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優秀研究発表1（第3会場）発表10分－質疑5分
2015年9月22日（火・祝） 9：00～9：45

○加藤 英治1，佐藤 亮1，成田 淳1，永山 哲史1，
山田 将博2

口腔インプラント生涯研修センター1，東北大学 大学院歯学
研究科 分子・再生歯科補綴学分野2

Long term follow up of the Japan implant products for
10～20 years. Retrospective clinical outcome of 
nanopolymorphic crystalline hydroxyapatite-coated（455） 
and anodic oxidized titanium（255）implants.
○KATO E1, SATO R1, NARITA J1, NAGAYAMA S1, 
YAMADA M2

Life Long Educational Center for Oral Implantlogy1, 
Division of Molecular and Regenerative Prosthodontics, 
Tohoku University Graduate School of Dentistry2

Ｏ-1-3-1
国産インプラントの長期（10～20年）調査
－ナノ多形結晶HA（４５５本）と陽極酸化チタン
（２５５本）インプラントの比較－

Ⅰ目的：　表面上の特性において従来のHAコートと異なる
ナノ多形結晶ヒドロキシアパタイトコートインプラント（HA）
の臨床研究を行う．本研究の目的は，HAと陽極酸化チタン
面の同形状システムインプラント（Ti）とを10～20年間で
後ろ向きに比較することである．
Ⅱ材料および方法：　20年間183人の患者（55 ± 12.4才）に
埋入したHAまたはTi（京セラメディカル，大阪）のイン
プラント累積的生存率（CSR）を生命表で分析した．各年
間隔，性別，年齢，埋入部位と直径ごとの埋入数とCSR
の％の違いを，両タイプのインプラント間で比較した．タ
イプごとの患者平均年齢と年ごとの埋入数の分布の違い
はF検定とMann-WhitneyU-検定で評価した．統計的有意性
は p<0.05 に設定し，すべての統計分析には統計プログラム
（SPSS Standard Version, SPSS Japan, Tokyo, Japan）と表
計算ソフト（Microsoft Excel 2010, Microsoft Japan, Tokyo, 
Japan）をもちいた．喪失例については骨質，骨吸収，臨床
症状について分類し精査した．被験者の同意および本研究の
プロトコルは東京歯科大学倫理委員会において（受理：569
号）承認を得た．
Ⅲ結果：　埋入数はHA455本，Ti255本であった．埋入期間
はTi1993年～2003年，HA1995年～2004年で，その多くは
Ti1998年～2002年，HA2001年～2003年に集中していた．
HAはTiより上顎臼歯部により多く，下顎臼歯部でより少な
く埋入された．直径は，HAがより幅広い傾向で，3.7 mmと
4.2 mmの埋入が多かった．0-1年，4-5年，9-10年間隔の生命
表分析では，HAのCSRが98.4%，94.5%，90.2%，Tiは
96.3%，91.9%，89.2%で，最終統計（9-10）年間隔の開始時で
集計された分析数はHA283，Ti151であった．各々のCSRに
関しては各間隔年でも各径別でも，両種間で有意差は認めら
れなかった．有意差が認められたのは，上顎臼歯部CSRでHA
はTiより埋入後 8年までで一貫して高く，10年でHA89.9%，
Ti77.7%であった．喪失例の各分類において両種間で統計的
有意差は認められなかった．
Ⅳ考察および結論：　本後向き研究の規制下ではHAはTiよ
り，上顎臼歯部で埋入後の8年までより多く生存した．この
特異的臨床結果は，双方のインプラント間の表面性状や物理
化学的な特徴の違いによるものかもしれない．

○永久 景那，森友 理恵，新井 是宣，馬場 俊輔，川添 堯彬
大阪歯科大学口腔インプラント学講座

A study of the survival rates of narrow diameter implants 
in the mandibular molar tooth missing region
○NAGAHISA K, MORI Y, ARAI K, BABA S, KAWAZOE T
Department of Oral Implantology, Osaka Dental University

Ｏ-1-3-2
下顎大臼歯欠損部における
ナローサイズインプラントの残存率の検討

Ⅰ目的：　インプラント治療において，上部構造装着後のイ
ンプラント残存率についての研究は多く報告されている．先
行研究において，臼歯部にインプラント補綴治療を行った欧
米患者のうち，植立されたインプラントの直径が3.75 mm未
満の場合と3.75 mm以上の場合とでは，インプラント残存率
に有意な差は認められなかったとされている．しかし，日本
人を対象とした，大臼歯部におけるナローサイズインプラン
トの残存率に関する報告はない．そこで，本研究では，下顎
大臼歯部に植立した直径3.5 mmのインプラント残存率を算出
し，直径3.75 mm以上のインプラントを植立した場合の残存
率と比較検討することを目的とした．
Ⅱ材料および方法：　本研究は，後ろ向きコホート研究であ
る．2000年1月から2010年12月までの間に，大阪歯科大学附
属病院口腔インプラント科と関連歯科医院において下顎大臼
歯部にインプラント治療を行った患者411人を対象とし，診
療録の追跡が可能であった上部構造装着後のインプラント
832本を調査した．残存率の調査は2014年12月に行った．本
研究では，インプラントサイズについて，直径3.5 mm以下
をナローサイズ（NP群），直径3.75 mm以上をレギュラーサ
イズ（RP群）と設定し，Kaplan-Meier法を用いて上部構造装
着後のインプラント残存率を算出した．有意差検定にはLog 
Rank検定を用いた．統計学的解析には，IBM SPSS Statistics 
22（IBM）を用いた．本研究は，大阪歯科大学医の倫理委員
会の承認を得て実施した．
Ⅲ結果：　下顎大臼歯部に植立したインプラントについて，
上部構造装着後の2000年10月から調査終了時点の2014年12月
末までのインプラント残存率はNP群，RP群ともに96％以上
であった．Log Rank検定の結果，インプラント残存率につい
てNP群とRP群には有意差は認められなかった（p＝0.301）．
Ⅳ考察および結論：　下顎大臼歯部のインプラント治療にお
いて，比較的骨量のある場合では，レギュラーサイズ以上の
インプラントを選択することが多い．本研究結果より，NP
群とRP群のインプラント残存率に有意な差が認められな
かったことから，下顎大臼歯部へのインプラント治療にナ
ローサイズの適応の可能性が示唆された．適応可能なインプ
ラントサイズが増えることで，大臼歯部で比較的骨量が少な
い場合においても，骨造成などの複雑な手技を併用せずイン
プラントを埋入することが可能になると考えられる．
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優秀研究発表1（第3会場）発表10分－質疑5分
2015年9月22日（火・祝） 9：00～9：45

○加藤 英治1，佐藤 亮1，成田 淳1，永山 哲史1，
山田 将博2

口腔インプラント生涯研修センター1，東北大学 大学院歯学
研究科 分子・再生歯科補綴学分野2

Long term follow up of the Japan implant products for
10～20 years. Retrospective clinical outcome of 
nanopolymorphic crystalline hydroxyapatite-coated（455） 
and anodic oxidized titanium（255）implants.
○KATO E1, SATO R1, NARITA J1, NAGAYAMA S1, 
YAMADA M2

Life Long Educational Center for Oral Implantlogy1, 
Division of Molecular and Regenerative Prosthodontics, 
Tohoku University Graduate School of Dentistry2

Ｏ-1-3-1
国産インプラントの長期（10～20年）調査
－ナノ多形結晶HA（４５５本）と陽極酸化チタン
（２５５本）インプラントの比較－

Ⅰ目的：　表面上の特性において従来のHAコートと異なる
ナノ多形結晶ヒドロキシアパタイトコートインプラント（HA）
の臨床研究を行う．本研究の目的は，HAと陽極酸化チタン
面の同形状システムインプラント（Ti）とを10～20年間で
後ろ向きに比較することである．
Ⅱ材料および方法：　20年間183人の患者（55 ± 12.4才）に
埋入したHAまたはTi（京セラメディカル，大阪）のイン
プラント累積的生存率（CSR）を生命表で分析した．各年
間隔，性別，年齢，埋入部位と直径ごとの埋入数とCSR
の％の違いを，両タイプのインプラント間で比較した．タ
イプごとの患者平均年齢と年ごとの埋入数の分布の違い
はF検定とMann-WhitneyU-検定で評価した．統計的有意性
は p<0.05 に設定し，すべての統計分析には統計プログラム
（SPSS Standard Version, SPSS Japan, Tokyo, Japan）と表
計算ソフト（Microsoft Excel 2010, Microsoft Japan, Tokyo, 
Japan）をもちいた．喪失例については骨質，骨吸収，臨床
症状について分類し精査した．被験者の同意および本研究の
プロトコルは東京歯科大学倫理委員会において（受理：569
号）承認を得た．
Ⅲ結果：　埋入数はHA455本，Ti255本であった．埋入期間
はTi1993年～2003年，HA1995年～2004年で，その多くは
Ti1998年～2002年，HA2001年～2003年に集中していた．
HAはTiより上顎臼歯部により多く，下顎臼歯部でより少な
く埋入された．直径は，HAがより幅広い傾向で，3.7 mmと
4.2 mmの埋入が多かった．0-1年，4-5年，9-10年間隔の生命
表分析では，HAのCSRが98.4%，94.5%，90.2%，Tiは
96.3%，91.9%，89.2%で，最終統計（9-10）年間隔の開始時で
集計された分析数はHA283，Ti151であった．各々のCSRに
関しては各間隔年でも各径別でも，両種間で有意差は認めら
れなかった．有意差が認められたのは，上顎臼歯部CSRでHA
はTiより埋入後 8年までで一貫して高く，10年でHA89.9%，
Ti77.7%であった．喪失例の各分類において両種間で統計的
有意差は認められなかった．
Ⅳ考察および結論：　本後向き研究の規制下ではHAはTiよ
り，上顎臼歯部で埋入後の8年までより多く生存した．この
特異的臨床結果は，双方のインプラント間の表面性状や物理
化学的な特徴の違いによるものかもしれない．

○永久 景那，森友 理恵，新井 是宣，馬場 俊輔，川添 堯彬
大阪歯科大学口腔インプラント学講座

A study of the survival rates of narrow diameter implants 
in the mandibular molar tooth missing region
○NAGAHISA K, MORI Y, ARAI K, BABA S, KAWAZOE T
Department of Oral Implantology, Osaka Dental University

Ｏ-1-3-2
下顎大臼歯欠損部における
ナローサイズインプラントの残存率の検討

Ⅰ目的：　インプラント治療において，上部構造装着後のイ
ンプラント残存率についての研究は多く報告されている．先
行研究において，臼歯部にインプラント補綴治療を行った欧
米患者のうち，植立されたインプラントの直径が3.75 mm未
満の場合と3.75 mm以上の場合とでは，インプラント残存率
に有意な差は認められなかったとされている．しかし，日本
人を対象とした，大臼歯部におけるナローサイズインプラン
トの残存率に関する報告はない．そこで，本研究では，下顎
大臼歯部に植立した直径3.5 mmのインプラント残存率を算出
し，直径3.75 mm以上のインプラントを植立した場合の残存
率と比較検討することを目的とした．
Ⅱ材料および方法：　本研究は，後ろ向きコホート研究であ
る．2000年1月から2010年12月までの間に，大阪歯科大学附
属病院口腔インプラント科と関連歯科医院において下顎大臼
歯部にインプラント治療を行った患者411人を対象とし，診
療録の追跡が可能であった上部構造装着後のインプラント
832本を調査した．残存率の調査は2014年12月に行った．本
研究では，インプラントサイズについて，直径3.5 mm以下
をナローサイズ（NP群），直径3.75 mm以上をレギュラーサ
イズ（RP群）と設定し，Kaplan-Meier法を用いて上部構造装
着後のインプラント残存率を算出した．有意差検定にはLog 
Rank検定を用いた．統計学的解析には，IBM SPSS Statistics 
22（IBM）を用いた．本研究は，大阪歯科大学医の倫理委員
会の承認を得て実施した．
Ⅲ結果：　下顎大臼歯部に植立したインプラントについて，
上部構造装着後の2000年10月から調査終了時点の2014年12月
末までのインプラント残存率はNP群，RP群ともに96％以上
であった．Log Rank検定の結果，インプラント残存率につい
てNP群とRP群には有意差は認められなかった（p＝0.301）．
Ⅳ考察および結論：　下顎大臼歯部のインプラント治療にお
いて，比較的骨量のある場合では，レギュラーサイズ以上の
インプラントを選択することが多い．本研究結果より，NP
群とRP群のインプラント残存率に有意な差が認められな
かったことから，下顎大臼歯部へのインプラント治療にナ
ローサイズの適応の可能性が示唆された．適応可能なインプ
ラントサイズが増えることで，大臼歯部で比較的骨量が少な
い場合においても，骨造成などの複雑な手技を併用せずイン
プラントを埋入することが可能になると考えられる．

優
秀
研
究
発
表
１

第
３
会
場

 1076033 日本口腔インプラント学会誌_ 

1

校 

2

校 

3

校 

N

校 _結城<P166>　  1076033 日本口腔インプラント学会誌_ 

1

校 

2

校 

3

校 

N

校 _結城<P167>　



168

○岡本 俊宏，深田 健治，片岡 利之，熊坂 士，貝淵 信之
東京女子医科大学　医学部　歯科口腔外科学教室

Clinical statistical investigation about complication with 
systemic disease after the dental implant operation
○OKAMOTO T, FUKADA K, KATAOKA T, 
KUMASAKA A, KAIBUCHI N
Tokyo Women’s Medical University, Dept of Oral and 
Maxillofacial Surgery

Ｏ-1-3-3
全身疾患とインプラント埋入後の併発症に
関する臨床統計的検討

Ⅰ目的：　近年のインプラント治療の普及に伴い, 日常臨床
で頻繁にインプラント治療がおこなわれるようになってきて
いる. それに比例してインプラント埋入後の併発症について
も増加傾向である. 今回われわれは, 東京女子医大歯科口腔外
科において2006年4月から2013年3月までの7年間にインプラ
ント埋入手術をおこなった症例に対し全身疾患と術後の併発
症について臨床統計的検討を行ったので報告する.
Ⅱ方法：　本研究は東京女子医科大学倫理委員会の承認を得
た（臨床研究承認番号 : 3205）. 2006年4月から2013年3月まで
の7年間に当科でインプラント埋入手術を行った289例を対象
とした. 術後併発症の有無と性別, 年齢, インプラントサイズ, 
埋入部位, 埋入本数, 埋入時のPeriotest（以下PT）値, 全身疾
患の有無, 全身疾患数, 糖尿病の有無, 抗血栓療法の有無との
関連性について統計解析を行った. なお使用したインプラン
トは全例CAMLOGインプラントである.
Ⅲ結果：　性別は男性137例, 女性152例で, 年齢は20歳から79
歳で平均年齢は55.78±13.00歳であった. 術後何らかの併発症
を認めた症例は25例8.65%で, 感染11例, 皮下血腫 8 例, 後出
血, インプラント脱落, 創部治癒不全であった. また何らかの
全身疾患を有した患者は全体で106例（36.7％）で, 全身疾患
による分類では延べ数で循環器疾患が最も多く43例, 次いで
内分泌疾患36例, 腎疾患13例, 脳血管9例, 呼吸器疾患が8例の
順であった. ロジスティック回帰分析の結果, 性別, インプラ
ントサイズ, 埋入部位, 埋入本数, 埋入時のPT値, 全身疾患の
有無, 糖尿病の有無では因子として抽出はされなかったが, 年
齢, 全身疾患数と抗血栓療法の有無は危険因子として抽出さ
れた. χ2 検定では年齢, 全身疾患有り, 疾患数, 抗血栓療法患
者において有意差を認めた.
Ⅳ考察および結論：　2012年9月に日本は65歳以上の高齢者
が24%を超え, 超高齢社会へと突入し, 今後もこの傾向が続く
と見られている. また高齢化に伴い様々な疾患に対して抗血
栓療法を行っている患者も増加している. インプラント治療
を安全に行うためには, 術前に局所, 全身状態を適切に把握す
る. 特に全身疾患を有する患者のインプラント治療を安全に
行うためには, 患者の状態に応じて術前に各診療科主治医と
密にコンタクトをとり, 局所的なリスクファクターも考慮し
手術併発症の予防に十分に配慮して行う事が重要であると示
唆された．

優秀研究発表2（第3会場）発表10分－質疑5分
2015年9月22日（火・祝） 9：55～10：40

○下元 拓哉，中野 環，小野 真司，矢谷 博文
大阪大学大学院歯学研究科クラウンブリッジ補綴学分野

The influence of keratinized mucosa on peri-implant tissue 
health status
○SHIMOMOTO T, NAKANO T, ONO S, YATANI H
Department of Fixed Prosthodontics, Osaka University 
Graduate School of Dentistry

Ｏ-1-3-4
角化歯肉の存在がインプラント周囲組織に
及ぼす影響

Ⅰ目的：　インプラント周囲組織の健康を維持するために, 
角化歯肉の存在が必要であるかどうか長年議論され続けてい
る. インプラント周囲組織の健康状態は, 歯周病の既往や口腔
衛生状態といった様々な因子に影響を受けるにもかかわら
ず, それらの因子を含めた解析がなされた研究はほとんどな
い．そこで本研究は, 角化歯肉の存在がインプラント周囲組
織に及ぼす影響を多変量解析を用いて検討した．
Ⅱ材料および方法：　大阪大学歯学部附属病院口腔補綴科に
てインプラント治療を行った患者のうち, 2013年 5 月から2014
年12月までの間に定期検診で来院された患者95人（男性30
人，女性65人）を対象とし, 上部構造装着後 1 年以上経過し
たインプラント体279本について計測を行った. 目的変数は, 
プラークの蓄積量（mPI）, インプラント周囲組織の炎症の程
度（mBI）, プロービング深さ（PPD）, 骨吸収量（BL）とし
た. 説明変数は, 角化歯肉幅（ 2 mm以上 / 2 mm未満）, 年齢, 
性別, 口腔衛生状態（PCR）, 喫煙習慣, 歯周病の既往, インプ
ラント部位, 上部構造装着後の経過期間とした． 統計解析は, 
一般化推定方程式の多変量順序ロジスティック回帰分析を用
いた．有意水準は 5 ％とした. なお, 本研究は大阪大学倫理審
査委員会の承認（承認番号：H25-E32）並びに患者の同意を
得たうえで行った.
Ⅲ結果：　mPI, mBI, PPDに関しては, 角化歯肉幅が 2 mm以
上のものと 2 mm未満のものでは有意差がみられなかった. し
かし, BLに関しては, 角化歯肉幅が 2 mm未満のものは 2 mm
以上のものと比較して有意に大きかった（p=0.034）．
Ⅳ考察および結論：　多変量解析を行うことで, インプラン
ト周囲組織に対する角化歯肉の独立した影響を評価すること
ができた. 本研究において, 角化歯肉の存在は骨吸収の抑制に
関連し, インプラント周囲組織の健康を維持するために必要
であることが示唆された．

○山内 健介1, 2，野上 晋之介1，片岡 良浩1，小山 重人2, 3，
高橋 哲1，
東北大学大学院　歯学研究科　顎顔面・口腔外科学分野1，
東北大学病院　歯科インプラントセンター2，
東北大学病院　顎口腔再建治療部3

Cortical bone repositioning technique for horizontal alveolar 
bone augmentation
○YAMAUCHI K1, 2, NOGAMI S1, KATAOKA Y1, 
KOYAMA S2, 3, TAKAHASHI T1

Tohoku University Division of Oral and Maxillofacial 
Surgery1, Tohoku University Hospital, Oral Implant 
Center2, Tohoku University Hospital, Maxillofacial 
Prosthetics clinic3

Ｏ-1-3-5
皮質骨移動術を併用した
歯槽骨再生誘導療法の臨床的検討

Ⅰ目的：　インプラント治療での骨造成法としては骨移植術
が中心となっているが, 骨採取部に対する侵襲は患者負担が
大きく, 解決すべき課題の 1 つである. 近年では人工骨が普
及してきているものの, 安全性の問題や骨誘導能を有してい
ないなどの問題がある. 今回われわれは, 人工骨を用いずに, 
さらに骨採取のための第二術野を展開せずに歯槽骨造成を行
う皮質骨移動術（Cortical bone repositining; 以下CBR）を応
用したので, その概要を報告する．
Ⅱ対象および方法：　インプラント治療を希望し, 臨床所見
およびCT画像検査にて水平的歯槽骨萎縮を認めた 7 症例 8
側（男性 1 例，女性 6 例；平均年齢45.1歳）である. 術式は
縦切開と歯槽頂切開により頬（唇）側骨面を明示し, 萎縮骨の
頬側皮質骨を超音波骨切削器具などを用いてブロック状に骨切
りを行う. 骨片の可動性を有したところで, 骨片を外方ある
いは外上方に移動させ, チタン製スクリュー（径1.5×8 mm）
にて骨片を固定する. 頬舌側の皮質骨間間隙には骨移植など
は行わず, 骨片周囲の頬側皮質骨との段差には切削骨片を一
部充填し, 減張切開・縫合閉鎖にて手術終了とした. 術前お
よび術後 3 カ月時のCT画像検査にて骨幅を計測し, 初期固定
の評価としてOsstell mentor（Integration Diagnostics社）を
用いた共振周波数解析を用い, インプラント埋入時および二
次手術時にISQ値を計測した．
Ⅲ結果：　1 例において術中異常骨折を認めたが, 全例にお
いて創し開による二次感染などの合併症は認めなかった. CT
画像での術前骨幅3.28±0.39 mmに対して, 術後 3 カ月時の骨
幅は6.46±1.10 mmであり, 全例インプラント埋入（計16本）
を施行した. 平均ISQ値はインプラント埋入時が68（46-77）
で, 二次手術時では72（58-81）と軽度上昇した．
Ⅳ考察および結論：　CBR法は一部の皮質骨の位置を移動
させ, 骨膜下に安定したスペースを確保することで骨形態を
改変させる方法である. これは他部位からのブロック骨採取
を必要としないため, 患者負担を大幅に軽減する利点を有し
ており, 特殊な装置や人工材料を必要としないことから医療
費も軽減できる新たな手法といえる. さらに従来の骨移植に
おける骨のリモデリング過程ではない, 骨治癒過程による骨
造成法であることから治療期間の短縮が期待できると示唆さ
れた．
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○岡本 俊宏，深田 健治，片岡 利之，熊坂 士，貝淵 信之
東京女子医科大学　医学部　歯科口腔外科学教室

Clinical statistical investigation about complication with 
systemic disease after the dental implant operation
○OKAMOTO T, FUKADA K, KATAOKA T, 
KUMASAKA A, KAIBUCHI N
Tokyo Women’s Medical University, Dept of Oral and 
Maxillofacial Surgery

Ｏ-1-3-3
全身疾患とインプラント埋入後の併発症に
関する臨床統計的検討

Ⅰ目的：　近年のインプラント治療の普及に伴い, 日常臨床
で頻繁にインプラント治療がおこなわれるようになってきて
いる. それに比例してインプラント埋入後の併発症について
も増加傾向である. 今回われわれは, 東京女子医大歯科口腔外
科において2006年4月から2013年3月までの7年間にインプラ
ント埋入手術をおこなった症例に対し全身疾患と術後の併発
症について臨床統計的検討を行ったので報告する.
Ⅱ方法：　本研究は東京女子医科大学倫理委員会の承認を得
た（臨床研究承認番号 : 3205）. 2006年4月から2013年3月まで
の7年間に当科でインプラント埋入手術を行った289例を対象
とした. 術後併発症の有無と性別, 年齢, インプラントサイズ, 
埋入部位, 埋入本数, 埋入時のPeriotest（以下PT）値, 全身疾
患の有無, 全身疾患数, 糖尿病の有無, 抗血栓療法の有無との
関連性について統計解析を行った. なお使用したインプラン
トは全例CAMLOGインプラントである.
Ⅲ結果：　性別は男性137例, 女性152例で, 年齢は20歳から79
歳で平均年齢は55.78±13.00歳であった. 術後何らかの併発症
を認めた症例は25例8.65%で, 感染11例, 皮下血腫 8 例, 後出
血, インプラント脱落, 創部治癒不全であった. また何らかの
全身疾患を有した患者は全体で106例（36.7％）で, 全身疾患
による分類では延べ数で循環器疾患が最も多く43例, 次いで
内分泌疾患36例, 腎疾患13例, 脳血管9例, 呼吸器疾患が8例の
順であった. ロジスティック回帰分析の結果, 性別, インプラ
ントサイズ, 埋入部位, 埋入本数, 埋入時のPT値, 全身疾患の
有無, 糖尿病の有無では因子として抽出はされなかったが, 年
齢, 全身疾患数と抗血栓療法の有無は危険因子として抽出さ
れた. χ2 検定では年齢, 全身疾患有り, 疾患数, 抗血栓療法患
者において有意差を認めた.
Ⅳ考察および結論：　2012年9月に日本は65歳以上の高齢者
が24%を超え, 超高齢社会へと突入し, 今後もこの傾向が続く
と見られている. また高齢化に伴い様々な疾患に対して抗血
栓療法を行っている患者も増加している. インプラント治療
を安全に行うためには, 術前に局所, 全身状態を適切に把握す
る. 特に全身疾患を有する患者のインプラント治療を安全に
行うためには, 患者の状態に応じて術前に各診療科主治医と
密にコンタクトをとり, 局所的なリスクファクターも考慮し
手術併発症の予防に十分に配慮して行う事が重要であると示
唆された．

優秀研究発表2（第3会場）発表10分－質疑5分
2015年9月22日（火・祝） 9：55～10：40

○下元 拓哉，中野 環，小野 真司，矢谷 博文
大阪大学大学院歯学研究科クラウンブリッジ補綴学分野

The influence of keratinized mucosa on peri-implant tissue 
health status
○SHIMOMOTO T, NAKANO T, ONO S, YATANI H
Department of Fixed Prosthodontics, Osaka University 
Graduate School of Dentistry

Ｏ-1-3-4
角化歯肉の存在がインプラント周囲組織に
及ぼす影響

Ⅰ目的：　インプラント周囲組織の健康を維持するために, 
角化歯肉の存在が必要であるかどうか長年議論され続けてい
る. インプラント周囲組織の健康状態は, 歯周病の既往や口腔
衛生状態といった様々な因子に影響を受けるにもかかわら
ず, それらの因子を含めた解析がなされた研究はほとんどな
い．そこで本研究は, 角化歯肉の存在がインプラント周囲組
織に及ぼす影響を多変量解析を用いて検討した．
Ⅱ材料および方法：　大阪大学歯学部附属病院口腔補綴科に
てインプラント治療を行った患者のうち, 2013年 5 月から2014
年12月までの間に定期検診で来院された患者95人（男性30
人，女性65人）を対象とし, 上部構造装着後 1 年以上経過し
たインプラント体279本について計測を行った. 目的変数は, 
プラークの蓄積量（mPI）, インプラント周囲組織の炎症の程
度（mBI）, プロービング深さ（PPD）, 骨吸収量（BL）とし
た. 説明変数は, 角化歯肉幅（ 2 mm以上 / 2 mm未満）, 年齢, 
性別, 口腔衛生状態（PCR）, 喫煙習慣, 歯周病の既往, インプ
ラント部位, 上部構造装着後の経過期間とした． 統計解析は, 
一般化推定方程式の多変量順序ロジスティック回帰分析を用
いた．有意水準は 5 ％とした. なお, 本研究は大阪大学倫理審
査委員会の承認（承認番号：H25-E32）並びに患者の同意を
得たうえで行った.
Ⅲ結果：　mPI, mBI, PPDに関しては, 角化歯肉幅が 2 mm以
上のものと 2 mm未満のものでは有意差がみられなかった. し
かし, BLに関しては, 角化歯肉幅が 2 mm未満のものは 2 mm
以上のものと比較して有意に大きかった（p=0.034）．
Ⅳ考察および結論：　多変量解析を行うことで, インプラン
ト周囲組織に対する角化歯肉の独立した影響を評価すること
ができた. 本研究において, 角化歯肉の存在は骨吸収の抑制に
関連し, インプラント周囲組織の健康を維持するために必要
であることが示唆された．

○山内 健介1, 2，野上 晋之介1，片岡 良浩1，小山 重人2, 3，
高橋 哲1，
東北大学大学院　歯学研究科　顎顔面・口腔外科学分野1，
東北大学病院　歯科インプラントセンター2，
東北大学病院　顎口腔再建治療部3

Cortical bone repositioning technique for horizontal alveolar 
bone augmentation
○YAMAUCHI K1, 2, NOGAMI S1, KATAOKA Y1, 
KOYAMA S2, 3, TAKAHASHI T1

Tohoku University Division of Oral and Maxillofacial 
Surgery1, Tohoku University Hospital, Oral Implant 
Center2, Tohoku University Hospital, Maxillofacial 
Prosthetics clinic3

Ｏ-1-3-5
皮質骨移動術を併用した
歯槽骨再生誘導療法の臨床的検討

Ⅰ目的：　インプラント治療での骨造成法としては骨移植術
が中心となっているが, 骨採取部に対する侵襲は患者負担が
大きく, 解決すべき課題の 1 つである. 近年では人工骨が普
及してきているものの, 安全性の問題や骨誘導能を有してい
ないなどの問題がある. 今回われわれは, 人工骨を用いずに, 
さらに骨採取のための第二術野を展開せずに歯槽骨造成を行
う皮質骨移動術（Cortical bone repositining; 以下CBR）を応
用したので, その概要を報告する．
Ⅱ対象および方法：　インプラント治療を希望し, 臨床所見
およびCT画像検査にて水平的歯槽骨萎縮を認めた 7 症例 8
側（男性 1 例，女性 6 例；平均年齢45.1歳）である. 術式は
縦切開と歯槽頂切開により頬（唇）側骨面を明示し, 萎縮骨の
頬側皮質骨を超音波骨切削器具などを用いてブロック状に骨切
りを行う. 骨片の可動性を有したところで, 骨片を外方ある
いは外上方に移動させ, チタン製スクリュー（径1.5×8 mm）
にて骨片を固定する. 頬舌側の皮質骨間間隙には骨移植など
は行わず, 骨片周囲の頬側皮質骨との段差には切削骨片を一
部充填し, 減張切開・縫合閉鎖にて手術終了とした. 術前お
よび術後 3 カ月時のCT画像検査にて骨幅を計測し, 初期固定
の評価としてOsstell mentor（Integration Diagnostics社）を
用いた共振周波数解析を用い, インプラント埋入時および二
次手術時にISQ値を計測した．
Ⅲ結果：　1 例において術中異常骨折を認めたが, 全例にお
いて創し開による二次感染などの合併症は認めなかった. CT
画像での術前骨幅3.28±0.39 mmに対して, 術後 3 カ月時の骨
幅は6.46±1.10 mmであり, 全例インプラント埋入（計16本）
を施行した. 平均ISQ値はインプラント埋入時が68（46-77）
で, 二次手術時では72（58-81）と軽度上昇した．
Ⅳ考察および結論：　CBR法は一部の皮質骨の位置を移動
させ, 骨膜下に安定したスペースを確保することで骨形態を
改変させる方法である. これは他部位からのブロック骨採取
を必要としないため, 患者負担を大幅に軽減する利点を有し
ており, 特殊な装置や人工材料を必要としないことから医療
費も軽減できる新たな手法といえる. さらに従来の骨移植に
おける骨のリモデリング過程ではない, 骨治癒過程による骨
造成法であることから治療期間の短縮が期待できると示唆さ
れた．
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優秀研究発表3（第3会場）発表10分－質疑5分
2015年9月22日（火・祝） 10：50～11：50

○永田 紘大，宗像 源博，淵上 慧，金井 亨，渥美 美穂子
神奈川歯科大学附属病院口腔インプラントセンター

Features of the residual ridge and mucosa in Japanese
○NAGATA K, MUNAKATA M, FUCHIGAMI K, KANAI 
T, ATSUMI M
Oral Implant center, Kanagawa Dental University Hospital

Ｏ-1-3-6
日本人における欠損部顎堤の特徴について

Ⅰ目的：　術前の顎堤粘膜の厚みは審美領域におけるインプ
ラントの埋入深度を決めるだけでなく，術後のカバースク
リューの露出や補綴装置の形態，インプラント周囲組織の構
造にも大きな影響を及ぼすことが考えられる．今回我々は，
エックス線CT画像よりインプラント埋入予定部位の顎堤粘
膜の厚さおよび骨幅径を測定し，部位別の比較と骨幅径と粘
膜の厚みとの関連性について検討をおこなったのでここに報
告する．
Ⅱ対象および方法：　神奈川歯科大学附属病院口腔インプラ
ントセンターにおいて，シミュレーションソフトを用いてイン
プラント治療を予定している部分無歯顎患者92名（男39名，女
53名）を対象とした．シミュレーションソフトCoDiagnostix
（straumann社製）を用いて，Cross-sectional画像からサー
ジカルテンプレートの基底面から顎堤頂の距離を唇頬側と舌
口蓋側の2点を計測し，その平均から粘膜の厚みを算出し
た．さらに，サージカルテンプレートの人工歯を基準に顎堤
頂から 1 mm，3 mm，5 mmの位置の骨幅径を計測した．得ら
れた結果より部位別の比較および関連性について統計学的検
討をおこなった．
なお本研究は神奈川歯科大学倫理委員会の承認（承認番号
181番）のもと患者の同意を得ておこなった．
Ⅲ結果：　粘膜の厚みは上顎の平均が2.94 mm，下顎の平均
が1.96 mmと上顎が有意に厚い結果となった．また部位別の
比較では上下顎とも前歯部>小臼歯部>大臼歯部であり上顎
前歯部が3.17 mmと最も厚く，下顎大臼歯部が1.74 mmと最
も薄い結果であった．骨幅径の部位別の比較では顎堤頂から
の距離に関わらず上下顎とも前歯部＜小臼歯部＜大臼歯部で
あり，上顎前歯部が最も薄く下顎大臼歯部が最も厚い結果と
なった．さらに，粘膜の厚みと骨幅径には負の相関が認めら
れた．
Ⅳ考察および結論：　本研究結果より日本人の欠損部顎堤は
骨幅が薄い（骨量が少ない）ほど粘膜が厚く，骨幅が厚い
（骨量が多い）ほど粘膜が薄い傾向が認められた．現在，
Koisのインプラント審美治療の診断基準として歯肉のバイオ
タイプや歯肉形態などが挙げられているが，Lekholm & Zarb
やCawood and Howellなどの欠損部顎堤の分類は全て硬組織
の分類であり軟組織を含めた分類はなされてない．今後予知
性の高い審美性の獲得とメインテナンスを達成する上で粘膜
の厚みを考慮した欠損部顎堤の診断をおこない骨や軟組織の
移植も含めた治療計画を立案する必要があると考える.

○鈴木 章弘1，宗像 源博2，三木 裕仁1，立川 敬子1，
春日井昇平1

東京医科歯科大学インプラント・口腔再生医学1，神奈川歯
科大学附属病院口腔インプラントセンター2

Possibility for the risk factors of peri-implantitis: fixed type 
of superstructures
○SUZUKI A1, MUNAKATA M2, MIKI H1，
TACHIKAWA N1, KASUGAI S1

Oral Implantology and Regenerative oral medicine, Tokyo 
Medical and Dental University1, Oral Implant Center, 
Kanagawa Dental University Hospital2

Ｏ-1-3-7
上部構造の固定様式がインプラント周囲炎の
リスクファクターとなるのか?

Ⅰ目的：　第 6 回 European Workshop On Periodontologyに
おけるインプラント周囲炎のリスクファクターとしてプラー
クコントロールの不良や歯周疾患の既往，喫煙，糖尿病な
どが挙げられている．また2013年American Academy of 
Periodontologyのポジションペーパーにおいては，リスク
ファクターとして上部構造のセメントの残留がリスクとされ
ている．さらにSailerらのシステマティックレビューにおい
てセメント固定とスクリュー固定の単冠と連結補綴装置に関
する残存率の相違は示されているが，インプラント周囲骨吸
収との関連に関する報告はなされていない．今回，我々はイ
ンプラント周囲炎のリスクファクターとなりうる補綴様式に
ついて検討したのでここに報告する．
Ⅱ対象および方法：　2008年 4 月から2011年 3 月までの間に
大学附属病院インプラント外来においてインプラント埋入手
術を施行し固定性補綴装置を装着した患者のうち，3 年以上
定期的なメインテナンスを受診している患者1309名，補綴装
置1401装置（2063本）を対象とした．この中でBOP（+）か
つ骨吸収量 3 mm以上のインプラント周囲炎を発症した83装
置102本について固定様式（セメント・スクリュー）と連結
の有無について統計学的検討（χ2 検定）をおこなった．な
お，本研究は大学倫理委員会（第1081号）の承認を受け行っ
た．
Ⅲ結果：　対象とした1401装置の中で周囲炎を発症したもの
は83装置5.9％であった．その中でセメント固定による補綴
装置で周囲炎を発症したものは7.0％，スクリュー固定によ
る補綴装置で周囲炎を発症した装置は3.5％であり，セメン
ト固定の周囲炎発症率が有意に高い結果となった．つぎに上
部構造連結の有無による検討をおこなったところスクリュー
固定式での周囲炎発症率は単冠が1.0％であり，連結が5.7％．
セメント固定式での周囲炎発症率は単冠が1.6％であり，連
結が15.5％であり，セメント固定式の連結冠で有意に高い発
症率を示した．
Ⅳ考察および結論：　本研究結果より，セメント固定様式の
連結冠において，インプラント周囲炎の発症率が高いことが
示唆された．これはセメントの残留やアバットメントの材質
や形態などが原因と考えられる．今後，連結の歯数やスク
リュー固定用アバットメントの有無，アバットメントの材質
やインプラントシステムとの関連について検討をおこない，
周囲炎に関する補綴学的リスクファクターについて明らかに
していきたい．

○寺内 理恵1，新井 是宣1，田中 昌博2，川添 堯彬1，
馬場 俊輔1

大阪歯科大学口腔インプラント学講座1，大阪歯科大学有歯
補綴咬合学講座2

Effect of difference in occlusal contact area of mandibular 
free-end edentulous area implants on periodontal 
mechanosensitive threshold of adjacent premolar
○TERAUCHI R1, ARAI K1, TANAKA M2, 
KAWAZOE T1, BABA S1,
Department of Oral Implantology, Osaka Dental 
University1, Department of Fixed Prosthodontics and 
Occlusion, Osaka Dental University2

Ｏ-1-3-8
下顎遊離端欠損部インプラントの咬合接触面積の
違いが隣在小臼歯の歯根膜触・圧覚閾値に
与える影響について

Ⅰ目的：　インプラント治療は，残存歯に対する負担が少な
く，予知性が高い治療法とされている．しかし，インプラン
ト部の隣在歯に対する観察を行った報告は少ない．そこで，
本研究では，インプラント部の咬合接触面積の違いが隣在小
臼歯の歯根膜触・圧覚閾値に与える影響について検討した．
Ⅱ対象および方法：　研究デザインは，横断研究を用いた．
セッティングとして，大阪歯科大学附属病院口腔インプラン
ト科にて，下顎遊離端欠損部にインプラント治療を行った者
とし，参加者は87名（109歯）であった．変数として，年
齢，性別，上部構造装着後期間，歯髄の有無，咬合接触面
積，隣在歯歯根膜触・圧覚閾値を抽出した．咬合接触面積
は，ブルーシリコーン®（ジーシー社製）をバイトアイ®

（ジーシー社製）にて測定した．隣在小臼歯の歯根膜触・圧
覚閾値はvon Frey毛（Aesthesio® Dan Mic Global社製）を
用いて測定した．量的変数として，咬合接触面積は，インプ
ラント部の咬合接触面積が隣在小臼歯の咬合接触面積の半分
に満たない群を小接触群とし，隣在小臼歯の咬合接触面積の
半分以上の群を大接触群とした．歯根膜触・圧覚閾値は，先
行研究より，5ｇ以下を正常群，5.1ｇ以上を高値群に設定し
た．統計学的解析は，歯根膜触・圧覚閾値の 2 群間の比較に
おいて，カテゴリカルデータはχ2 検定，連続量データは
Mann-Whitney U検定を行った．有意差を認めた変数につい
てはオッズ比（95％信頼区間）および効果量を算出した．統
計解析には，IBM SPSS Statistics 22 -Japan を用いた．大阪
歯科大学医の倫理委員会の承認（大歯医倫110782号）を得て
実施した．
Ⅲ結果：　歯根膜触・圧覚閾値の正常群は93歯，高値群は16
歯であった．2 群間の比較において，年齢，性別，上部構造
装着後期間，歯髄の有無からは有意差は認められなかった．
咬合接触面積に有意差が認められ，小接触群では高値群が多
く，オッズ比は4.75（1.42-15.87），効果量は0.29であった．
Ⅳ考察および結論：　天然歯への慢性的な負荷は歯根膜触・
圧覚閾値の変化につながるとされ，閾値の変化により咬合違
和感が生じるとの報告がある．本研究結果から，インプラン
ト部咬合接触面積と隣在小臼歯の歯根膜触・圧覚閾値との関
連が示唆され，面積が小さいと閾値が上昇した．欠損補綴治
療は，欠損部の咬合機能の回復のみならず，残存歯の保護を
考慮し顎口腔機能の維持を図るべきと考える．
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優秀研究発表3（第3会場）発表10分－質疑5分
2015年9月22日（火・祝） 10：50～11：50

○永田 紘大，宗像 源博，淵上 慧，金井 亨，渥美 美穂子
神奈川歯科大学附属病院口腔インプラントセンター

Features of the residual ridge and mucosa in Japanese
○NAGATA K, MUNAKATA M, FUCHIGAMI K, KANAI 
T, ATSUMI M
Oral Implant center, Kanagawa Dental University Hospital

Ｏ-1-3-6
日本人における欠損部顎堤の特徴について

Ⅰ目的：　術前の顎堤粘膜の厚みは審美領域におけるインプ
ラントの埋入深度を決めるだけでなく，術後のカバースク
リューの露出や補綴装置の形態，インプラント周囲組織の構
造にも大きな影響を及ぼすことが考えられる．今回我々は，
エックス線CT画像よりインプラント埋入予定部位の顎堤粘
膜の厚さおよび骨幅径を測定し，部位別の比較と骨幅径と粘
膜の厚みとの関連性について検討をおこなったのでここに報
告する．
Ⅱ対象および方法：　神奈川歯科大学附属病院口腔インプラ
ントセンターにおいて，シミュレーションソフトを用いてイン
プラント治療を予定している部分無歯顎患者92名（男39名，女
53名）を対象とした．シミュレーションソフトCoDiagnostix
（straumann社製）を用いて，Cross-sectional画像からサー
ジカルテンプレートの基底面から顎堤頂の距離を唇頬側と舌
口蓋側の2点を計測し，その平均から粘膜の厚みを算出し
た．さらに，サージカルテンプレートの人工歯を基準に顎堤
頂から 1 mm，3 mm，5 mmの位置の骨幅径を計測した．得ら
れた結果より部位別の比較および関連性について統計学的検
討をおこなった．
なお本研究は神奈川歯科大学倫理委員会の承認（承認番号
181番）のもと患者の同意を得ておこなった．
Ⅲ結果：　粘膜の厚みは上顎の平均が2.94 mm，下顎の平均
が1.96 mmと上顎が有意に厚い結果となった．また部位別の
比較では上下顎とも前歯部>小臼歯部>大臼歯部であり上顎
前歯部が3.17 mmと最も厚く，下顎大臼歯部が1.74 mmと最
も薄い結果であった．骨幅径の部位別の比較では顎堤頂から
の距離に関わらず上下顎とも前歯部＜小臼歯部＜大臼歯部で
あり，上顎前歯部が最も薄く下顎大臼歯部が最も厚い結果と
なった．さらに，粘膜の厚みと骨幅径には負の相関が認めら
れた．
Ⅳ考察および結論：　本研究結果より日本人の欠損部顎堤は
骨幅が薄い（骨量が少ない）ほど粘膜が厚く，骨幅が厚い
（骨量が多い）ほど粘膜が薄い傾向が認められた．現在，
Koisのインプラント審美治療の診断基準として歯肉のバイオ
タイプや歯肉形態などが挙げられているが，Lekholm & Zarb
やCawood and Howellなどの欠損部顎堤の分類は全て硬組織
の分類であり軟組織を含めた分類はなされてない．今後予知
性の高い審美性の獲得とメインテナンスを達成する上で粘膜
の厚みを考慮した欠損部顎堤の診断をおこない骨や軟組織の
移植も含めた治療計画を立案する必要があると考える.

○鈴木 章弘1，宗像 源博2，三木 裕仁1，立川 敬子1，
春日井昇平1

東京医科歯科大学インプラント・口腔再生医学1，神奈川歯
科大学附属病院口腔インプラントセンター2

Possibility for the risk factors of peri-implantitis: fixed type 
of superstructures
○SUZUKI A1, MUNAKATA M2, MIKI H1，
TACHIKAWA N1, KASUGAI S1

Oral Implantology and Regenerative oral medicine, Tokyo 
Medical and Dental University1, Oral Implant Center, 
Kanagawa Dental University Hospital2

Ｏ-1-3-7
上部構造の固定様式がインプラント周囲炎の
リスクファクターとなるのか?

Ⅰ目的：　第 6 回 European Workshop On Periodontologyに
おけるインプラント周囲炎のリスクファクターとしてプラー
クコントロールの不良や歯周疾患の既往，喫煙，糖尿病な
どが挙げられている．また2013年American Academy of 
Periodontologyのポジションペーパーにおいては，リスク
ファクターとして上部構造のセメントの残留がリスクとされ
ている．さらにSailerらのシステマティックレビューにおい
てセメント固定とスクリュー固定の単冠と連結補綴装置に関
する残存率の相違は示されているが，インプラント周囲骨吸
収との関連に関する報告はなされていない．今回，我々はイ
ンプラント周囲炎のリスクファクターとなりうる補綴様式に
ついて検討したのでここに報告する．
Ⅱ対象および方法：　2008年 4 月から2011年 3 月までの間に
大学附属病院インプラント外来においてインプラント埋入手
術を施行し固定性補綴装置を装着した患者のうち，3 年以上
定期的なメインテナンスを受診している患者1309名，補綴装
置1401装置（2063本）を対象とした．この中でBOP（+）か
つ骨吸収量 3 mm以上のインプラント周囲炎を発症した83装
置102本について固定様式（セメント・スクリュー）と連結
の有無について統計学的検討（χ2 検定）をおこなった．な
お，本研究は大学倫理委員会（第1081号）の承認を受け行っ
た．
Ⅲ結果：　対象とした1401装置の中で周囲炎を発症したもの
は83装置5.9％であった．その中でセメント固定による補綴
装置で周囲炎を発症したものは7.0％，スクリュー固定によ
る補綴装置で周囲炎を発症した装置は3.5％であり，セメン
ト固定の周囲炎発症率が有意に高い結果となった．つぎに上
部構造連結の有無による検討をおこなったところスクリュー
固定式での周囲炎発症率は単冠が1.0％であり，連結が5.7％．
セメント固定式での周囲炎発症率は単冠が1.6％であり，連
結が15.5％であり，セメント固定式の連結冠で有意に高い発
症率を示した．
Ⅳ考察および結論：　本研究結果より，セメント固定様式の
連結冠において，インプラント周囲炎の発症率が高いことが
示唆された．これはセメントの残留やアバットメントの材質
や形態などが原因と考えられる．今後，連結の歯数やスク
リュー固定用アバットメントの有無，アバットメントの材質
やインプラントシステムとの関連について検討をおこない，
周囲炎に関する補綴学的リスクファクターについて明らかに
していきたい．

○寺内 理恵1，新井 是宣1，田中 昌博2，川添 堯彬1，
馬場 俊輔1

大阪歯科大学口腔インプラント学講座1，大阪歯科大学有歯
補綴咬合学講座2

Effect of difference in occlusal contact area of mandibular 
free-end edentulous area implants on periodontal 
mechanosensitive threshold of adjacent premolar
○TERAUCHI R1, ARAI K1, TANAKA M2, 
KAWAZOE T1, BABA S1,
Department of Oral Implantology, Osaka Dental 
University1, Department of Fixed Prosthodontics and 
Occlusion, Osaka Dental University2

Ｏ-1-3-8
下顎遊離端欠損部インプラントの咬合接触面積の
違いが隣在小臼歯の歯根膜触・圧覚閾値に
与える影響について

Ⅰ目的：　インプラント治療は，残存歯に対する負担が少な
く，予知性が高い治療法とされている．しかし，インプラン
ト部の隣在歯に対する観察を行った報告は少ない．そこで，
本研究では，インプラント部の咬合接触面積の違いが隣在小
臼歯の歯根膜触・圧覚閾値に与える影響について検討した．
Ⅱ対象および方法：　研究デザインは，横断研究を用いた．
セッティングとして，大阪歯科大学附属病院口腔インプラン
ト科にて，下顎遊離端欠損部にインプラント治療を行った者
とし，参加者は87名（109歯）であった．変数として，年
齢，性別，上部構造装着後期間，歯髄の有無，咬合接触面
積，隣在歯歯根膜触・圧覚閾値を抽出した．咬合接触面積
は，ブルーシリコーン®（ジーシー社製）をバイトアイ®

（ジーシー社製）にて測定した．隣在小臼歯の歯根膜触・圧
覚閾値はvon Frey毛（Aesthesio® Dan Mic Global社製）を
用いて測定した．量的変数として，咬合接触面積は，インプ
ラント部の咬合接触面積が隣在小臼歯の咬合接触面積の半分
に満たない群を小接触群とし，隣在小臼歯の咬合接触面積の
半分以上の群を大接触群とした．歯根膜触・圧覚閾値は，先
行研究より，5ｇ以下を正常群，5.1ｇ以上を高値群に設定し
た．統計学的解析は，歯根膜触・圧覚閾値の 2 群間の比較に
おいて，カテゴリカルデータはχ2 検定，連続量データは
Mann-Whitney U検定を行った．有意差を認めた変数につい
てはオッズ比（95％信頼区間）および効果量を算出した．統
計解析には，IBM SPSS Statistics 22 -Japan を用いた．大阪
歯科大学医の倫理委員会の承認（大歯医倫110782号）を得て
実施した．
Ⅲ結果：　歯根膜触・圧覚閾値の正常群は93歯，高値群は16
歯であった．2 群間の比較において，年齢，性別，上部構造
装着後期間，歯髄の有無からは有意差は認められなかった．
咬合接触面積に有意差が認められ，小接触群では高値群が多
く，オッズ比は4.75（1.42-15.87），効果量は0.29であった．
Ⅳ考察および結論：　天然歯への慢性的な負荷は歯根膜触・
圧覚閾値の変化につながるとされ，閾値の変化により咬合違
和感が生じるとの報告がある．本研究結果から，インプラン
ト部咬合接触面積と隣在小臼歯の歯根膜触・圧覚閾値との関
連が示唆され，面積が小さいと閾値が上昇した．欠損補綴治
療は，欠損部の咬合機能の回復のみならず，残存歯の保護を
考慮し顎口腔機能の維持を図るべきと考える．
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○黒嶋 伸一郎1, 2，安武 宗徳2，中野 貴由3，澤瀬 隆2

長崎大学病院　口腔・顎・顔面インプラントセンター1，
長崎大学大学院口腔インプラント学分野2，大阪大学大学院工
学研究科材料機能化プロセス工学講座3

Load-activated implant design to improve bone quality 
around dental implants in rabbits
○KUROSHIMA S1, 2, YASUTAKE M2, NAKANO T3, 
SAWASE T2

Oral & Maxillofacial Implant Center, Nagasaki University1, 
Department of Applied Prosthodontics, Graduate School of
Biomedical Sciences, Nagasaki University2, Course of 
Materials Science & Engineering, Graduate School of 
Engineering, Osaka University3

Ｏ-1-4-1
繰り返し荷重がもたらす骨質の適応変化に
寄与するインプラントデザインの検討

Ⅰ目的：　荷重を受けるインプラントのネック部には過大な
応力集中が起こり，辺縁骨組織の安定性に影響を及ぼすこと
が報告されている．このためインプラント周囲骨組織への荷
重伝達に関与するインプラントデザインは，長期的な治療成
功のための重要なファクターであると考えられている．一方
近年，骨の力学的機能は，骨量や骨密度に加え「骨質」の解
明が必要不可欠であることが明らかにされた．本研究の目的
は，繰り返し荷重を受けたインプラントネック部におけるデ
ザインの相違が，周囲骨組織の骨質制御機構に与える影響を
明らかにすることにある．
Ⅱ材料および方法：　長崎大学動物実験委員会の承認後（承
認番号1306141071-2），角度付きグルーブ（－60度と＋60
度）をネック部に付与した陽極酸化チタン合金インプラント
を家兎の左右脛骨近位端に 1 本ずつ埋入した（n=14）．骨治
癒が終了した12週後，7 羽の家兎には規則的繰り返し荷重
（50 Ncm，3 Hz，3600 cycles/週）を与えた（荷重群）．残
りの7羽は対照群（非荷重群）とした．荷重負荷後 8 週で屠
殺し，摘出骨組織はマイクロCTによる 3 次元的構造解析と
トルイジンブルー染色による組織学的解析を行った．さらに
偏光顕微鏡によるコラーゲン線維の配向性と，微小領域X線
回折装置による生体アパタイト結晶の配向性解析を行った．
統計分析は各種 t 検定を用いた．
Ⅲ結果：　非荷重環境下では，ネック部形態の違いは骨形成
能に影響を与えなかった．ところが荷重環境下では，ネック
部形態の違いがインプラント周囲骨組織の骨形成能と骨質に
影響を与えた．すなわち荷重群では，＋60度グルーブ群の
ネック部周囲骨量が－60度グルーブ群と比較して有意に増大
し，骨密度は両グルーブの荷重群で有意な増大を認めた．興
味深いことに＋60度グルーブ群では，生体アパタイト結晶/
コラーゲン線維の配向性がグルーブ角度と有意に一致性を示
し，グルーブ内の骨細胞数は＋60度グルーブ群で有意に増加
した．
Ⅳ考察および結論：　インプラントネック部のグルーブ形態
は荷重の影響を受けて骨形成能を変化させ，さらにはグルー
ブ角度に依存して，ネック部周囲の骨形成能の促進，ならび
に骨細胞ネットワークの発達と生体アパタイト結晶/コラー
ゲンの優先配向により骨質に適応変化を起こすことが分かっ
た．ネック部の形態を検討することで，インプラント周囲に
優れた骨質を有する骨微細構造を提供できる可能性が示唆さ
れた．

○和智 貴紀1，的野 良就1，首藤 崇裕1, 2，二川 浩樹2，
牧平 清超1

九州大学大学院歯学研究院クラウンブリッジ補綴学分野1， 
広島大学大学院医歯薬保健学研究院2

Effects of titanium ions released from implant surface 
exposed to fluoride on the tissues around implants
○WACHI T1 MATONO Y1, SHUTO T1, 2, NIKAWA H2,
 MAKIHIRA S1

Section of Fixed Prosthodontics, Faculty of Dental Science, 
Kyushu University1, Institute of Biomedical and Health 
Sciences, Hiroshima University2

Ｏ-1-4-2
フッ化物により溶出したチタンが
インプラント周囲組織におよぼす影響

Ⅰ目的：　チタンは表面に強固な不動体膜である酸化チタン
層を形成し耐食性に優れている. しかしながらフッ素化合物
（以下, フッ化物）は酸性環境下においてこの酸化チタン層
を破壊し, 一部のチタンをイオン化すると言われている. 術後
管理においてチタン表面を安定に保つことは非常に重要であ
ることから，フッ素化合物によるチタンへの影響を検証する
ことを目的として, 本研究では, はじめに様々なフッ化物材料
が純チタンの表面に及ぼす影響とチタンイオンが歯肉上皮と
骨由来の培養細胞に与える影響について, in vitroで検証した. 
次にラットにミニインプラント体（純チタン製）を埋入し, 
唾液緩衝下でフッ化物がミニインプラント体表面およびその
周囲組織に与える影響についてin vivoで解析し，興味ある知
見を得たので報告する．
Ⅱ材料および方法：　九州大学動物実験倫理委員会の承認を
得た後（A25-138）, ラットの口蓋部にミニインプラント体を
埋入した．埋入後，NaF溶液およびフッ化物歯面塗布剤をミ
ニインプラント体粘膜貫通部に暴露させた. その後, 溶出チタ
ン存在下におけるPorphyromonas gingivalis由来のLPS（以
下, P.g.-LPS）のインプラント周囲組織に与える影響を解析
した. 一方, チタンイオン溶液または/およびP.g.-LPSを投与
した条件下でも歯肉組織の変化を解析した. 解析では特に骨
吸収関連遺伝子の発現に着目した．さらに鏡面研磨を施した
純チタン板にフッ化物を含有した各種歯磨材を作用させた後
に純チタン板表面を解析した.
Ⅲ結果：　フッ化物歯面塗布剤により溶出したチタンがミニ
インプラント体周囲歯肉組織から検出された. また, 溶出チタ
ンまたはチタンイオン存在下においてP.g.-LPSはインプラン
ト周囲歯肉組織におけるRANKLの発現を増加させOPGの発
現を低下させた. 各種歯磨材で曝露されたチタン板表面に大
きな変化は認められなかった.
Ⅳ考察および結論：　唾液緩衝下でフッ化物歯面塗布剤はイ
ンプラント表面に作用しチタンを溶出させ, その溶出チタン
はインプラント周囲歯肉組織に一時的に蓄積することが示唆
された. また溶出チタンまたはチタンイオンはP.g.-LPSの骨吸
収促進作用を増強する可能性が示唆された.

優秀研究発表4（第4会場）発表10分－質疑5分
2015年9月22日（火・祝） 9：00～9：45

○大木 郷資，桑鶴 利香，築山 能大，山﨑 陽，古谷野 潔
九州大学大学院歯学研究院　インプラント・義歯補綴学分野

Implant prosthodontic treatment improves mastication 
predominance in patients with missing teeth in the 
unilateral posterior region
○OOKI K, KUWATSURU R, TSUKIYAMA Y, 
YAMASAKI Y, KOYANO K
Section of Implant and Rehabilitative Dentistry, Kyushu 
University

Ｏ-1-3-9
片側臼歯部欠損患者への
インプラント補綴治療は偏咀嚼を改善する

Ⅰ目的：　片側でよく噛む動作や習慣である偏咀嚼は，欠損
などにより引き起こされると考えられているが，我々の先行
研究において，片側臼歯部欠損患者が健常有歯顎者と比較し
て顕著に偏咀嚼を示すことを報告した．しかし，これらの患
者に対するインプラント補綴治療が偏咀嚼に与える効果につ
いては分かっていない．そこで本研究では，「片側臼歯部欠
損患者へのインプラント補綴治療は偏咀嚼を改善する」とい
う仮説を立て, これを検証した．
Ⅱ材料および方法：　九州大学倫理委員会の承認（承認番号
23034号）を得た後，九州大学病院義歯補綴科外来を受診し
たインプラント補綴治療希望の片側臼歯部欠損患者（以下イ
ンプラント治療群）で同意を得た23名（男性 6 名，女性17
名，平均年齢59.87歳；38-72歳）を選択した．また可撤式部
分床義歯補綴治療希望の片側臼歯部欠損患者（以下RPD治
療群）33名（男性8名，女性25名，平均年齢64.0歳；43-77
歳）を対照群とした．被験者の両側咬筋に表面電極を装着
し，40秒間のチューインガム自由咀嚼時の両側咬筋筋電図を
測定した. 被験者の測定時期は補綴治療前および補綴治療終
了後から 1 ヶ月以降の 2 回とした. 得られた筋電図の実効値
を用いて咀嚼側の判定を行い，左右側それぞれの咀嚼回数を
算出した後，全咀嚼回数に対する偏咀嚼回数の割合（偏咀嚼
指数）［偏咀嚼指数＝｜（右側咀嚼回数－左側咀嚼回数）/（総
咀嚼回数）×100｜（％）］を算出した. また, 健常有歯顎者61名
のクラスター解析の結果, 偏咀嚼指数50以上を偏咀嚼ありと
し，補綴前後での偏咀嚼を評価した．
Ⅲ結果：　インプラント治療群とRPD治療群において，治
療法（インプラント治療，RPD治療）および欠損様式（遊
離端欠損，中間欠損）の因子に分類し，2 項ロジスティック
回帰分析を行ったところ，インプラント補綴治療が偏咀嚼の
改善に効果的な因子であることが示唆された（P<0.01）．ま
た，インプラント治療群の偏咀嚼ありの者は治療前17名，治
療後 2 名であったのに対し，RPD治療群では治療前22名，
治療後15名であった．
Ⅳ考察および結論：　片側臼歯部欠損患者に対するインプラ
ント補綴治療は偏咀嚼の改善に大きく影響することが示唆さ
れた．

○原 真央子，樋口 大輔，横山 紗和子，松本 貴志，馬場 一美
昭和大学歯学部歯科補綴学講座

Treatment outcome of implant denture in partially 
edentulous patients
- Impact of the location of prosthodontic treatment on oral 
health related quality of life profile -
○HARA M, HIGUCHI D, YOKOYAMA S, MATSUMOTO 
T, BABA K
Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Showa 
University

Ｏ-1-3-10
少数歯欠損に対するインプラント治療効果
－治療部位と口腔関連QoL プロファイルの関係－

Ⅰ目的：　口腔関連Quality of Life(以下QoL)は口腔健康状態
を評価する包括的患者立脚型アウトカムとしてその重要性が
広く認知されている．Oral Health Impact Profile（以下
OHIP）は口腔関連QoLの評価指標として広く用いられてい
るが，我々はOHIPの各質問項目が「口腔機能」（10項目），
「審美性」（ 6項目），「痛み」（ 7項目），「心理社会的影響」
（18項目）の 4 つのサブドメインに分類され，これらを用い
て口腔関連QoLのプロファイリングが可能であることを示し
た．本研究では，少数歯欠損患者を対象として欠損部位とイ
ンプラント治療効果の関連性を口腔関連QoLサブドメインを
用いて検討した．
Ⅱ対象および方法：　2012年 4月から2014年 7月に昭和大学
歯科病院補綴歯科およびインプラントセンターを受診し，3
歯以下の少数歯欠損に対して固定性インプラント義歯の治療
を希望した患者を連続サンプリングした（46名，女性31名，
平均56.2歳）．これらの被験者を欠損部位によって前方欠損
群（26名）と後方欠損群（20名）の 2 群に分けた．口腔関連
QoLの評価は日本語版OHIPを用いて治療前後の 2 回調査
し，49項目の合計値および 4 つのサブドメイン値を算出し
た．各サブドメイン値について群間ならびに治療前後での比
較検討を行った（t-検定，有意水準 5％，SPSS 22.0 J）．本研
究は昭和大学歯学部医の倫理委員会の承認を得て実施した
（#2007-29）．
Ⅲ結果：　治療前の前方欠損群の「審美性」サブドメイン値
は後方欠損群と比較し有意に大きかった（前方9.2±5.7後方
6.2±3.3，p<0.05）．治療後は両群において後方欠損群の「痛
み」を除くすべてのサブドメイン値ならびに合計値が有意に
減少し，両群とも近似したプロファイルとなった． 
Ⅳ考察および結論：　術前の前方歯欠損患者の口腔関連QoL
は審美性に関連したサブドメインが顕著に損なわれており，
臨床実感を反映した結果となった．また，欠損の部位に関わ
らずインプラント治療により少数歯欠損患者の口腔関連QoL
は改善し同様のプロファイルを示した．サブドメイン値を用
いた口腔関連QoLのプロファイリングは病態説明や治療予後
の予測に関する定量データを患者・歯科医師が共有する上で
有用であると考えられる．
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○黒嶋 伸一郎1, 2，安武 宗徳2，中野 貴由3，澤瀬 隆2

長崎大学病院　口腔・顎・顔面インプラントセンター1，
長崎大学大学院口腔インプラント学分野2，大阪大学大学院工
学研究科材料機能化プロセス工学講座3

Load-activated implant design to improve bone quality 
around dental implants in rabbits
○KUROSHIMA S1, 2, YASUTAKE M2, NAKANO T3, 
SAWASE T2

Oral & Maxillofacial Implant Center, Nagasaki University1, 
Department of Applied Prosthodontics, Graduate School of
Biomedical Sciences, Nagasaki University2, Course of 
Materials Science & Engineering, Graduate School of 
Engineering, Osaka University3

Ｏ-1-4-1
繰り返し荷重がもたらす骨質の適応変化に
寄与するインプラントデザインの検討

Ⅰ目的：　荷重を受けるインプラントのネック部には過大な
応力集中が起こり，辺縁骨組織の安定性に影響を及ぼすこと
が報告されている．このためインプラント周囲骨組織への荷
重伝達に関与するインプラントデザインは，長期的な治療成
功のための重要なファクターであると考えられている．一方
近年，骨の力学的機能は，骨量や骨密度に加え「骨質」の解
明が必要不可欠であることが明らかにされた．本研究の目的
は，繰り返し荷重を受けたインプラントネック部におけるデ
ザインの相違が，周囲骨組織の骨質制御機構に与える影響を
明らかにすることにある．
Ⅱ材料および方法：　長崎大学動物実験委員会の承認後（承
認番号1306141071-2），角度付きグルーブ（－60度と＋60
度）をネック部に付与した陽極酸化チタン合金インプラント
を家兎の左右脛骨近位端に 1 本ずつ埋入した（n=14）．骨治
癒が終了した12週後，7 羽の家兎には規則的繰り返し荷重
（50 Ncm，3 Hz，3600 cycles/週）を与えた（荷重群）．残
りの7羽は対照群（非荷重群）とした．荷重負荷後 8 週で屠
殺し，摘出骨組織はマイクロCTによる 3 次元的構造解析と
トルイジンブルー染色による組織学的解析を行った．さらに
偏光顕微鏡によるコラーゲン線維の配向性と，微小領域X線
回折装置による生体アパタイト結晶の配向性解析を行った．
統計分析は各種 t 検定を用いた．
Ⅲ結果：　非荷重環境下では，ネック部形態の違いは骨形成
能に影響を与えなかった．ところが荷重環境下では，ネック
部形態の違いがインプラント周囲骨組織の骨形成能と骨質に
影響を与えた．すなわち荷重群では，＋60度グルーブ群の
ネック部周囲骨量が－60度グルーブ群と比較して有意に増大
し，骨密度は両グルーブの荷重群で有意な増大を認めた．興
味深いことに＋60度グルーブ群では，生体アパタイト結晶/
コラーゲン線維の配向性がグルーブ角度と有意に一致性を示
し，グルーブ内の骨細胞数は＋60度グルーブ群で有意に増加
した．
Ⅳ考察および結論：　インプラントネック部のグルーブ形態
は荷重の影響を受けて骨形成能を変化させ，さらにはグルー
ブ角度に依存して，ネック部周囲の骨形成能の促進，ならび
に骨細胞ネットワークの発達と生体アパタイト結晶/コラー
ゲンの優先配向により骨質に適応変化を起こすことが分かっ
た．ネック部の形態を検討することで，インプラント周囲に
優れた骨質を有する骨微細構造を提供できる可能性が示唆さ
れた．

○和智 貴紀1，的野 良就1，首藤 崇裕1, 2，二川 浩樹2，
牧平 清超1

九州大学大学院歯学研究院クラウンブリッジ補綴学分野1， 
広島大学大学院医歯薬保健学研究院2

Effects of titanium ions released from implant surface 
exposed to fluoride on the tissues around implants
○WACHI T1 MATONO Y1, SHUTO T1, 2, NIKAWA H2,
 MAKIHIRA S1

Section of Fixed Prosthodontics, Faculty of Dental Science, 
Kyushu University1, Institute of Biomedical and Health 
Sciences, Hiroshima University2

Ｏ-1-4-2
フッ化物により溶出したチタンが
インプラント周囲組織におよぼす影響

Ⅰ目的：　チタンは表面に強固な不動体膜である酸化チタン
層を形成し耐食性に優れている. しかしながらフッ素化合物
（以下, フッ化物）は酸性環境下においてこの酸化チタン層
を破壊し, 一部のチタンをイオン化すると言われている. 術後
管理においてチタン表面を安定に保つことは非常に重要であ
ることから，フッ素化合物によるチタンへの影響を検証する
ことを目的として, 本研究では, はじめに様々なフッ化物材料
が純チタンの表面に及ぼす影響とチタンイオンが歯肉上皮と
骨由来の培養細胞に与える影響について, in vitroで検証した. 
次にラットにミニインプラント体（純チタン製）を埋入し, 
唾液緩衝下でフッ化物がミニインプラント体表面およびその
周囲組織に与える影響についてin vivoで解析し，興味ある知
見を得たので報告する．
Ⅱ材料および方法：　九州大学動物実験倫理委員会の承認を
得た後（A25-138）, ラットの口蓋部にミニインプラント体を
埋入した．埋入後，NaF溶液およびフッ化物歯面塗布剤をミ
ニインプラント体粘膜貫通部に暴露させた. その後, 溶出チタ
ン存在下におけるPorphyromonas gingivalis由来のLPS（以
下, P.g.-LPS）のインプラント周囲組織に与える影響を解析
した. 一方, チタンイオン溶液または/およびP.g.-LPSを投与
した条件下でも歯肉組織の変化を解析した. 解析では特に骨
吸収関連遺伝子の発現に着目した．さらに鏡面研磨を施した
純チタン板にフッ化物を含有した各種歯磨材を作用させた後
に純チタン板表面を解析した.
Ⅲ結果：　フッ化物歯面塗布剤により溶出したチタンがミニ
インプラント体周囲歯肉組織から検出された. また, 溶出チタ
ンまたはチタンイオン存在下においてP.g.-LPSはインプラン
ト周囲歯肉組織におけるRANKLの発現を増加させOPGの発
現を低下させた. 各種歯磨材で曝露されたチタン板表面に大
きな変化は認められなかった.
Ⅳ考察および結論：　唾液緩衝下でフッ化物歯面塗布剤はイ
ンプラント表面に作用しチタンを溶出させ, その溶出チタン
はインプラント周囲歯肉組織に一時的に蓄積することが示唆
された. また溶出チタンまたはチタンイオンはP.g.-LPSの骨吸
収促進作用を増強する可能性が示唆された.

優秀研究発表4（第4会場）発表10分－質疑5分
2015年9月22日（火・祝） 9：00～9：45

○大木 郷資，桑鶴 利香，築山 能大，山﨑 陽，古谷野 潔
九州大学大学院歯学研究院　インプラント・義歯補綴学分野

Implant prosthodontic treatment improves mastication 
predominance in patients with missing teeth in the 
unilateral posterior region
○OOKI K, KUWATSURU R, TSUKIYAMA Y, 
YAMASAKI Y, KOYANO K
Section of Implant and Rehabilitative Dentistry, Kyushu 
University

Ｏ-1-3-9
片側臼歯部欠損患者への
インプラント補綴治療は偏咀嚼を改善する

Ⅰ目的：　片側でよく噛む動作や習慣である偏咀嚼は，欠損
などにより引き起こされると考えられているが，我々の先行
研究において，片側臼歯部欠損患者が健常有歯顎者と比較し
て顕著に偏咀嚼を示すことを報告した．しかし，これらの患
者に対するインプラント補綴治療が偏咀嚼に与える効果につ
いては分かっていない．そこで本研究では，「片側臼歯部欠
損患者へのインプラント補綴治療は偏咀嚼を改善する」とい
う仮説を立て, これを検証した．
Ⅱ材料および方法：　九州大学倫理委員会の承認（承認番号
23034号）を得た後，九州大学病院義歯補綴科外来を受診し
たインプラント補綴治療希望の片側臼歯部欠損患者（以下イ
ンプラント治療群）で同意を得た23名（男性 6 名，女性17
名，平均年齢59.87歳；38-72歳）を選択した．また可撤式部
分床義歯補綴治療希望の片側臼歯部欠損患者（以下RPD治
療群）33名（男性8名，女性25名，平均年齢64.0歳；43-77
歳）を対照群とした．被験者の両側咬筋に表面電極を装着
し，40秒間のチューインガム自由咀嚼時の両側咬筋筋電図を
測定した. 被験者の測定時期は補綴治療前および補綴治療終
了後から 1 ヶ月以降の 2 回とした. 得られた筋電図の実効値
を用いて咀嚼側の判定を行い，左右側それぞれの咀嚼回数を
算出した後，全咀嚼回数に対する偏咀嚼回数の割合（偏咀嚼
指数）［偏咀嚼指数＝｜（右側咀嚼回数－左側咀嚼回数）/（総
咀嚼回数）×100｜（％）］を算出した. また, 健常有歯顎者61名
のクラスター解析の結果, 偏咀嚼指数50以上を偏咀嚼ありと
し，補綴前後での偏咀嚼を評価した．
Ⅲ結果：　インプラント治療群とRPD治療群において，治
療法（インプラント治療，RPD治療）および欠損様式（遊
離端欠損，中間欠損）の因子に分類し，2 項ロジスティック
回帰分析を行ったところ，インプラント補綴治療が偏咀嚼の
改善に効果的な因子であることが示唆された（P<0.01）．ま
た，インプラント治療群の偏咀嚼ありの者は治療前17名，治
療後 2 名であったのに対し，RPD治療群では治療前22名，
治療後15名であった．
Ⅳ考察および結論：　片側臼歯部欠損患者に対するインプラ
ント補綴治療は偏咀嚼の改善に大きく影響することが示唆さ
れた．

○原 真央子，樋口 大輔，横山 紗和子，松本 貴志，馬場 一美
昭和大学歯学部歯科補綴学講座

Treatment outcome of implant denture in partially 
edentulous patients
- Impact of the location of prosthodontic treatment on oral 
health related quality of life profile -
○HARA M, HIGUCHI D, YOKOYAMA S, MATSUMOTO 
T, BABA K
Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Showa 
University

Ｏ-1-3-10
少数歯欠損に対するインプラント治療効果
－治療部位と口腔関連QoL プロファイルの関係－

Ⅰ目的：　口腔関連Quality of Life(以下QoL)は口腔健康状態
を評価する包括的患者立脚型アウトカムとしてその重要性が
広く認知されている．Oral Health Impact Profile（以下
OHIP）は口腔関連QoLの評価指標として広く用いられてい
るが，我々はOHIPの各質問項目が「口腔機能」（10項目），
「審美性」（ 6項目），「痛み」（ 7項目），「心理社会的影響」
（18項目）の 4 つのサブドメインに分類され，これらを用い
て口腔関連QoLのプロファイリングが可能であることを示し
た．本研究では，少数歯欠損患者を対象として欠損部位とイ
ンプラント治療効果の関連性を口腔関連QoLサブドメインを
用いて検討した．
Ⅱ対象および方法：　2012年 4月から2014年 7月に昭和大学
歯科病院補綴歯科およびインプラントセンターを受診し，3
歯以下の少数歯欠損に対して固定性インプラント義歯の治療
を希望した患者を連続サンプリングした（46名，女性31名，
平均56.2歳）．これらの被験者を欠損部位によって前方欠損
群（26名）と後方欠損群（20名）の 2 群に分けた．口腔関連
QoLの評価は日本語版OHIPを用いて治療前後の 2 回調査
し，49項目の合計値および 4 つのサブドメイン値を算出し
た．各サブドメイン値について群間ならびに治療前後での比
較検討を行った（t-検定，有意水準 5％，SPSS 22.0 J）．本研
究は昭和大学歯学部医の倫理委員会の承認を得て実施した
（#2007-29）．
Ⅲ結果：　治療前の前方欠損群の「審美性」サブドメイン値
は後方欠損群と比較し有意に大きかった（前方9.2±5.7後方
6.2±3.3，p<0.05）．治療後は両群において後方欠損群の「痛
み」を除くすべてのサブドメイン値ならびに合計値が有意に
減少し，両群とも近似したプロファイルとなった． 
Ⅳ考察および結論：　術前の前方歯欠損患者の口腔関連QoL
は審美性に関連したサブドメインが顕著に損なわれており，
臨床実感を反映した結果となった．また，欠損の部位に関わ
らずインプラント治療により少数歯欠損患者の口腔関連QoL
は改善し同様のプロファイルを示した．サブドメイン値を用
いた口腔関連QoLのプロファイリングは病態説明や治療予後
の予測に関する定量データを患者・歯科医師が共有する上で
有用であると考えられる．
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○池田 功司1，平 雅之2，畠山 航1，髙藤 恭子1，
近藤 尚知1，
岩手医科大学　補綴・インプラント学講座1，岩手医科大学
歯学部医療工学講座2

Bone re-generation in rat calvarial bone defects by pressed 
nano-apatite/collagen composites
○IKEDA K1, TAIRA M2, HATAKEYAMA W1, 
TAKAFUJI K1, KONDO H1

Iwate Medical University School of Dentistry Department 
of Prosthodontics & Oral Implantology1, Iwate Medical 
University School of Dentistry Department of Biomedical 
Engineering2

Ｏ-1-4-3
ラット頭蓋骨欠損部におけるプレス加工
ナノ・アパタイト/コラーゲン複合体を用いた骨再生

Ⅰ目的：　ハイドロキシアパタイトおよびコラーゲンは骨補
填材として広く臨床応用されているが必ずしも良好な結果を
得られているとは言いがたい．我々は，アパタイト/コラー
ゲン複合体（n-HAP/Col）スポンジがin vitroの培養実験で，
骨芽細胞の分化を促進する事を確認した．この結果を更に発
展させる為，本研究においては，市販のナノ・アパタイトを
医療用コラ―ゲンに練和し凍結乾燥，同スポンジ体を製作，
一軸プレスした生体材料を調製し，骨伝導能に優れた新規骨
補填材の開発を目的とした．
Ⅱ材料および方法：　本研究は岩手医科大学動物実験委員会
の承認（＃24-43）を得て行っている．n-HAP粒子（1.5 g）
を中和した I 型コラーゲン（42 ml）に混練し，－80 ℃ 3 時間
の予備凍結後，12時間凍結乾燥した．プレスにはニュートン
プレス装置を用い，打ち抜きによって直径 6 mm×厚さ 1 mm
のn-HAP/Col試料とした．全試料にはエチレンオキサイドガ
ス滅菌を施した．10週齢の雄性Wistarラットの頭蓋骨に対
して直径 6 mmのトレフィンバーを用いて骨欠損部を形成
し，作成した試料を埋入，留置した．また，試料埋入を行わ
ないコントロール群も作成した．術後 1日，4 週および 8 週
経過後，マイクロCTによって，骨欠損部における新生骨形
成の程度をエックス線不透過度より評価した．術後 8 週飼育
ラットについては，蛍光二重染色（術後 5 週でのテトラサイ
クリンおよび術後 7 週，安楽死 2日前でのカルセイン腹腔内
注射）を施した．安楽死後，欠損部を含むラット頭部をダイ
ヤモンドバンドでブロック状に切り出しVillanueva染色後，
非脱灰薄切標本とし，蛍光顕微鏡によって組織像観察を行
い，材料起因の骨修復・再生能を評価した． 
Ⅲ結果：　プレス加工したn-HAP/Colはラット骨欠損部にお
いて経時的にマイクロCT像の不透過度を増加させた
（p<0.05）．コントロール群では不透過像は有意に増加せ
ず，骨形成はみられなかった．組織像から，n-HAP/Colは，
多核巨細胞によって広範に吸収/代謝され，類骨と新生骨の
形成を活発に誘導することが示唆された．また二重染色に
よって，骨再生のダイナミズムの観察が可能になった．
Ⅳ考察および結論：　上記結果より，プレス加工したn-HAP/
Colは，優れた骨伝導能を有し，吸収・代謝・形成という骨
リモデリングに適した材料であることが示唆され，新規の骨
補填材として有用と考えられた．

○谷口 祐介1, 2，加倉 加恵1，安野 貴美恵1，山﨑 純2，
城戸 寛史1

福岡歯科大学咬合修復学講座口腔インプラント学分野1，
福岡歯科大学細胞分子生物学講座分子機能制御学分野2

The effect of zirconia implant surface modification by fiber 
laser irradiation on osseointegration
-The osseointegration strength and the reaction of 
peri-implant bone tissue-
○TANIGUCHI Y1, 2, KAKURA K1, YASUNO K1, 
YAMASAKI J2, KIDO H1

Section of Oral Implantology, Department of Oral 
Rehabilitation, Fukuoka Dental College1, Physiological 
Science and Molecular Biology, Fukuoka Dental College2

Ｏ-1-4-4
Zirconia Implant 表面のファイバーレーザー
処理粗面が骨結合に及ぼす影響について
－骨結合強さおよび咬合荷重下における周囲骨の反応－

Ⅰ目的：　ジルコニアインプラントは，臨床応用の始まった
システムがあり，良好な臨床成績が報告されている．我々
は，これまでファイバーレーザー（FL）処理によるジルコ
ニア（Zr）の表面加工方法を開発し，その有用性を検討し
てきた．本発表では，これまで行ってきた表面性状の評価に
加えて，シリンダー形状の実験用Zrインプラントの骨結合
強さ及び咬合負荷がインプラント周囲骨組織に与える影響に
ついて報告する．
Ⅱ材料および方法：　表面をFL処理したシリンダー型（φ
1.6 mm×8 mm）の実験用Zrインプラント（RZrI）をSDラット
脛骨に埋入し，埋入から 4 週間後に除去トルク（RTQ; n=10）
と骨接触率（BIC; n= 6 ）を評価した．また，FL処理したス
レッドタイプ（φ3.0 mm×15.5 mm）の実験用インプラント
（RZrI）を犬の下顎骨に埋入し，3 ヶ月の免荷期間後に上部
構造を装着して咬合負荷を与えた．12ヶ月間後に，X線評価
と組織学的評価を行なった．両実験ともコントロールとして
同じ形状のスムースな表面性状のZrインプラント（SZrI）
を使用した．実験はすべて福岡歯科大学動物実験倫理委員会
の承認を得て行った（承認番号14007）．
Ⅲ結果：　ラット脛骨に埋入したSZrIの皮質骨部における
BICは，それぞれ39.8，81.9であり，RZrIのBICはコントロー
ルと比較して約2倍高かった（P<0.05）．海綿骨部では，統計
学的有意差は認められなかった．SZrIとRZrIのRTQは，そ
れぞれ9.92，3.52であり，RZrIのRTQはコントロールと比較
して約 3 倍高かった（P<0.05）．犬の実験では，12カ月後の
咬合荷重を与えた結果，X線評価と組織学的評価においてZr
インプラントは骨組織との接触が良好に保たれており，荷重
に起因する異常な骨吸収の兆候は認められなかった．
Ⅳ考察および結論：　これまでに，ジルコニアへのFL処理
による粗面化は骨芽細胞様細胞（MC3T3-E1）の形態に影響
を与え，石灰化を促進することを明らかにしてきた．今回，
表面性状が骨結合に及ぼす影響を，インプラント体を用いて
評価した結果，FL処理は骨結合の強化に非常に有効である
ことが明らかになった．また，ジルコニアのような弾性の乏
しい材料を用いても，咬合負荷によってインプラント周囲骨
に骨吸収等は認められず，骨結合が維持されることがわかっ
た．

○保田 啓介，岡﨑 洋平，日浅 恭，阿部 泰彦，津賀 一弘
広島大学大学院医歯薬保健学研究科　応用生命科学部門　先
端歯科補綴学研究室

High-performance nano/bio interface control of 
hydroxyapatite using UV/ozone treatment
○YASUDA K, OKAZAKI Y, HIASA K, ABE Y, TSUGA K
Hiroshima University Graduate School of Biomedical and 
Health Sciences

Ｏ-1-4-5
紫外線オゾン処理によるハイドロキシアパタイトの
高機能ナノバイオ界面制御

Ⅰ目的：　ハイドロキシアパタイト（HAP）は，骨伝導性
を示すものの低溶解性であるため骨との結合が遅延する．
我々は，リン酸溶液によるHAPの生体活性化表面改質が，
骨芽細胞の接着・増殖を亢進させることを報告した．一方，
紫外線オゾン（UV/O3）処理は，セラミック系マテリアル
においてナノレベルでの汚染除去効果を発揮すると言われて
いる．そこで本研究では，生体活性化表面改質HAPにおけ
るUV/O3 処理による高機能ナノバイオ界面制御の有用性を
明らかにすることとした．
Ⅱ材料および方法：　HAPを30%リン酸溶液にて25 ℃，10
分処理し超純水で洗浄した生体活性化表面改質HAPに対し
て，UV/O3 にて 0（コントロール），1 ，2 ，3 ，4 ，5 ，10，
30，60，120分処理したものを試料（UV-Time-HAP）とし
た．各試料表面について，元素分析，ぬれ性評価を行った．
また，UV-5-HAPにおける 1 ，3 ，5 ，7 日後のぬれ性も評価
し，効果の持続性について検証した．次に，UV-5-HAP上に
MC3T3-E1 細胞を播種，37 ℃，5 %CO2 下にて培養 1，3，5
日に接着・増殖をコントロールとの比較で評価した．さらに，
コンフルエント後 7，14，21日に定量RT-PCRによる骨分化マー
カー（ALP，Type I Collagen，Osteopontin，Osteocalcin）
のmRNA発現量を測定した．統計学的分析には，one-way 
ANOVAおよび多重比較Tukey法ならびにStudent’s t-testを
用い，有意水準は 5 %とした．
Ⅲ結果：　UV/O3 処理は，処理 5 分でコンタミネーション
由来C量を10.0 atomic%以下とする極めて高い汚染除去効果
とぬれ性の向上を示し，さらに，このぬれ性の向上は 7 日間
持続した．細胞接着・増殖は，培養 3 日からUV- 5 -HAP上
でコントロールと比較し有意に増加した．また，UV- 5 -HAP
上でのOsteocalcinのmRNA発現量は，コンフルエント後21
日でコントロールと比較し有意に増加していた．
Ⅳ考察および結論：　UV/O3 処理は，生体活性化表面改質
HAPにおいてもナノレベルでの汚染除去効果を発揮すると
ともにそのぬれ性を制御し，骨芽細胞の増殖・分化を促進さ
せたことから，高機能ナノバイオ界面制御としての有用性を
示唆できた．
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○池田 功司1，平 雅之2，畠山 航1，髙藤 恭子1，
近藤 尚知1，
岩手医科大学　補綴・インプラント学講座1，岩手医科大学
歯学部医療工学講座2

Bone re-generation in rat calvarial bone defects by pressed 
nano-apatite/collagen composites
○IKEDA K1, TAIRA M2, HATAKEYAMA W1, 
TAKAFUJI K1, KONDO H1

Iwate Medical University School of Dentistry Department 
of Prosthodontics & Oral Implantology1, Iwate Medical 
University School of Dentistry Department of Biomedical 
Engineering2

Ｏ-1-4-3
ラット頭蓋骨欠損部におけるプレス加工
ナノ・アパタイト/コラーゲン複合体を用いた骨再生

Ⅰ目的：　ハイドロキシアパタイトおよびコラーゲンは骨補
填材として広く臨床応用されているが必ずしも良好な結果を
得られているとは言いがたい．我々は，アパタイト/コラー
ゲン複合体（n-HAP/Col）スポンジがin vitroの培養実験で，
骨芽細胞の分化を促進する事を確認した．この結果を更に発
展させる為，本研究においては，市販のナノ・アパタイトを
医療用コラ―ゲンに練和し凍結乾燥，同スポンジ体を製作，
一軸プレスした生体材料を調製し，骨伝導能に優れた新規骨
補填材の開発を目的とした．
Ⅱ材料および方法：　本研究は岩手医科大学動物実験委員会
の承認（＃24-43）を得て行っている．n-HAP粒子（1.5 g）
を中和した I 型コラーゲン（42 ml）に混練し，－80 ℃ 3 時間
の予備凍結後，12時間凍結乾燥した．プレスにはニュートン
プレス装置を用い，打ち抜きによって直径 6 mm×厚さ 1 mm
のn-HAP/Col試料とした．全試料にはエチレンオキサイドガ
ス滅菌を施した．10週齢の雄性Wistarラットの頭蓋骨に対
して直径 6 mmのトレフィンバーを用いて骨欠損部を形成
し，作成した試料を埋入，留置した．また，試料埋入を行わ
ないコントロール群も作成した．術後 1日，4 週および 8 週
経過後，マイクロCTによって，骨欠損部における新生骨形
成の程度をエックス線不透過度より評価した．術後 8 週飼育
ラットについては，蛍光二重染色（術後 5 週でのテトラサイ
クリンおよび術後 7 週，安楽死 2日前でのカルセイン腹腔内
注射）を施した．安楽死後，欠損部を含むラット頭部をダイ
ヤモンドバンドでブロック状に切り出しVillanueva染色後，
非脱灰薄切標本とし，蛍光顕微鏡によって組織像観察を行
い，材料起因の骨修復・再生能を評価した． 
Ⅲ結果：　プレス加工したn-HAP/Colはラット骨欠損部にお
いて経時的にマイクロCT像の不透過度を増加させた
（p<0.05）．コントロール群では不透過像は有意に増加せ
ず，骨形成はみられなかった．組織像から，n-HAP/Colは，
多核巨細胞によって広範に吸収/代謝され，類骨と新生骨の
形成を活発に誘導することが示唆された．また二重染色に
よって，骨再生のダイナミズムの観察が可能になった．
Ⅳ考察および結論：　上記結果より，プレス加工したn-HAP/
Colは，優れた骨伝導能を有し，吸収・代謝・形成という骨
リモデリングに適した材料であることが示唆され，新規の骨
補填材として有用と考えられた．

○谷口 祐介1, 2，加倉 加恵1，安野 貴美恵1，山﨑 純2，
城戸 寛史1

福岡歯科大学咬合修復学講座口腔インプラント学分野1，
福岡歯科大学細胞分子生物学講座分子機能制御学分野2

The effect of zirconia implant surface modification by fiber 
laser irradiation on osseointegration
-The osseointegration strength and the reaction of 
peri-implant bone tissue-
○TANIGUCHI Y1, 2, KAKURA K1, YASUNO K1, 
YAMASAKI J2, KIDO H1

Section of Oral Implantology, Department of Oral 
Rehabilitation, Fukuoka Dental College1, Physiological 
Science and Molecular Biology, Fukuoka Dental College2

Ｏ-1-4-4
Zirconia Implant 表面のファイバーレーザー
処理粗面が骨結合に及ぼす影響について
－骨結合強さおよび咬合荷重下における周囲骨の反応－

Ⅰ目的：　ジルコニアインプラントは，臨床応用の始まった
システムがあり，良好な臨床成績が報告されている．我々
は，これまでファイバーレーザー（FL）処理によるジルコ
ニア（Zr）の表面加工方法を開発し，その有用性を検討し
てきた．本発表では，これまで行ってきた表面性状の評価に
加えて，シリンダー形状の実験用Zrインプラントの骨結合
強さ及び咬合負荷がインプラント周囲骨組織に与える影響に
ついて報告する．
Ⅱ材料および方法：　表面をFL処理したシリンダー型（φ
1.6 mm×8 mm）の実験用Zrインプラント（RZrI）をSDラット
脛骨に埋入し，埋入から 4 週間後に除去トルク（RTQ; n=10）
と骨接触率（BIC; n= 6 ）を評価した．また，FL処理したス
レッドタイプ（φ3.0 mm×15.5 mm）の実験用インプラント
（RZrI）を犬の下顎骨に埋入し，3 ヶ月の免荷期間後に上部
構造を装着して咬合負荷を与えた．12ヶ月間後に，X線評価
と組織学的評価を行なった．両実験ともコントロールとして
同じ形状のスムースな表面性状のZrインプラント（SZrI）
を使用した．実験はすべて福岡歯科大学動物実験倫理委員会
の承認を得て行った（承認番号14007）．
Ⅲ結果：　ラット脛骨に埋入したSZrIの皮質骨部における
BICは，それぞれ39.8，81.9であり，RZrIのBICはコントロー
ルと比較して約2倍高かった（P<0.05）．海綿骨部では，統計
学的有意差は認められなかった．SZrIとRZrIのRTQは，そ
れぞれ9.92，3.52であり，RZrIのRTQはコントロールと比較
して約 3 倍高かった（P<0.05）．犬の実験では，12カ月後の
咬合荷重を与えた結果，X線評価と組織学的評価においてZr
インプラントは骨組織との接触が良好に保たれており，荷重
に起因する異常な骨吸収の兆候は認められなかった．
Ⅳ考察および結論：　これまでに，ジルコニアへのFL処理
による粗面化は骨芽細胞様細胞（MC3T3-E1）の形態に影響
を与え，石灰化を促進することを明らかにしてきた．今回，
表面性状が骨結合に及ぼす影響を，インプラント体を用いて
評価した結果，FL処理は骨結合の強化に非常に有効である
ことが明らかになった．また，ジルコニアのような弾性の乏
しい材料を用いても，咬合負荷によってインプラント周囲骨
に骨吸収等は認められず，骨結合が維持されることがわかっ
た．

○保田 啓介，岡﨑 洋平，日浅 恭，阿部 泰彦，津賀 一弘
広島大学大学院医歯薬保健学研究科　応用生命科学部門　先
端歯科補綴学研究室

High-performance nano/bio interface control of 
hydroxyapatite using UV/ozone treatment
○YASUDA K, OKAZAKI Y, HIASA K, ABE Y, TSUGA K
Hiroshima University Graduate School of Biomedical and 
Health Sciences

Ｏ-1-4-5
紫外線オゾン処理によるハイドロキシアパタイトの
高機能ナノバイオ界面制御

Ⅰ目的：　ハイドロキシアパタイト（HAP）は，骨伝導性
を示すものの低溶解性であるため骨との結合が遅延する．
我々は，リン酸溶液によるHAPの生体活性化表面改質が，
骨芽細胞の接着・増殖を亢進させることを報告した．一方，
紫外線オゾン（UV/O3）処理は，セラミック系マテリアル
においてナノレベルでの汚染除去効果を発揮すると言われて
いる．そこで本研究では，生体活性化表面改質HAPにおけ
るUV/O3 処理による高機能ナノバイオ界面制御の有用性を
明らかにすることとした．
Ⅱ材料および方法：　HAPを30%リン酸溶液にて25 ℃，10
分処理し超純水で洗浄した生体活性化表面改質HAPに対し
て，UV/O3 にて 0（コントロール），1 ，2 ，3 ，4 ，5 ，10，
30，60，120分処理したものを試料（UV-Time-HAP）とし
た．各試料表面について，元素分析，ぬれ性評価を行った．
また，UV-5-HAPにおける 1 ，3 ，5 ，7 日後のぬれ性も評価
し，効果の持続性について検証した．次に，UV-5-HAP上に
MC3T3-E1 細胞を播種，37 ℃，5 %CO2 下にて培養 1，3，5
日に接着・増殖をコントロールとの比較で評価した．さらに，
コンフルエント後 7，14，21日に定量RT-PCRによる骨分化マー
カー（ALP，Type I Collagen，Osteopontin，Osteocalcin）
のmRNA発現量を測定した．統計学的分析には，one-way 
ANOVAおよび多重比較Tukey法ならびにStudent’s t-testを
用い，有意水準は 5 %とした．
Ⅲ結果：　UV/O3 処理は，処理 5 分でコンタミネーション
由来C量を10.0 atomic%以下とする極めて高い汚染除去効果
とぬれ性の向上を示し，さらに，このぬれ性の向上は 7 日間
持続した．細胞接着・増殖は，培養 3 日からUV- 5 -HAP上
でコントロールと比較し有意に増加した．また，UV- 5 -HAP
上でのOsteocalcinのmRNA発現量は，コンフルエント後21
日でコントロールと比較し有意に増加していた．
Ⅳ考察および結論：　UV/O3 処理は，生体活性化表面改質
HAPにおいてもナノレベルでの汚染除去効果を発揮すると
ともにそのぬれ性を制御し，骨芽細胞の増殖・分化を促進さ
せたことから，高機能ナノバイオ界面制御としての有用性を
示唆できた．
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○平野 友基1, 2，佐々木 穂高1, 2，矢島 安朝1, 2，吉成 正雄1

東京歯科大学口腔科学研究センター1，東京歯科大学口腔イ
ンプラント学講座2

Proliferation and osteogenic differentiation of human 
mesenchymal stem cells on zirconia and titanium with 
different surface topography
○HIRANO T1, 2, SASAKI H1, 2, YAJIMA Y1, 2, 
YOSHINARI M1

Oral Health Science Center, Tokyo Dental College1, 
Department of Oral & Maxillofacial Implantology, Tokyo 
Dental College2

Ｏ-1-4-6
表面形状の異なるジルコニアおよびチタン上での
ヒト間葉系幹細胞の増殖と骨分化

Ⅰ目的：　チタンインプラントの高い成功率はよく知られて
いるが，審美性やアレルギー等の問題も報告されている．ジ
ルコニアは優れた審美性，生体適合性および機械的特性を有
しており，メタルフリーのインプラント治療が可能となる．
また，間葉系幹細胞は骨芽細胞へ分化をすることからオッセ
オインテグレーションの過程で重要な役割を担っている．し
かし，ジルコニアにおけるヒト間葉系幹細胞（hMSCs）の
動態は報告されていない．従って，本研究は表面形状の異な
るジルコニアおよびチタンにおけるhMSCsの細胞増殖と骨
分化を評価することを目的とした．
Ⅱ材料および方法：　直径13 mmのイットリア添加正方晶ジ
ルコニア多結晶体（TZP）と商業用純チタン 2 種（CpTi）
の表面に，鏡面処理（MS），150μmのアルミナサンドブラ
スト処理（SB150），および150μmのアルミナサンドブラス
ト処理と酸処理（SB150E）を施し試料とした．これら試料
を3D-SEMによる表面の観察とSa，Sdrの粗さの指標を用い
表面形状を解析した．細胞はhMSCs（Lonza社）を用い，通
法にしたがって細胞培養を行った．細胞増殖能は細胞播種後
1 ，3 ，7 ，14日目にWST-1 assayにて評価した．骨分化能は
骨分化培地を用いて細胞播種後7日，14日目にALP活性の測
定を行い，Runx2，Osterixの遺伝子発現をqRT-PCRにて定
量した．
Ⅲ結果：　SEM観察の結果，SB150E表面はマイクロ構造に
ナノスケールを付与した形態を呈していた．また，両試料の
SB150EのSaとSdrが他の試料に比べ有意に高い値となっ
た．TZPおよびCpTi上での細胞増殖能，ALP活性，Runx2
の発現はSB150Eが他の表面形状と比較して有意に高い値と
なった．
Ⅳ考察および結論：　これら増殖と分化においてSB150Eが
SB150と比較し有意に高い値を示した理由は，SB150E表面
がマイクロ形状とナノ形状の相乗効果を発揮したことがその
一因と考えられた．また，TZPとCpTiを比較すると，MS表
面ではCpTiがTZPよりも優れた細胞挙動を示したが，
SB150Eでは逆の傾向が認められた．この事実は，TZPにお
けるマイクロとナノ形状の付与がCpTiのそれよりも優れた
細胞環境を提供する可能性を示唆した．以上の結果より，
TZPとCpTiの表面上のマイクロ-ナノ形状の付与は，hMSCs
の増殖および分化を増強するための有望な方法であることが
明らかとなった．

○松本 知生，野村 太郎，玉田 泰嗣，齊藤 裕美子，
近藤 尚知
岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座

Interleukin（IL）-17F enhances the osteoblast differentiation 
on titanium surface
○MATSUMOTO C, NOMURA T, TAMADA Y, SAITO Y, 
KONDO H
Department of Prosthodontics and Oral Implantology, 
School of Dentistry, Iwate Medical University

Ｏ-1-4-7
IL-17F のチタン表面での
骨芽細胞分化に対する促進作用

Ⅰ目的：　オッセオインテグレーションの過程には種々のサ
イトカインが重要な役割を担っている．Interleukin（IL）-17
は炎症誘導，感染防御，細胞外マトリックスのリモデリング
に作用するほか骨芽細胞分化の初期段階にも作用することが
示唆されているが，これまでのところ歯科領域，特にインプ
ラント埋入後の組織修復およびオッセオインテグレーション
への作用については明らかにされていない．本研究では，チ
タン表面での骨芽細胞の細胞分化に対するIL-17の役割を明
らかにする目的で，ラット抜歯窩およびその修復組織におけ
るIL-17（IL-17F，IL-17A）の作用ならびにチタン埋入が周囲
組織に及ぼす影響について検討した．さらに，チタンdisk上
で培養マウス前骨芽細胞株MC3T3-E1を用いて，IL-17の種々
の骨分化マーカー発現に対する影響について検討した．なお，
本研究は岩手医科大学動物実験委員会の承認（#24-019）を
得て行った．
Ⅱ材料および方法：　8 週齢のWistar系ラットの上顎両側第
一臼歯を抜去し，片側は抜歯のみを実施，他側は抜歯後に棒
状チタン（φ1.0 mm×2.4 mm）を埋入した．処置後 1 - 7 日目
に屠殺，トレフィンバーを用いて修復組織を採取し，採取組
織中でのIL-17F，IL-17Aの発現をnested RT-PCRにて検討し
た．in vitro実験系では，チタンdisk上で培養したMC3T3-E1
細胞にrIL-17F，rIL-17Aを20 ng/ml添加後，Ⅰ型コラーゲン
（Col1），アルカリフォスファターゼ（ALP），骨シアロタ
ンパク（BSP），オステオカルシン（OC）の発現をreal-time 
RT-PCRにて検討した．
Ⅲ結果：　抜歯窩およびその周囲組織では，絶対量は極めて
低いもののIL-17F，IL-17Aの産生が認められ，チタン埋入
により処置後 3 日目でIL-17Fの産生が上昇した．in vitro実験
においてはチタン表面培養単独，IL-17添加で細胞増殖に影
響しなかった．一方，骨芽細胞分化についてはチタン表面培
養で通常培養と比較してOCの発現が増強し，さらにIL-17F
添加によりALP，BSPの発現が増強された．
Ⅳ考察および結論：　動物実験から抜歯窩の組織修復の初期
段階でIL-17が関与すること，チタン埋入によりIL-17Fの産
生が上昇する可能性が示唆された．in vitro実験より骨芽細
胞はチタンと接触することで分化が誘導され，さらにIL-17F
添加によりそれが増強されることが示されたことから，
IL-17F関連シグナルを制御することでオッセオインテグレー
ションを促進することができる可能性が示唆された．

○佐々木 宗輝1，黒嶋 伸一郎1, 2，中野 貴由3，澤瀬 隆1

長崎大学大学院口腔インプラント学分野1，長崎大学病院　
口腔・顎・顔面インプラントセンター2，大阪大学大学院工
学研究科材料機能化プロセス工学講座3

Effect of mechanical loading on osteocyte network and 
preferential alignment of biological apatite c-axis around 
dental implants in rabbits
○SASAKI M1, KUROSHIMA S1, 2, NAKANO T3, 
SAWASE T1

Department of Applied Prosthodontics, Graduate School of 
Biomedical Sciences, Nagasaki University1, Oral & Maxillofacial
Implant Center, Nagasaki University2, Course of Materials 
Science & Engineering, Graduate School of Engineering, 
Osaka University3

Ｏ-1-4-8
繰り返し荷重がインプラント周囲骨のオステオネット
ワークと生体アパタイトの優先配向に与える影響

Ⅰ目的：　骨組織が示す荷重応答には，骨細胞が中心的な役
割を果たす．一方，骨の力学的機能には，生体アパタイト結
晶の配向性が極めて深く関与することが近年明らかとなって
きた．ところがインプラント周囲骨組織では，荷重の有無に
関わらず，骨細胞と生体アパタイト結晶の配向性に関する情
報はなく，ましてやその関連性は全く分かっていない．本研
究の目的は，インプラントを介した規則的繰り返し荷重が，
骨細胞ネットワークと生体アパタイト結晶の優先配向に与え
る影響と関連性を明らかにすることにある．
Ⅱ材料および方法：　長崎大学動物実験委員会の承認後（承
認番号1306141071-2 ），日本白色家兎の両側脛骨近心端に，
陽極酸化Ti-6Al-4V合金歯科用インプラントを埋入し，埋入
後12週から，無作為に選択した片側のインプラントには50 
Ncm，3 Hz，3600サイクル/週の負荷を 8 週間与えた（荷重
群，n=7 ）．また，残った片側のインプラントには荷重を与
えなかった（非荷重群，n=7 ）．荷重付与 8 週間で家兎を屠殺
し，インプラントを含む脛骨は一塊として摘出後に浸漬固定
されレジン包埋を行った．骨細胞ネットワークと生体アパタ
イト結晶の配向性の定量解析は，走査型電子顕微鏡と微小領
域X線回折装置をそれぞれ用いて行った．統計解析には t 検
定を用いた．
Ⅲ結果：　インプラント周囲骨組織の骨細胞と樹状突起数を
定量解析した結果，荷重群の骨細胞数と樹状突起数は非荷重
群と比較して有意に増大した．また，荷重群における生体ア
パタイト結晶は，非荷重群と比較して有意な優先配向を示し
ていた．一方，非荷重群では，骨細胞の長軸は多くが生体ア
パタイト結晶の配向方向と一致性を示したが，荷重群ではそ
の規則性を認めなかった． 
Ⅳ考察および結論：　規則的な繰返し荷重は骨細胞ネット
ワークを発達させたが，非荷重環境で認められた生体アパタ
イト結晶の配向性との規則性はなかったことから，インプラ
ント周囲骨組織は常に荷重の影響を受け，活発な骨リモデリ
ングが継続的に起こっている可能性が示唆された．

○安波 礼之，鮎川 保則，古橋 明大，熱田 生，古谷野 潔
九州大学大学院歯学研究院インプラント・義歯補綴学分野

The promoting effect of single and topical injection of 
PLGA microspheres with fluvastatin to extraction socket 
and peri-implant tissue
○YASUNAMI N, AYUKAWA Y, FURUHASHI A, 
ATSUTA I, KOYANO K
Section of Implant and Rehabilitative Dentistry, Kyushu 
University

Ｏ-1-4-9
PLGA-フルバスタチン複合体局所単回投与による
抜歯窩及びインプラント周囲組織治癒促進効果の
検討

Ⅰ目的：　歯を失うと抜歯窩周囲骨・軟組織のボリュームの
減少が生じ，欠損補綴による機能的・審美的回復を行うこと
が困難になる．そこで，脂質異常症の治療薬「スタチン」の
骨形成や軟組織の治癒促進効果といった多面的作用に着目し
た．当研究室で開発した注射での投与が可能なフルバスタチ
ン（FS）長期徐放性キャリア（FS-乳酸・グリコール酸共重
合体（PLGA）複合体）を用い，抜歯直後に単回近傍投与す
ることによって抜歯後の骨・軟組織治癒を促進するのではな
いか，さらにはインプラント周囲組織の治癒を促進するので
はないかという仮説をたて，検討することにした（本大学動
物倫理委員会承認（A-26-233-0））．
Ⅱ材料および方法：　動物実験においては抜歯モデルと抜歯
即時インプラント埋入モデルに分けて実験を行った．4 週齢
の雄性Wistar系ラット上顎第一臼歯を抜去後，PLGA，
FS0.5または1.0 mg/kg含有PLGA（FS-PL0.5，1.0）および抜
歯のみの4群に分け，前 3 群は近傍の歯肉頬移行部にそれぞれ
を注射にて投与した．1）抜歯後 1 ，3 ，7 ，14，28日目に，
抜歯窩周囲組織のCT撮影・切片作製を行い，組織形態計測
学的検討を行った．2）抜歯即時インプラント埋入モデルに
おいては，抜歯直後にチタンインプラントを埋入し，28日後
における組織形態計測学的検討を行った．3）細胞実験にお
いては，口腔上皮様細胞および線維芽細胞を用いてFS存在
下における細胞増殖率，移動量の計測及び接着関連タンパク
の発現解析（integrinβ4，vinculin）を行った．統計解析は
一元配置分散分析によって行った．
Ⅲ結果：　1）抜歯後 3 日目にはFS-PL1.0群で他群より有意
に抜歯窩の上皮の連続性が回復していた．抜歯後14，28日目
には，FS-PL投与群において結合組織面積が増加し，抜歯後
28日目には歯槽骨の骨密度，骨高さ，骨体積の増加が認めら
れた．2）インプラント埋入後28日目において，FS-PL投与
群では骨-インプラント接触率が有意に増加することが示さ
れた．3）培養実験では，FSにより両細胞ともに増殖および
移動が促進され，FS存在下においても接着関連タンパクの
発現が認められた．
Ⅳ考察および結論：　FS-PLを抜歯窩近傍に単回投与するこ
とによって抜歯窩周囲組織の治癒が促進され，埋入されたイ
ンプラントの骨接触率が向上することが示された．以上のこ
とより，FS-PL局所単回投与は，抜歯～インプラント手術の
一連の治癒を促進させる新たな治療法となる可能性が示唆さ
れた．
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○平野 友基1, 2，佐々木 穂高1, 2，矢島 安朝1, 2，吉成 正雄1

東京歯科大学口腔科学研究センター1，東京歯科大学口腔イ
ンプラント学講座2

Proliferation and osteogenic differentiation of human 
mesenchymal stem cells on zirconia and titanium with 
different surface topography
○HIRANO T1, 2, SASAKI H1, 2, YAJIMA Y1, 2, 
YOSHINARI M1

Oral Health Science Center, Tokyo Dental College1, 
Department of Oral & Maxillofacial Implantology, Tokyo 
Dental College2

Ｏ-1-4-6
表面形状の異なるジルコニアおよびチタン上での
ヒト間葉系幹細胞の増殖と骨分化

Ⅰ目的：　チタンインプラントの高い成功率はよく知られて
いるが，審美性やアレルギー等の問題も報告されている．ジ
ルコニアは優れた審美性，生体適合性および機械的特性を有
しており，メタルフリーのインプラント治療が可能となる．
また，間葉系幹細胞は骨芽細胞へ分化をすることからオッセ
オインテグレーションの過程で重要な役割を担っている．し
かし，ジルコニアにおけるヒト間葉系幹細胞（hMSCs）の
動態は報告されていない．従って，本研究は表面形状の異な
るジルコニアおよびチタンにおけるhMSCsの細胞増殖と骨
分化を評価することを目的とした．
Ⅱ材料および方法：　直径13 mmのイットリア添加正方晶ジ
ルコニア多結晶体（TZP）と商業用純チタン 2 種（CpTi）
の表面に，鏡面処理（MS），150μmのアルミナサンドブラ
スト処理（SB150），および150μmのアルミナサンドブラス
ト処理と酸処理（SB150E）を施し試料とした．これら試料
を3D-SEMによる表面の観察とSa，Sdrの粗さの指標を用い
表面形状を解析した．細胞はhMSCs（Lonza社）を用い，通
法にしたがって細胞培養を行った．細胞増殖能は細胞播種後
1 ，3 ，7 ，14日目にWST-1 assayにて評価した．骨分化能は
骨分化培地を用いて細胞播種後7日，14日目にALP活性の測
定を行い，Runx2，Osterixの遺伝子発現をqRT-PCRにて定
量した．
Ⅲ結果：　SEM観察の結果，SB150E表面はマイクロ構造に
ナノスケールを付与した形態を呈していた．また，両試料の
SB150EのSaとSdrが他の試料に比べ有意に高い値となっ
た．TZPおよびCpTi上での細胞増殖能，ALP活性，Runx2
の発現はSB150Eが他の表面形状と比較して有意に高い値と
なった．
Ⅳ考察および結論：　これら増殖と分化においてSB150Eが
SB150と比較し有意に高い値を示した理由は，SB150E表面
がマイクロ形状とナノ形状の相乗効果を発揮したことがその
一因と考えられた．また，TZPとCpTiを比較すると，MS表
面ではCpTiがTZPよりも優れた細胞挙動を示したが，
SB150Eでは逆の傾向が認められた．この事実は，TZPにお
けるマイクロとナノ形状の付与がCpTiのそれよりも優れた
細胞環境を提供する可能性を示唆した．以上の結果より，
TZPとCpTiの表面上のマイクロ-ナノ形状の付与は，hMSCs
の増殖および分化を増強するための有望な方法であることが
明らかとなった．

○松本 知生，野村 太郎，玉田 泰嗣，齊藤 裕美子，
近藤 尚知
岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座

Interleukin（IL）-17F enhances the osteoblast differentiation 
on titanium surface
○MATSUMOTO C, NOMURA T, TAMADA Y, SAITO Y, 
KONDO H
Department of Prosthodontics and Oral Implantology, 
School of Dentistry, Iwate Medical University

Ｏ-1-4-7
IL-17F のチタン表面での
骨芽細胞分化に対する促進作用

Ⅰ目的：　オッセオインテグレーションの過程には種々のサ
イトカインが重要な役割を担っている．Interleukin（IL）-17
は炎症誘導，感染防御，細胞外マトリックスのリモデリング
に作用するほか骨芽細胞分化の初期段階にも作用することが
示唆されているが，これまでのところ歯科領域，特にインプ
ラント埋入後の組織修復およびオッセオインテグレーション
への作用については明らかにされていない．本研究では，チ
タン表面での骨芽細胞の細胞分化に対するIL-17の役割を明
らかにする目的で，ラット抜歯窩およびその修復組織におけ
るIL-17（IL-17F，IL-17A）の作用ならびにチタン埋入が周囲
組織に及ぼす影響について検討した．さらに，チタンdisk上
で培養マウス前骨芽細胞株MC3T3-E1を用いて，IL-17の種々
の骨分化マーカー発現に対する影響について検討した．なお，
本研究は岩手医科大学動物実験委員会の承認（#24-019）を
得て行った．
Ⅱ材料および方法：　8 週齢のWistar系ラットの上顎両側第
一臼歯を抜去し，片側は抜歯のみを実施，他側は抜歯後に棒
状チタン（φ1.0 mm×2.4 mm）を埋入した．処置後 1 - 7 日目
に屠殺，トレフィンバーを用いて修復組織を採取し，採取組
織中でのIL-17F，IL-17Aの発現をnested RT-PCRにて検討し
た．in vitro実験系では，チタンdisk上で培養したMC3T3-E1
細胞にrIL-17F，rIL-17Aを20 ng/ml添加後，Ⅰ型コラーゲン
（Col1），アルカリフォスファターゼ（ALP），骨シアロタ
ンパク（BSP），オステオカルシン（OC）の発現をreal-time 
RT-PCRにて検討した．
Ⅲ結果：　抜歯窩およびその周囲組織では，絶対量は極めて
低いもののIL-17F，IL-17Aの産生が認められ，チタン埋入
により処置後 3 日目でIL-17Fの産生が上昇した．in vitro実験
においてはチタン表面培養単独，IL-17添加で細胞増殖に影
響しなかった．一方，骨芽細胞分化についてはチタン表面培
養で通常培養と比較してOCの発現が増強し，さらにIL-17F
添加によりALP，BSPの発現が増強された．
Ⅳ考察および結論：　動物実験から抜歯窩の組織修復の初期
段階でIL-17が関与すること，チタン埋入によりIL-17Fの産
生が上昇する可能性が示唆された．in vitro実験より骨芽細
胞はチタンと接触することで分化が誘導され，さらにIL-17F
添加によりそれが増強されることが示されたことから，
IL-17F関連シグナルを制御することでオッセオインテグレー
ションを促進することができる可能性が示唆された．

○佐々木 宗輝1，黒嶋 伸一郎1, 2，中野 貴由3，澤瀬 隆1

長崎大学大学院口腔インプラント学分野1，長崎大学病院　
口腔・顎・顔面インプラントセンター2，大阪大学大学院工
学研究科材料機能化プロセス工学講座3

Effect of mechanical loading on osteocyte network and 
preferential alignment of biological apatite c-axis around 
dental implants in rabbits
○SASAKI M1, KUROSHIMA S1, 2, NAKANO T3, 
SAWASE T1

Department of Applied Prosthodontics, Graduate School of 
Biomedical Sciences, Nagasaki University1, Oral & Maxillofacial
Implant Center, Nagasaki University2, Course of Materials 
Science & Engineering, Graduate School of Engineering, 
Osaka University3

Ｏ-1-4-8
繰り返し荷重がインプラント周囲骨のオステオネット
ワークと生体アパタイトの優先配向に与える影響

Ⅰ目的：　骨組織が示す荷重応答には，骨細胞が中心的な役
割を果たす．一方，骨の力学的機能には，生体アパタイト結
晶の配向性が極めて深く関与することが近年明らかとなって
きた．ところがインプラント周囲骨組織では，荷重の有無に
関わらず，骨細胞と生体アパタイト結晶の配向性に関する情
報はなく，ましてやその関連性は全く分かっていない．本研
究の目的は，インプラントを介した規則的繰り返し荷重が，
骨細胞ネットワークと生体アパタイト結晶の優先配向に与え
る影響と関連性を明らかにすることにある．
Ⅱ材料および方法：　長崎大学動物実験委員会の承認後（承
認番号1306141071-2 ），日本白色家兎の両側脛骨近心端に，
陽極酸化Ti-6Al-4V合金歯科用インプラントを埋入し，埋入
後12週から，無作為に選択した片側のインプラントには50 
Ncm，3 Hz，3600サイクル/週の負荷を 8 週間与えた（荷重
群，n=7 ）．また，残った片側のインプラントには荷重を与
えなかった（非荷重群，n=7 ）．荷重付与 8 週間で家兎を屠殺
し，インプラントを含む脛骨は一塊として摘出後に浸漬固定
されレジン包埋を行った．骨細胞ネットワークと生体アパタ
イト結晶の配向性の定量解析は，走査型電子顕微鏡と微小領
域X線回折装置をそれぞれ用いて行った．統計解析には t 検
定を用いた．
Ⅲ結果：　インプラント周囲骨組織の骨細胞と樹状突起数を
定量解析した結果，荷重群の骨細胞数と樹状突起数は非荷重
群と比較して有意に増大した．また，荷重群における生体ア
パタイト結晶は，非荷重群と比較して有意な優先配向を示し
ていた．一方，非荷重群では，骨細胞の長軸は多くが生体ア
パタイト結晶の配向方向と一致性を示したが，荷重群ではそ
の規則性を認めなかった． 
Ⅳ考察および結論：　規則的な繰返し荷重は骨細胞ネット
ワークを発達させたが，非荷重環境で認められた生体アパタ
イト結晶の配向性との規則性はなかったことから，インプラ
ント周囲骨組織は常に荷重の影響を受け，活発な骨リモデリ
ングが継続的に起こっている可能性が示唆された．

○安波 礼之，鮎川 保則，古橋 明大，熱田 生，古谷野 潔
九州大学大学院歯学研究院インプラント・義歯補綴学分野

The promoting effect of single and topical injection of 
PLGA microspheres with fluvastatin to extraction socket 
and peri-implant tissue
○YASUNAMI N, AYUKAWA Y, FURUHASHI A, 
ATSUTA I, KOYANO K
Section of Implant and Rehabilitative Dentistry, Kyushu 
University

Ｏ-1-4-9
PLGA-フルバスタチン複合体局所単回投与による
抜歯窩及びインプラント周囲組織治癒促進効果の
検討

Ⅰ目的：　歯を失うと抜歯窩周囲骨・軟組織のボリュームの
減少が生じ，欠損補綴による機能的・審美的回復を行うこと
が困難になる．そこで，脂質異常症の治療薬「スタチン」の
骨形成や軟組織の治癒促進効果といった多面的作用に着目し
た．当研究室で開発した注射での投与が可能なフルバスタチ
ン（FS）長期徐放性キャリア（FS-乳酸・グリコール酸共重
合体（PLGA）複合体）を用い，抜歯直後に単回近傍投与す
ることによって抜歯後の骨・軟組織治癒を促進するのではな
いか，さらにはインプラント周囲組織の治癒を促進するので
はないかという仮説をたて，検討することにした（本大学動
物倫理委員会承認（A-26-233-0））．
Ⅱ材料および方法：　動物実験においては抜歯モデルと抜歯
即時インプラント埋入モデルに分けて実験を行った．4 週齢
の雄性Wistar系ラット上顎第一臼歯を抜去後，PLGA，
FS0.5または1.0 mg/kg含有PLGA（FS-PL0.5，1.0）および抜
歯のみの4群に分け，前 3 群は近傍の歯肉頬移行部にそれぞれ
を注射にて投与した．1）抜歯後 1 ，3 ，7 ，14，28日目に，
抜歯窩周囲組織のCT撮影・切片作製を行い，組織形態計測
学的検討を行った．2）抜歯即時インプラント埋入モデルに
おいては，抜歯直後にチタンインプラントを埋入し，28日後
における組織形態計測学的検討を行った．3）細胞実験にお
いては，口腔上皮様細胞および線維芽細胞を用いてFS存在
下における細胞増殖率，移動量の計測及び接着関連タンパク
の発現解析（integrinβ4，vinculin）を行った．統計解析は
一元配置分散分析によって行った．
Ⅲ結果：　1）抜歯後 3 日目にはFS-PL1.0群で他群より有意
に抜歯窩の上皮の連続性が回復していた．抜歯後14，28日目
には，FS-PL投与群において結合組織面積が増加し，抜歯後
28日目には歯槽骨の骨密度，骨高さ，骨体積の増加が認めら
れた．2）インプラント埋入後28日目において，FS-PL投与
群では骨-インプラント接触率が有意に増加することが示さ
れた．3）培養実験では，FSにより両細胞ともに増殖および
移動が促進され，FS存在下においても接着関連タンパクの
発現が認められた．
Ⅳ考察および結論：　FS-PLを抜歯窩近傍に単回投与するこ
とによって抜歯窩周囲組織の治癒が促進され，埋入されたイ
ンプラントの骨接触率が向上することが示された．以上のこ
とより，FS-PL局所単回投与は，抜歯～インプラント手術の
一連の治癒を促進させる新たな治療法となる可能性が示唆さ
れた．
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○大野 充昭1，Khattb Hany1，笈田 育尚1，
Sebald Walter2， 窪木 拓男1

岡山大学大学院インプラント再生補綴学分野1, Wurzburg 
大学　生理化学講座2

BMP2 mutant L51P promotes BMP2 induced bone 
formation and osteoblast differentiation by controlling BMP 
negative feedback
○ONO M1, KHATTB H1, OIDA Y1, SEBALD W2, 
KUBOKI T1

Department of Oral Rehabilitation and Regenerative 
Medicine, Okayama University Graduate School1, 
Physiological Chemistry II, Theodor-Boveri-Institute for 
Biocenter of Wurzburg University2

Ｏ-1-4-10
BMP2変異体L51PはBMPネガティブ・フィード
バック機構を制御することでBMP2誘導性骨芽
細胞分化および骨形成を促進する

Ⅰ目的：　ヒトで十分な骨誘導効果を得るには多量の骨形成
タンパク質（BMP）2 投与が必要であり，その理由の一つと
して，BMPアンタゴニスト（BMPA）によるBMPシグナル
の自己制御機能の亢進が挙げられる．本研究では，BMPA
に結合する能力はそのままで，1 型BMP受容体への結合を阻
害する最小遺伝子操作，すなわちBMP2 の51番目のアミノ酸
であるロイシンをプロリンに置換する操作により作製された
BMP変異体（L51P）が，自己制御機能を調節し，BMP2 の
骨芽細胞分化および骨形成能を正に制御するかを検討した．
Ⅱ材料および方法：　MC3T3-E1 細胞を，BMP2 および
L51P（100 ng/ml）にて刺激し，骨芽細胞分化マーカーの遺
伝子発現量を定量性RT-PCR法，SMAD1/5/8 のリン酸化を
Western blotting法にて評価した．L51PがBMP2の細胞への
結合能に与える影響をBMP2 特異抗体を用い評価した．ま
た，岡山大学動物倫理委員会承認のもと（OKU-2010433），
ラット頭蓋骨に直径 6.5 mmの骨欠損を作製し，ゼラチンハ
イドロゲルをキャリアーとして，BMP2 およびL51P（5μg）
を移植した．移植 4 週後に組織を回収し，X線学的，組織学
的に評価した．
Ⅲ結果：　L51Pのみの刺激では骨芽細胞分化は促進されな
かった．BMP 2/L51P同時刺激群において，BMP2 によって
誘導されたSMADシグナルのリン酸化および骨芽細胞分化
マーカーの遺伝子発現量は促進されたが，その促進量は低
かった．一方，事前にBMP2 にて 3 日間刺激した細胞を
L51Pにて刺激した細胞群において，SMADシグナルのリン
酸化，骨芽細胞分化マーカーの遺伝子発現量は著しく促進さ
れた．実際，BMP2 刺激 1～3 日後には，BMPAである
NogginやChordinの遺伝子発現が上昇していたことから，
L51PがBMPAの機能を阻害した可能性が示唆された．そこ
で次に，BMPネガティブ・フィードバック機構を模倣する
ため，BMP2 にて細胞を 3 日間刺激することで誘導された
BMPAを多く含む培養上清を回収した．この培養上清で細
胞を事前に処理すると，BMP2 の細胞への結合能は有意に抑
制された．しかし，L51Pを加えた培養上清にて処理する
と，抑制されたBMP2 の細胞への結合能は有意に回復した．
最後に，ラット頭蓋骨骨欠損モデルを用い検討した結果，
L51PはBMP2 によって誘導される骨形成を有意に促進した．
Ⅳ考察および結論：　L51Pは，BMPシグナルの自己制御機
能を負に調節することにより，BMP2 の骨芽細胞分化促進作
用，骨形成能を促進することが明らかとなった．

 1076033 日本口腔インプラント学会誌_ 

1

校 

2

校 

3

校 

N

校 _結城<P178>　 1076033 日本口腔インプラント学会誌_ 

1

校 

2

校 

3

校 

N

校 _結城<P178>　


