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非荷重 荷重

　  1. はじめに

　前号のKIT news REPORT『インプラント治療における「骨質」と「骨微
細構造配向性」』にて，新しい骨質の概念の紹介とともに，骨微細構造
と配向性について解説し，骨微細構造と配向性は荷重と密接な関係
があることを示した．すなわちビーグル犬顎骨におけるインプラント
荷重実験において，咬合力がかかるインプラント周囲骨組織の生体
アパタイト結晶のc軸は，荷重主応力方向に沿うインプラント長軸
方向の優先配向を示し（図１），また興味深いことに，荷重群において
もマイクロスレッド周囲では応力の集中を認めないことが明らかと
なった．これまでマイクロスレッドの有効性については， 有限要素法
による数値解析から，インプラント周囲骨における応力分散効果が
提唱され，また臨床結果から間接的にその効果が示唆されていた
ところであったが，本研究結果は，初めて実際の標本上で直接的に
明らかにしたものである．
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Tel: +81-95-819-7688  Fax: +81-95-819-7689  E-mail: sawase@nagasaki-u.ac.jp

　  2. インプラント周囲骨に対する
　       荷重の効果を検証する1）

　ビーグル犬モデルでは，荷重とインプラント周囲骨の関連性の糸口が
見えてきたものの，動物任せの咬合荷重は，その多寡，頻度，方向に
ついて規定することができず，インプラント周囲骨に対する真の荷重の
効果を検証することは困難であった．そこで我々は，任意の荷重を負荷
できる荷重試験機（図２）を製作し，家兎脛骨に埋入されたインプラント
における規定された荷重条件での周囲骨組織の解析を行った．
　インプラントへの繰り返し荷重の効果はドラスティックで，図３で
示すとおり，繰り返し荷重群で旺盛な骨形成を認めた．また生体アパ
タイト結晶のc軸配向性は主応力に応じた適応変化を示し，さらに
荷重群では骨に掛かる荷重のセンサーならびに荷重応答性に骨組織
微小環境で中心的な役割を果たすと考えられている骨細胞数が増加
し，骨細胞ネットワークが亢進することが明らかとなった（図４）1)．

一連の研究結果から，生体アパタイト結晶や，今回示していないが
コラーゲン線維の配向性，また骨細胞数や骨細胞ネットワークといっ
た骨質の構成要素は，インプラント周囲骨に掛かる荷重と非常に密接
な関係があることが示された．またさらに興味深い知見として，共同
研究者の中野らは，大腿骨頭インプラントモデルの研究から，インプ
ラント体に付与した荷重方向に対する一定方向のグルーブが，グルーブ
内への骨新生を促進し，さらに新生された骨微細構造の配向性の
適応変化を促すことを報告した2) （図５）．本レポートの冒頭で示した，
マイクロスレッド周囲の応力分散効果の実証とも合わせて考えると，
荷重が負荷されたインプラントにおいては，インプラントのデザインの
相違によって，骨微細構造の適応変化がことなることが明らかとなった．
換言すれば，骨質を変化させ，さらに骨質を制御するインプラント
デザインの可能性が示唆された．

　  3. インプラント周囲骨の骨質を制御する
　       新しいインプラントデザイン

　インプラント周囲骨の骨質を制御する新しいインプラントデザイン
の開発を目指して，京セラ株式会社と大阪大学そして長崎大学の３者

共同研究を開始したのは，６年前にさかのぼる．共同研究者中野らの
大腿骨頭インプラントモデルの研究結果を参考に，京セラ株式会社
研究開発部と様々なインプラントデザインの検討を重ねた（図６）．
すべからく臨床応用を念頭に置いて，強度や加工性を加味した上で，
最終的に実験動物における前臨床試験を行った．今回その代表例と
して上向きの配向溝を付与したインプラント（上向き溝）と下向きの
配向溝を付与したインプラント（下向き溝）の荷重試験の結果を紹介
する．
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　家兎左右脛骨の近位骨幹端に，インプラントを埋入し，12週間の
治癒期間によりインプラント周囲の骨形成がほぼ完了した後，荷重
負荷 試 験を開 始した（図7）．荷 重 は50N 3Hzで1800cycles/日，
3600cycles/週の条件で，８週間に渡って負荷した．50Nの荷重は，
家兎脛骨のカダバー解析にて1600 µStrainに相当し，Frostの提唱する
メカノスタットセオリー 3) における適用窓に該当する荷重の範疇に
入るものである．
　繰り返し荷重試験終了後，インプラントを含む周囲骨組織を採取し，
通法に従い固定，脱水後レジン包埋を行った．レジン包埋試料はイン
プラント中央で脛骨横断方向に半切し，片方の割面から，約20µm厚
の非脱灰研磨標本を作製し，骨接触率，骨面積率の組織形態学的析
と偏光顕微鏡によるコラーゲン配向性の観察を行った．残った割面
から100µｍ厚の試料を薄切し，脱樹脂後微小X線回折装置により
生体アパタイト結晶の配向性解析を行った．さらに，同試料表面はエッ
チングを行い，凍結乾燥，金蒸着を行った後SEM観察し，骨細胞の
観察を行った．
　図８にトルイジンブルー染色を行った非脱灰件標本を示す．上向き
溝と下向き溝ともに，荷重による旺盛な骨形成を認め，骨接触率，

骨面積率において両者の有意差は認めなかった．しかしながら骨の
質的解析においては，それぞれのインプラントにおける，コラーゲン
線維と生体アパタイト結晶の配向性は近似するものの，上向き溝と
下向き溝を比較すると明らかな違いを認めた．すなわち，図９に示さ
れるとおり，コラーゲン線維と生体アパタイト結晶の配向性は，荷重ベク
トルとともにインプラントの形状に制御され，上向き溝の周囲骨と下
向き溝の周囲骨では異なる結果を示した．インプラントにかかる主応
力方向から骨組織への応力伝達を鑑みると，上向き溝においては連続
的な応力伝達が図られることが示唆され，上向きの配向溝は耐荷重性
に優れるインプラントであることが推測できる．またSEMによる骨細
胞の観察から，上向き溝と下向き溝ともに，溝の内側に位置する骨組
織には溝の外側の骨組織より有意に多い骨細胞と骨細胞突起を認め
た．インプラント近傍のより多くの荷重がかかるところに，骨細胞ネッ
トワークが亢進することを示すものである．さらに興味深いことに，上向
き溝と下向き溝の溝の内側に位置する骨組織を比較すると，上向き溝
の方が，有意に多い骨細胞と骨細胞突起を認め骨細胞ネットワーク
が発達していることが示された（図10）．配向性解析結果が示唆する，
主応力方向に連続する応力伝達と密接な関係があるものと考えられる．
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から100µｍ厚の試料を薄切し，脱樹脂後微小X線回折装置により
生体アパタイト結晶の配向性解析を行った．さらに，同試料表面はエッ
チングを行い，凍結乾燥，金蒸着を行った後SEM観察し，骨細胞の
観察を行った．
　図８にトルイジンブルー染色を行った非脱灰件標本を示す．上向き
溝と下向き溝ともに，荷重による旺盛な骨形成を認め，骨接触率，

骨面積率において両者の有意差は認めなかった．しかしながら骨の
質的解析においては，それぞれのインプラントにおける，コラーゲン
線維と生体アパタイト結晶の配向性は近似するものの，上向き溝と
下向き溝を比較すると明らかな違いを認めた．すなわち，図９に示さ
れるとおり，コラーゲン線維と生体アパタイト結晶の配向性は，荷重ベク
トルとともにインプラントの形状に制御され，上向き溝の周囲骨と下
向き溝の周囲骨では異なる結果を示した．インプラントにかかる主応
力方向から骨組織への応力伝達を鑑みると，上向き溝においては連続
的な応力伝達が図られることが示唆され，上向きの配向溝は耐荷重性
に優れるインプラントであることが推測できる．またSEMによる骨細
胞の観察から，上向き溝と下向き溝ともに，溝の内側に位置する骨組
織には溝の外側の骨組織より有意に多い骨細胞と骨細胞突起を認め
た．インプラント近傍のより多くの荷重がかかるところに，骨細胞ネッ
トワークが亢進することを示すものである．さらに興味深いことに，上向
き溝と下向き溝の溝の内側に位置する骨組織を比較すると，上向き溝
の方が，有意に多い骨細胞と骨細胞突起を認め骨細胞ネットワーク
が発達していることが示された（図10）．配向性解析結果が示唆する，
主応力方向に連続する応力伝達と密接な関係があるものと考えられる．

図 3 図 4

図 5 図 6
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一連の研究結果から，生体アパタイト結晶や，今回示していないが
コラーゲン線維の配向性，また骨細胞数や骨細胞ネットワークといっ
た骨質の構成要素は，インプラント周囲骨に掛かる荷重と非常に密接
な関係があることが示された．またさらに興味深い知見として，共同
研究者の中野らは，大腿骨頭インプラントモデルの研究から，インプ
ラント体に付与した荷重方向に対する一定方向のグルーブが，グルーブ
内への骨新生を促進し，さらに新生された骨微細構造の配向性の
適応変化を促すことを報告した2) （図５）．本レポートの冒頭で示した，
マイクロスレッド周囲の応力分散効果の実証とも合わせて考えると，
荷重が負荷されたインプラントにおいては，インプラントのデザインの
相違によって，骨微細構造の適応変化がことなることが明らかとなった．
換言すれば，骨質を変化させ，さらに骨質を制御するインプラント
デザインの可能性が示唆された．

　  3. インプラント周囲骨の骨質を制御する
　       新しいインプラントデザイン

　インプラント周囲骨の骨質を制御する新しいインプラントデザイン
の開発を目指して，京セラ株式会社と大阪大学そして長崎大学の３者

　家兎左右脛骨の近位骨幹端に，インプラントを埋入し，12週間の
治癒期間によりインプラント周囲の骨形成がほぼ完了した後，荷重
負荷 試 験を開 始した（図7）．荷 重 は50N 3Hzで1800cycles/日，
3600cycles/週の条件で，８週間に渡って負荷した．50Nの荷重は，
家兎脛骨のカダバー解析にて1600 µStrainに相当し，Frostの提唱する
メカノスタットセオリー 3) における適用窓に該当する荷重の範疇に
入るものである．
　繰り返し荷重試験終了後，インプラントを含む周囲骨組織を採取し，
通法に従い固定，脱水後レジン包埋を行った．レジン包埋試料はイン
プラント中央で脛骨横断方向に半切し，片方の割面から，約20µm厚
の非脱灰研磨標本を作製し，骨接触率，骨面積率の組織形態学的析
と偏光顕微鏡によるコラーゲン配向性の観察を行った．残った割面
から100µｍ厚の試料を薄切し，脱樹脂後微小X線回折装置により
生体アパタイト結晶の配向性解析を行った．さらに，同試料表面はエッ
チングを行い，凍結乾燥，金蒸着を行った後SEM観察し，骨細胞の
観察を行った．
　図８にトルイジンブルー染色を行った非脱灰件標本を示す．上向き
溝と下向き溝ともに，荷重による旺盛な骨形成を認め，骨接触率，

骨面積率において両者の有意差は認めなかった．しかしながら骨の
質的解析においては，それぞれのインプラントにおける，コラーゲン
線維と生体アパタイト結晶の配向性は近似するものの，上向き溝と
下向き溝を比較すると明らかな違いを認めた．すなわち，図９に示さ
れるとおり，コラーゲン線維と生体アパタイト結晶の配向性は，荷重ベク
トルとともにインプラントの形状に制御され，上向き溝の周囲骨と下
向き溝の周囲骨では異なる結果を示した．インプラントにかかる主応
力方向から骨組織への応力伝達を鑑みると，上向き溝においては連続
的な応力伝達が図られることが示唆され，上向きの配向溝は耐荷重性
に優れるインプラントであることが推測できる．またSEMによる骨細
胞の観察から，上向き溝と下向き溝ともに，溝の内側に位置する骨組
織には溝の外側の骨組織より有意に多い骨細胞と骨細胞突起を認め
た．インプラント近傍のより多くの荷重がかかるところに，骨細胞ネッ
トワークが亢進することを示すものである．さらに興味深いことに，上向
き溝と下向き溝の溝の内側に位置する骨組織を比較すると，上向き溝
の方が，有意に多い骨細胞と骨細胞突起を認め骨細胞ネットワーク
が発達していることが示された（図10）．配向性解析結果が示唆する，
主応力方向に連続する応力伝達と密接な関係があるものと考えられる．

1) Kuroshima S et al. Clin Implant Dent Relat Res. Suppl 2: e699-710. 2015.
2) Noyama Y et al. Bone. 52(2): 659-667. 2013.

3) Frost HM. Anat Rec. 219:1-9. 1987.

■  文　献

　  4. おわりに

　これまでのインプラント研究においては，オッセオインテグレーション
の多寡を評価するために，骨接触率を代表としたインプラント周囲の
骨量に主眼が置かれていた．それに対して，本研究は骨組織の生体
アパタイトやコラーゲン線維の配向性，骨細胞ネットワークといった骨

の質的な評価を試み，これら骨質の構成要素が，荷重と密接な関連を
持つこと，そして，荷重のベクトルに応じて，インプラントのデザイン
がこれら骨質の構成要素を制御する可能性を示唆したものである．
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　今回紹介させていただく施設は大阪府
吹田市で開業しておられるデンテックイン
ターナショナル株式会社様です。（以下デン
テック様）
　デンテック様は「最先端のデジタル技術を
患者様のために」という考え方に基づき、
長年最先端技術やサービス、材料導入を
行ってこられました。また、早くから品質管理
や顧客満足度の向上に努められるなど、「確か
なものを、より満足して使用していただく」
ための取り組みを続けています。
　1988年にアメリカ･ロサンゼルスで開業
したDenTech International．Incを母体とし、
1992年に審美及びインプラント上部構造を
手掛ける歯科技工所として、日本国内に拠
点を構えられました。世界基準の技術を歯
科技工に活かすためのスキームは、
CAD/CAMを活用したソリューションの提供
という、今では一般的になりつつある補綴
治療の選択肢を早い時期から選ぶきっかけと
なり、そこで培われた長年のノウハウは、現在
も多くの先生方から信頼を得るデンテック様
の貴重な財産となっています。実際に、高精
密加工機が稼働しているところを目の当たり
にすると、その安定感の高さに納得いたしま
した。
　デンテック様ではそのような加工機を
活用し、特に高い精度の求められる金属
加工において、特徴的なサービスを提供し
ています。
　そのうちの一つがコバルトクロム合金と
チタン合金を使用したフレームワークを提供
するDIS（DenTech　Implant　Structures）
です。このサービスは、多数歯欠損にも対応

できる高精度のフレームを提供することは
もちろんのこと、CADデータの活用とトレー
サビリティの整備による10年の長期保証を
備えたサービスです。また、その他には金属
ベースとジルコニア補綴物を組み合わせた
ZEX（Zirconia Esthetic Exchange）や、ZEXを
利用し、前歯部審美補綴に対応するZAC
（ZEX  Angulated Chimney）等で得意分野で
ある金属加工技術を軸に幅広くサービスを
展開されております。
　京セラ株式会社でも販売している歯科
インプラントの国内市場は多様化が進み、
数多くのシステムが流通しています。「セカン
ドオピニオンも一般的となった昨今、患者様
の口腔内に複数社のインプラントシステム
が混在することも少なくありません。その
ような状況の中で１つのメーカーでは対応
できない治療に対しても応えることができる
ことも弊社の強みです。」との力強い言葉に、
歯科技工という立場だからこそできる匠として
のモノづくりをより確かな製品として生み出
しているという自信がうかがえました。
　「先生方に満足していただくことが、ひい
ては患者様の満足につながる。」というデン
テック様の考え方は、メーカーである京セラ
の信条と近いものです。歯科技工所とメー
カーと立場は違えども、目指すべき方向が
一緒であることは大変心強く感じるとともに、

より一層の満足を感じていただくための
努力を怠ってはならないのだと痛感いたし

ました。

※詳細はデンテック社にお問い合わせください。

技工所施設紹介 海外関連情報

講師：DR. Suphachai  Suphangul DDS. Asst Prof. DR. Woraphong Panyayong DDS. MSD  
　　　DR.Parinya Amornsettachai. DDS. MS

1st KYOCERA Implant Training  Course in Bangkok（タイ）開催しました

MYANMAR Dental Association Implant Training Course（ミャンマー）
に参加しました

　2016年10月13日タイ・バンコクにて第1回と
なるHands-On セミナーを開催しました。
京セラ販売代理店EMINENCE社の会議室に
14名の参加者にお集まりいただきました。
　講師はタイで初めて当社のインプラント
を埋入されたMahidol Universityの3人の先
生にご担当いただきました。タイで初めての
Hands-onセミナーのため、まずは会社紹介
からさせていただき、次に当社のインプラント
の歴史、インプラントシステムの特徴紹介、
その後インプラントの概要と総論というベー
シックな内容で進めていただきました。
　インプラント治療を経験したことがない
参加者が多く、講師の先生方が丁寧にご講義
され、一つ一つの質問に丁寧に回答されま
した。少々時間をオーバーしましたが、活気
に満ちたセミナーになり、成功裏に終える

ことができました。
　タイでは2017年2月に新製品FINESIAの認可
を取得できました。最初は大学を中心に
限定施設で販売を開始させていただき、
2017年後半の一般販売に向けて準備を整え
ています。

　2017年2月に開催された、Myanmar Dental Association・東京医科
歯科大学インプラント外来共催の“インプラントトレーニングコース”に
参加させて頂きました。
　本コースは計8日間に亘って開催されました。27名のミャンマーの
先生が参加し、インプラントについて基礎から応用まで学ぶ内容です。
講師は東京医科歯科大学・インプラント外来の10人の先生方です。
　日本人講師陣が日本メーカーの実習材料を用い、「Team Japan」を
意識した今回の取り組みは、日本人の“技術の高さ”“正確性”、そして
“品質の高さ”を認知していただける良い機会になったと考えています。

　欧米、韓国・イスラエルメーカー勢に加え、直近はブラジル・台湾
メーカー勢の新規参入等、ASEANインプラント市場を取り巻く環境は
年々活気を帯びてきていますが、メーカー単体で参入していくのではな
く、日本の先生方また関係企業と一緒にTeam Japanとして展開するこ
とで、お客様により一層安心と信頼を提供できると考えています。
　今回このコースの参加を御提案いただきましたMyanmar Dental 
Association会長のProf. Dr. Thein Kyu先生、DR.Moe Htet先生、東京
医科歯科大学の春日井昇平先生はじめインプラント外来の先生方に
感謝申し上げます。

KYOCERA Asia Pacific. Pte. Ltd,  Medical Division
輿水  孝太
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■ 当社の京セラ株式会社への統合について
このたび当社は更なる事業拡大を目指すことを目的とし、2017 年 4 月 1 日に当社事業を京セラ株式会社へ統合し、
これまで培ってきた医療材料技術をベースに、一層のシナジー創出を図り、新たな事業機会の獲得を目指してまいります。
今後とも倍旧のご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

■ 京セラ株式会社 IR ニュースリリース
京セラメディカル株式会社の吸収合併に関するお知らせ
http://www.kyocera.co.jp/ir/news/index.html

オゾン処理した
富士山麓の水で
口腔ケア。
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