸 ア パ タ イ ト ／ コ ラ ー ゲ ン 骨 類 似 ナ ノ 複 合 体 （ hydroxyapatite/collagen 

nanocomposite） 

 リン酸八カルシウム（octacalcium phosphate）及びそれとコラーゲンとの複合体 

 シンポジウム 

 

 

略歴 

1995 年早稲田大学大学院理工学研究科博士後期課程修了.博士（工学）．2007 年より物質・
材料研究機構グループリーダー．2011 年より北海道大学連携講座客員教授，2016 年より
筑波大学協働大学院教授を併任．アパタイトの結晶化学，リン酸カルシウムおよびそれら
と有機高分⼦の複合体の生体材料応⽤，環境浄化材料の研究と実⽤化を進めている．実⽤
化した材料に，アパタイト多孔体のネオボーン，リジェノス，水酸アパタイト／コラーゲ
ン骨類似ナノ複合体多孔体のリフィットがある． 
また，ISO/TC 150 ⽇本代表団団⻑，同 SC 1/WG 3 のコンビーナを務め，外科⽤材料の
国際標準化を進めている．1999 年業績表彰（科学技術庁），2000 年 市村学術賞貢献賞，
2001 年 第 55 回⽇本セラミックス協会進歩賞，2018 年 国際標準化貢献賞（経済産業省
産業技術環境局）2020 年 第 74 回⽇本セラミックス協会学術賞，2021 年 ⽇本セラミッ
クス協会フェローなど． 

 

 

  



 
 

シンポジウム 骨補填材とインプラント臨床 
 

臨床における骨補填材の選択 
 

新浦安ハーヴェスト⻭科・矯正⻭科 
 

坂巻良⼀ 
 
現在、⻭科インプラント治療は、科学的根拠に裏打ちされた⻑期的な安定性と、適応症の

拡大により、⻭科治療の⽋損補綴の選択肢の⼀つとして、多大なる患者利益をもたらす治療
へと飛躍しています。それを支えているのが、インプラント体の性能の向上と、骨造成技術
と材料の進歩であろうと考えられます。 
本講演では、私の少ない臨床経験の中ではあるが、数ある骨補填剤の中から、骨造成の際

にどの補填剤を使⽤するべきか、何故選んだか、特性と選択基準についてお話しさせていた
だき、皆様⽅の臨床の⼀助となるような講演にしたいと考えています。 
 
 

略歴 
２００８年 東北大学⻭学部卒業 

東北大学⻭学部附属病院⼝腔診断科研修 
２００９年 千葉県 山脇⻭科医院 勤務 
２０１７年 新浦安ハーヴェスト⻭科・矯正⻭科 開院 
 
 
医療法人社団デルタ 代表 
⽇本⼝腔インプラント学会専門医 
インプラント再建⻭学研究会理事 
京セラインプラント臨床マイスター 
 

  

 



 
 

シンポジウム 骨補填材とインプラント臨床 
 
牛由来骨補填材+吸収性膜を⽤いて水平的骨増生を図りインプラント治療を行った症例 
 
医療法人社団ルークズスマイル 山中デンタルクリニック浜田山インプラントクリニック 
 
山中 隆平 
 
 
 
補綴主導型である近年のインプラント治療において理想的な 3 次元的なポジションにイン
プラント埋入することが要求される中、硬軟組織が不足しているため、インプラント処置の
際に GBR (Guided Bone Regeneration)や FGG (Free Gingival Graft), CTG (Connective 
Tissue Graft)などが不可⽋となるケースが殆どの症例に見受けられる。今回はそれらの症例
の中でも臨床で多く遭遇する水平的な骨⽋損についてどのようにマネージメントするのか
を臨床症例と共に提示する。GBR 法については様々な骨補填材やメンブレンが存在し、⼿
技についても多くのアプローチ法がある中で、90 年代から現在に至るまで Simion, 
Jovanovic, Tinti らが提唱している自家骨と DBBM (Deproteinized Bovine Bone Mineral)を
⽤いた⻑期に安定した GBR 法を紹介し、自家骨の重要性と採骨法、メンブレンの選択基準
など GBR を併⽤したインプラント治療により⼝腔機能の回復を獲得したケースを紹介す
る。 
 
＜略歴＞ 
2000 年  昭和大学⻭学部卒業、昭和大学⻭科病院第⼀⼝腔外科勤務 
2003 年  UCLA（米国カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校）留学 

Advanced Implantology Preceptorship 修了 
2004 年   Periodontology Preceptorship 修了 

Dr. Sascha Jovanovic の Surgical Assistant Doctor を勤める 
2006 年    昭和大学⻭科病院顎⼝腔疾患制御外科勤務 
2007 年    東京ミッドタウンデンタルクリニック勤務 
2011 年    山中デンタルクリニック浜田山インプラントクリニック開業 
2013 年    医療法人ルークズスマイル理事⻑ 
 

Club GP 理事、gIDE Faculty Member、⽇本⼝腔外科学会会員 
⽇本審美⻭科学会会員、AO (Academy of Osseointegration) 会員 

 







 

Bio-integration Society (BIS) 


