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盾　　　　著I--

強化型セラミックス人工歯根材料ディオブサイドの顎骨内

埋人後の機能下における骨形成過程に関する実験的研究

山　内　智　博　　野　間　弘　康　　矢　島　安　朝

東京歯科大学･口腔科学研究センター,口腔外科学第一講座

(主任:野間弘康教授)

年6月8日受付)

年6月25口受理)

抄　録:本実験はディオブサイド人工歯根とチタン人工歯板について機能下の人工歯櫨と骨との界

面での骨形成過程に関する差巽を検討することを目的とした｡ディオブサイド人工歯板は,生体親

和性に優れかつ高い機械的強度をもっ材料であるディオブサイドを頼粒状に形成し,チタンの趨塑

性で人｣二歯板表面に厘込み作成した｡両人千歯根をイヌト顎骨に埋入し, 8週後より機能圧を負荷

し48過後まで経時的に観察した｡

ディオブサイド人工歯椴は,埋人後8週後例までに人工歯板全周に骨結合が獲得されていた｡こ

れに対してチタン人工歯椴では皮質骨相当部のみの骨結合が認められただけであった｡

両人工歯椴ともに機能圧の負荷により,骨髄腔内の根側周囲に新生骨の添加を認めた｡ 48週まで

の各週例全てにおいて骨接触率,骨形成の速さはディオブサイド人工歯椴の方が優っていたo

以上によりディオブサイドは人工歯根材料として理想的な材料であると思われた｡

キーワード:ディオブサイド,趨塑性,生体活性,セラミックス,機能負荷

緒　　　　　責

歯牙喪失に伴う唆合と唄境の機能障害を回復さ

せることは,歯科医学の重要なテ-マの一つであ

る｡しかしながら欠損歯が多く通常の義歯では十

分な機能が発揮できない場合や,腫痕切除手術な

どで顎骨が欠損した場合などでは,人工歯板など

によってアンカーを求め,より安定した補綴物を

得る工夫がなされてきた｡ところで生体内に魅入

できる生体材料を　　　　上2)らは生体許容性

材料,生体不活性　　　　　材料,

生体活性　　　　　材料の3種に分類してい

別刷請求先: 〒　　　　　千葉市美浜区真砂
東京歯科大学口腔外科学第一講座　山内智博

る｡そして山室3)はこれらの材料と骨形成の関係

について,生体許容性のステンレス鋼やバイタリ

ウムではその周囲に形成される厚さ数百〃mの線

維性皮膜の外側に骨が形成される｡生体不活性の

チタンや　　　　　では材料に接して骨が形成さ

れると言う特徴がある,しかし骨と直接接してい

るのではなく,機能圧負荷などの動的条件下では

界面の動きが増すにつれて介在する結合織の厚み

も増加して生体許容性材料と同様な状態も生じ

るO　これに対してヒドロキシアパタイト(J以下

HAPと略す)や　　　　　などの生休活性材料

では,表面にHAP層が形成されることにより,

ここに直接骨が形成されると共に骨と化学的結合

が得られると述べている｡

- 1:3　--
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-方,人工歯榔こ要求される高い物浬的強度に

ついては生体活性材料であるHAPと

は全くその条件を満たしていない｡そのようなこ

とから,チタン製人工歯根表面のHAPコーティ

ングが試られているが,長期間の機能圧負担によ

りHAP層が剥離するという報吾4･　も多く,よ

り良い人工歯板の開発が望まれている｡

著者らは新しい生体材料デイオブサイドを開発

し,中島7)はこれがHAPより産休活性において

も,物理的強度においても優れていることを報害

している｡続いて花田8)らはチタンの超塑性

を利用してデイオブサイドの小球をチタンの表面

に厘め込んだ人工歯椴(以下ディオブサイド人工

歯板と略す)を開発した｡これをイヌ下顎骨に埋

入し,非機能下では新生骨はデイオブサイド表面

に由接添加すること,またこれによりチタンより

早期かつ確実に脅性融合が得られることを確認し

ている｡

そこで著者は,デイオブサイド埋め込み人工歯

梶(以下ディオブサイド人工歯根と略す)をイヌの

下顎骨に埋入し,機能下での骨との反応を組織学

的に観察すると共に,骨と人工歯根の接触面積の

変化についても検討した｡なお対照にはチタン人

工歯根を用いた｡

研究材料および方法

1.実験動物

実験に供した動物は,体重　　　　の雄性雑

種成犬15頭で,これら全て搬入後1過以上飼育,

巽常の認められないものである｡両側下顎第1,

第2,第3前臼歯を抜去した後3ケ月以上経過さ

せ,抜歯嵩が新生骨で満たされ治癒するのを待

ち,人工歯取の埋人を行った｡

2.実験材料

実験には以下に示す2種類の人1歯根を,由径

長径　　　に成型して用いた｡

1)ディオブサイド人工歯根

純チタンに,超塑性を利用してディオブサイド

球形原粒を埋め込み,所定の形態にしたo厘め込

み用ディオブサイド悪粒は,炭酸カルシウム

酸化マグネシウム　　　　二酸化ケ

イ素　　　を所定の割合で湿式混合して仮焼成

した後,粉砕して再度焼成し分級,ほぼ一定(直

径　　　　　　の大きさの球形で徹密な額粒と

した｡焼成後,ディオブサイドの組成

は　　　　　で

である｡純チタン

製蓋体の表面に高真空用グリスを塗布し,これに

前記載のディオブサイド頬粒を密に付着させ,貢

空ホットプレスを行いチタンの超塑性を利用して

頼粒を塊め込んだ｡つまりこの人工歯板表面に

は,生体不活性材料であるチタンと生体活性材料

であるディオブサイドの,両方の面が存在するこ

とになる｡表面の占有率は,ディオブサイドが約

チタンが約40%である　　図1)

2)チタン人工歯取

対照とした純チタン(純度　　　　　以上)

は,置径　　　　長径　　　　に成型したもの

で,さらに表由を鏡面研磨して所定の形態とし

た｡

3.実験方法

前投薬として硫酸アトロピン･塩酸ケタミンの

筋肉内投与を行い,ベントバルビタールナトリウ

ム静脈内麻酔後,経口気管内挿管し笑気･酸素･

-ロタンによる全身麻酔(以下　　　　全身麻酔

と略す)下に動物を仰臥位に固定した｡両側下顎

前臼歯部歯槽項よりやや頑側に骨膜に達する切開

を加え,粘膜骨膜弁を形成,インプラント埋入部

の歯槽骨頭が平面になるように骨バーにてトリミ

ングを行った後,人工歯板の埋入歯の形成を行っ

チタン芯新

14　-

辛
プサイド顎粒

図1　ディオブサイド人工歯板
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た｡厘入電の形成は生理的食塩液の滴下を行いっ

つ,高トルク低回転のエンジンに人工歯板用に制

作した専用のバーを装着しておこなった｡形成し

た埋入歯に人工歯根体全体が,骨内に厘まる位置

まで槌打埋大した｡埋人後は粘膜骨膜弁を旧位に

戻し,縫合閉鎖した｡ 8週間後に上部構造を装着

した｡上部構造は歯科用金銀パラジュウム合金を

適法に従い,鹿型作成後焼成鋳造･作成し歯冠高

径を回復した｡術後飼料は術前と変更せず固形飼

料(オリエンタル酵母社製))を用いて飼育した｡

プラークコントロールは,上部構造装着後標本採

取時まで行わなかった｡

4.実験期間

人工歯椴埋入8過後に上部構造を装着する直前

を機能負荷開始置前例とした｡この時点を起点と

して上部構造を装着し,機能圧の負荷を開始し

た｡負荷開始　　　　　　　過(各機能ト2 ･ 4

過後例と略す)後に経時的に標本を作製

し計5種の過例について検討した｡動物の屠殺は

東京歯科大学動物実験指針に従い,ベントバルビ

タールナトリウムを静脈内過投与して安楽的に

行った｡

5.機能圧負荷方法

抜歯前の唆合状態,歯冠形態を模型上で把握

し,上部構造作成時には本来の唆合高径を回復す

るように上部構造の設計を行った｡対合歯には補

綴物の装着は行わなかった｡従ってイヌ本来のシ

ザースバイトがそのまま再窮され,人工歯板には

垂由方向ばかりでなく天然歯で唆合している時と

同じように,元の唆合状態を極力再現する形態と

した｡

6.観察方法

1)組織学的観察

全身麻酔下に両側総空貢動･静脈を剖出

し,静脈側より寓血しながら動脈側から連流圧

で生理的食塩液を　　　　法人した

後　　　中性緩衝ホルマリン　　　　で潅流固

定した｡連流固定後ただちに下顎骨とその周囲炊

組織を含めてし　　　中性緩衝ホルマリンに浸漬

しさらに4過以上浸漬固定した｡人工歯根と周囲

729

組織との関係を観察するため,人工歯根体を除去

せずに非脱尿研磨標本を作製した｡ 10%中性緩衝

ホルマリンで固定した標本を,上昇アルコール列

で脱水後　　　　　社製　　　　　　光重合型

レジン)に包埋,重合,硬化させた｡こ

れをプレパラートに接着した後,同社製カッティ

ングマシーン　　　　　を用いて厚さ約

に前額断方向に切断し,さらに同社製マイクログ

ライディングマシーン　　　　　により厚さ約50

〃mの研磨標本とした｡これに

重染色を施し鏡振

した｡

2)骨接触率

組織学的観察用に調整した標本を,東京歯科大

学口腔科学センター所有の多目的画像処理装置

以F M工P.

と略す)を用い人工歯根表面と骨との接触面の割

合を測定した｡システムは,画像取り込みに

社製ビデオカメラ　　　　　　を使用し,

イーサネットによりネットワ-ク化した日本アビ

オニクス社製画像処理装置　　　　　　　と日本

電気社製ホストコンビュ-タ　　　　　　　　な

らびにサーバーとして東芝社製エンジニアリング

･ワークステーション　　　　　より構成されて

いる,なお画像処理ソフトは日本アビオニクス社

製　　　　　　　　　　　　　を用いた｡

人工歯根の中央部で長軸に平行になるように作

成した｡測定は同システムを利用して,標本から

直接ビデオカメラを用いて画像入力した｡画像処

理ソフト【二で処理を行い,新生官の人工歯板に近

接している部イ立を脅接触部位とした｡

測定結果の評価は,人工歯板の歯璽側1/2と根

端側1/2の2部位に分けて行った｡ (図2)

結　　　　　果

1.非脱灰研磨標本の組織学的観察

1)ディオブサイド人工歯槙

a)機能負荷開始虐前例(埋入8過後例)(写真

1, 2)

人工歯板全表面を取り囲むように新生骨が形成

- 15　-
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歯賛側1/2

根端側1/2

図2　骨接触率測定部位

されているO人工歯帳頚部においては母床皮質骨

と人⊥歯根とが新庄骨により近接架橋されている

のが認められる｡骨髄腔内の人工歯梶と骨との界

面には多量の幼弱な新生骨の添加が認められる｡

新生骨の添加は人工歯梶全休に認められるが,

ディオブサイド果貢粒表面の方がチタン面に比較し

て多く認められる｡

b)機能下2過後例(埋入10週後例)(写真3,

4, 5)

人工歯根周囲の新4二骨の添加は機能圧負荷以前

と比較して著しく増加している｡骨髄腔内におい

ては,人工歯根表面に多くの新生菅が添加し人工

歯板側および皮質骨側の両側より骨梁が進展して

おり,これにより人工歯浪周囲の新生骨と皮質骨

とが架橋されている｡また人工歯取直下に太い甘

栗が伸びている像も見られる｡人工歯浪頚部にお

いては炎症症状は軽散で,わずかながら脅吸収が

認められる｡人工歯板肇部より中央付近にかけて

骨との界面に空隙が見られる｡

C)機能下4過後例(厘入12過後例)(写貢6,

7, 8)

人工歯梶と骨とが結合している部分は機能下4

過後例と比較し著しく増加している｡また新庄骨

梁の太さと密度も増加し,すでに-バース層板や

16

介在層板も認められる｡特に椴端部付近では骨梁

の厚みが増加している｡機能負荷開始置前例,機

能下2週後例(厘入10週後例)において明瞭に観察

された人工歯板と骨との問に見える空隙の面積は

減少している｡わずかに認められる空隙内には,

黄色に染まる幾骨の形成が認められる｡

d)機能ト12過後例(埋入20過後例)(写真9,

10, ll, 12)

新年骨の量は機能下4週後例(埋入12過後例)と

比較しさらに増加している｡人工歯根全周に新庄

骨との結合が見られ徹密骨も認められる｡人工歯

板と骨との界画に存在する空隙は機能下4過後例

(±里人12過後例)に比較してさらに少なくなってい

る｡

人工歯根頭部よりの骨吸収は機能下4週後例

(埋入12過後例)よりもわずかに進行しているが,

吸収嵩の減少,新生骨の添加が認められる｡

e)機能ド48過後例(埋入56過後例)(写貢13,

14, 15)

機能下12過後例(埋入20過後例)まで認められた

人工歯板と新生骨との問のわずかな空隙は,ほと

んど消失し,人工歯帳は成熟した新生骨で完全に

取り囲まれている｡新年骨は成熟し周囲の母床菅

とほとんど区別できない｡

2)チタン人工歯板

a)機能負荷開始由前例(厘入8遇後例)(写貢

16, 17)

人工歯帳暫部の皮質骨相当部では骨との結合が

認められる｡骨髄腔内では人工歯根の表面に沿う

ように線維性組織が取り囲み人⊥歯板は完全に被

包化されている｡被包された線維性結合組織の周

囲に新庄骨が添加しているが,人⊥歯板への新生

骨の添加はほとんど認められない｡

b)機能下2遇後例(埋入10過後例)(写真18,

19, 20)

この例は顎骨が小さく,人工歯椴の大部分が皮

質骨内に厘入されている｡人工歯根周囲の新生骨

の添加量は増加しているが,皮質骨相当部では母

床骨と人工歯板との問に空隙が認められる｡この

空隙内には黄色に染色された歎骨が認められるo
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人工歯根底部は薄い線維性結合組織で被包されて

おり,その外側に新生骨が形成されている｡人工

歯根空貢部においては,欧組織の炎症所見は軽教

で,歯根撃貢部の骨吸収はわずかに認められる｡

C)機能下4週後例(唾入12週後例)(写貢21,

22, 23, 24)

人工歯根中央部には新庄骨により,人工歯板と

母床皮質骨と架橋されている部分が認められる｡

帳端部の一部には末だ線維性結合組織により被包

されており,その周囲に新生骨が認められるo歯

椴空貢部での骨吸収はやや進行し,吸収嵩が見られ

る｡

d)機能下12週後例(埋入20週後例)(写貢25,

26, 27)

歯根周囲の骨の添加量はさらに多くなり骨結合

部位の増加が認められる｡特に歯根中央部におい

て,歯根と骨との問の空隙が狭くかっ小さくなっ

ている｡板端部は一部で薄い線維性結合組織に

よって被包されており,その周囲に一層の骨が形

成されている｡

e)機能下48過後例(厘入56週後例)(写貢28,

29, 30)

人工歯根全周を成熟した新生骨が取り囲み,骨

結合を獲得している｡しかし強拡大では歯板と骨

との問には未だに空隙が認められる｡しかし人工

歯根に面していない新生骨には-バース層板や介

在層板が見られる｡歯根撮郭においても新生骨の

形成は旺盛でありI-･部骨結合を獲得しているが,

一層の間隙が存在する｡

2.骨接触率測定結果

歯空貢側1/2と椴端側1/2における骨接触部位

を　　　　　　を用い測定した｡ (表1,グラフ

1)

1)ディオブサイド人工歯板

機能開始直前例(埋入8週後例)では歯糞側1/2

で　　　　根端側1/2で　　　の骨接触率が認め

られる｡上部構造を装着し機能圧を負荷して2週

間を経過させた例の機能下2週後例(埋入10過後

例)では歯蟹側　　　　板塘側では　　　であっ

た｡同様に機能下4週例(埋入12過後例)では歯肇

- ih
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側　　　　眼端側　　　であり,機能下12週後例

(埋入20過後例)では歯頭側　　　　根靖側

%,そして機能下48週後例(埋入56週後例)では苗

空貢側　　　　根端側　　　であった0

2)チタン人工歯板

ディオブサイド人工歯板と同様に,人工歯帳を

埋大して8過後の過例である機能負荷開始置前例

(埋入8過後例)では歯撃貢側において　　　　歯根

側で　　の骨接触率が認められる｡上部構造を

装着し機能圧をかけ2過の機能下2過後例(埋入1

0過後例)では菌空貢側　　　　根端側　　　　同

様に機能下4適例(埋入12過後例)では歯撃頁側

%,根端側　　　　機能下12過後例(埋入20過後

例)では歯頚側　　　　板端側　　　　機能下48

過後例(埋入56週後例)では歯肇側　　　　板端側

であった｡

小　　　　　括

1)ディオブサイド人工歯板

(1)歯板と周囲骨との関係

機能負荷開始慮前例(厘入8週後例)において全

表面を取り囲むように新生骨が形成されているo

上部構造を装着し機能圧を負荷した後の機能下2

過後例(埋入10週後例)では,皮薯骨部における骨

の吸収が軽度認められる｡この部位の骨吸収は機

能下12過後例(埋入20週後例)まで進行しており,

その後機能下48過後例(埋人後56過後例)では吸収

は認められない｡歯根端部,特に骨髄腔内に突出

している部位に関しては,機能下2週後例(埋入1

0週後例)より新生骨の形成が認められる｡皮質骨

側と帳端部新生骨との両側から骨梁が進展し,皮

質骨と新生骨は確実に架橋される｡機能下4過後

例(埋入12過後例)より人工歯根と骨との界面部

に,層板構造が幼若ながら認められるようにな

る｡新生骨は機能下12週後例(厘入20週後例)まで

骨梁の太さと密度はともに増加して骨の成熟度も

高くなってきている｡機能下48過後例(埋入56過

後例)になると,骨の成熟度はさらに増し,周囲

の母床骨との区別が不可能となる｡歯根と骨との

間の空隙は,経時的に狭くなり,内部に存在する



732 山内,他:強化型セラミックス人工歯椴材料

表1　骨接触率

機能下 機能下

- 4 過後列 12過後列

非機能下

8週後列

機能下

2過後列

ディオブサイド

人工歯根頚部

機能下

48週後列

± 土 ± 千

( n : 4 ) ( n : 4 ) ( n : 1 2 ) ( n : 5 )

± ± 8 5 . 1 + 9. 1 % ±

( n ‥ 4 ) ( n : 4 ) ( n : 1 2 ) ( n : 5 )

± 1工 1 % 土 ± ±

( n : 6 ) ( n ‥ 4 ) ( n ‥ 3 ) ( n ‥ 4 )

1 . 2 + 2 . 6 % 4 8 . 0 + 15 . 5 % ± ±

( n : 6 ) ( n : 4 ) ( n : 3 ) ( n : 4 )

ディオブサイド

人工歯椴椴塘

チ　　　タ　　　ン

人⊥歯根頭部

±

(n: 6)

±

(n: 6)

±

(n: 6)

チ　　　タ　　　ン

人工歯根板場

±

(n: 6)

違　例

グラフ1

蛮骨の量も減少し空隙がほとんど消失する｡

(2)骨接触率について

機能負荷開始置前例(厘入8過後例)において

は,歯頚側　　　　歯端側　　　と歯肇側の骨接

触率が高値を示している｡上部構造装着後では歯

裏側の骨接触率は,機能下2週後例(埋入10過後

例)で　　　と骨接触率の滅少が認められる｡こ

の傾向は機能下12過後例(埋入20週後例)まで続

き,骨接触率は　　　まで減少するが,以後機能

ド48過後例(埋入56過後例)に至っても　　　とは

イオプサイド人工歯♯顛蔀

ティオブサイド人工歯塵取瑚

-一頭一一チタン人工　　等種

-W-チタン人工歯♯塵堵

骨接触率推移

ぼ同率を示し安定している｡根端側では機能下2

過後例(埋入10過後例)で　　　と骨接触率が増加

し,これは機能下4過後例(埋入12過後例)頃まで

増加が続き　　　となる｡その後機能下48週後例

(厘入56過後例)までほとんど減少せず稚持する｡

(3)ディオブサイド頬粒の変化

各過例ともに,埋入時の槌打によるディオブサ

イド鹿粒の脱落,崩壊がごく　一部において見られ

たが,経時的な増加は認められない｡また歯椴と

骨との間の空隙中で,ディオブサイド額粒表面に

18　-
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骨芽細胞が直接接し類膏を形成している部位も認

められる｡

2)チタン人工歯娘

(1)歯根と周囲骨の関係

機能負荷開始直前例(埋入8過後例)では,歯根

頚部の皮質骨の部位のみに骨結合が得られてお

り,歯板靖側,特に骨髄腔内の歯板周囲は線維性

組織で被包され,新生骨の添加は認められない｡

機能圧を負荷した後の機能下2過後例(厘入10過

後例)における歯椴頭部皮質骨では,骨結合が一

郭で失われ,歯根と骨との問に空隙が見られる｡

空隙の内部には黄色に染色される頚骨が認められ

る｡空隙は機能下48過後例(厘入56週後例)まで狭

小化してゆく｡歯根船側では機能下2週後例(埋

入10過後例)より新年骨の増加を認めるが,骨髄

腔内では突出している歯板の周囲が線維性組織に

被包されており,骨の結合は得られていない｡機

能下48過後例(厘入56過後例)になると,骨髄中の

骨結合部は一部を残し,歯椴全表面を取り囲むよ

うに添加している｡

(2)骨接触率

機能負荷開始重前例(厘入8週後例)における骨

結合率は歯空貢側で　　　　眼端側で　　と歯暫

側の方が高い｡上部構造装着し機能圧下である機

能下2週後例(埋入10過後例)の骨接触率は歯頚側

で　　　と減少が認められる｡この傾向は機能下

4過後例(厘入12過後例)まで続き,その後多少の

増減はあるが,機能下48過後例(埋入56週後例)の

30%程度まで滅少しっづけ一方,根端側において

は機能下2過後例(厘入10過後例)で　　　に増加

し,その後も機能下48過後例(埋入56過後例)まで

に　　　と増加傾向を示す｡

考　　　　　察

1.機能負荷について

どのような唆合関係を再構築するかは,人工歯

板の治癒過程を観察する上で極めて重要な問題で

ある｡項在広く用いられている方法は　',人士

歯根には円錐形の金属冠を装着し,対合する上顎

には金属の唆合板を製作し,開口時僅かに接触す

733

るような唆合関係を作っているものが多い｡この

方法を選択する最大の理由は,唆合止が人工歯根

に対して垂鹿に加わってほしいためである12)｡し

かし,これらは本来の唆合状態ではなく金物の流

れや左右の唆合バランスを全く無視した方法であ

るといわざるを待ない｡

そこで著者らの実験では,抜歯前の唆合状態

と,歯冠形態を模型上で把握し,上部構造作成時

に本来の唆合高径をとり,かつ対合歯には捕緩物

の装着は行わなかった｡この方法ではイヌ本来の

シザースバイトがそのまま再現されることにな

り,しかも人工歯根には垂直方向ばかりでなく,

天然歯で唆合している時と同じように,側方から

も唆合圧が加わる本来の唆合状態を極力再現でき

る形態と思われる｡

ら19)は,人工歯椴植立置後より唆舎

圧を負荷すると,人工歯根周囲に線維性結合組織

が増殖するが,荷重を加えない場合は官結合が起

きることを確認している｡したがって歯根郭厘人

後3ケ月の安静期間の後に,機能圧が加えられて

いることが多い　｡また臨床的にも下顎で3ケ

月,上顎で6ケ月の初期固定期間をおいているも

のが多い　)｡

しかし木実験においてディオブサイド人工歯板

では,機能負荷開始置前例(唾入8週後例)におい

てすでに人工歯椴全周にわたる骨結合が得られ,

また骨接触率も良好で,いわゆる初期固定が完了

したものと考えられた｡従ってこの週より機能圧

の負荷を開始した｡

2.機能下における新生骨の形成および骨結合に

ついて

ディオブサイドに関する報吾は　　年,中島

ら24'が生体親和性と機械的強度を合わせ持つ人工

歯櫨材料の開発を目的にディオブサイドに着目し

たのが始まりである｡その後,当教室を中心とし

た一連の研究により以下のことが明らかにされ

た｡

①　人工歯椴材料として十分な強度を有してい

る　　　｡

②　疑似体液中ではディオブサイド表面にHAP

19　-
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の層が析出する7･24･  ｡

③　生物学的安全性試験により生体に対する為害

性はない26)｡

④　生体内で長期間経過後も安定している　　｡

⑤　骨との結合はディオブサイド表面に析出し

たHA Pの層と結　レベルで化学的に結合す

る7･29,28,

⑥　非機能圧トでの人工歯板埋大実験によりチタ

ンと比べ人工歯根と骨との結合は早期におこり新

生骨も多く,成熟度も高かった8)0

そこで,著者らは機能下におけるディオブサイ

ド･チタン人工歯根の骨結合と新生骨の形成につ

いて追求することにした｡

その結果,ディオブサイド人工歯根では,機能

圧を負荷し始めると,骨髄腔内で旺盛な造骨機転

が生じ新生骨は急激に増加するO同時にディオブ

サイド人工歯根に対する骨接触率も一気に増加す

る｡これら新生骨は経過とともに成熟し,機能下

48過後例(埋入56過後例)では人工歯枢表面は層板

構造を持つ成熟した骨に完全に取り囲まれ,特に

人工歯椴と蔭接結合する骨の全周に一層の敏密骨

が形成されていた｡また長期間経過後も骨髄腔内

における骨接触率は滅少することはなかった｡一一

方コントロールとして用いたチタン人工歯板で

は,機能圧を負荷し始めた早期にディオブサイド

人工歯根と同様に,人工歯根周囲の新生骨の増加

と骨接触率の増加が認められた｡しかしこれは

ディオブサイド人工歯帳に比べて骨形成の生じる

時期も遅れ,かっ添加される骨の成熟も遅れてい

た｡また機能下48週後例(厘入56過後例)において

も人⊥歯眼と骨との界面には,なお　層の空隙が

譜められ,さらに人工歯板と接している骨表面は

ディオブサイド人工歯狼のような顧密脅ではなく

幾骨の部分が多かった｡

一般に,骨に持続的な外力が加わると,その骨

髄腔内では内骨膜が肥厘するとともに,未分化な

問菓系細胞が増殖し,これが骨芽細胞に分化して

旺盛な造骨機転が開始されるといわれている｡ま

た　　　　　　　　　　　ら32)は人⊥歯帳に唆合

圧が加わると,これが適度の刺激となり骨髄腔内

で,骨形成が促進され,人工歯浪周囲に多くの新

生膏が形成されると述べている｡著者の実験にお

いても,彼らの報吾と同様に骨髄腔内において

ディオブサイド人工歯板およびチタン人工歯根と

もに機能圧の負荷開始産後より急激な新生骨の増

産が起こり,人工歯板の骨接触率も向上してい

る｡これは著者の機能圧の負荷方法が適切であっ

たことを示しているものと考えられる｡ところ

で,人工歯椴の表面にネジ形態の様な凹凸形態を

付与すると,歯槽骨に対して唆合機能圧がより有

効に働くとの報吾もある　　そのため現在使用さ

れている人工歯取の多くは表面に凹凸の形態が施

してある｡この点について本実験で用いたチタン

人⊥歯板は表面に凹凸のないタイプであり,この

点の不利な条件は考慮に入れる必要があろう｡最

終的に機能下48週後例(埋入56週後例)では両人工

歯枢ともに新生骨に完全に取り囲まれたが,チタ

ン人工歯板の方では人工歯根と骨との界面で, --

層の空隙がみられた｡

ディオブサイド人工歯帳とチタン人工歯板にお

ける,骨接触率,また界面での一層の空隙や幾骨

の存在の有無などに差異の生じる原図は,人工歯

娘自体の素材の違いの他に,人工歯根が受ける力

学的負荷の骨-の伝達の違いも考えられる｡すな

わちディオブサイドは　　　　　な材料であるた

め骨伝導能があり,その表面には骨芽細胞が並び

人工歯板側と周囲皮質骨側の両側から新生骨が添

加されるため,その新生骨量は早期より形成さ

れ,骨接触率も増加するものと考えられた｡しか

しチタンは　　　　　な材料であるため,いかに

生体親和性が良くとも皮質骨側よりの新生骨の添

加を待つことになるわけである｡

また唆舎負荷刺激の骨への伝達は,人工歯根と

骨との結合方式によって違いが生じる可能性があ

ると思われる｡ディオブサイドと膏との結合は

らの報吾で明らかなように,結晶レベ

ルで結合するので,負荷した荷重はそのまま母床

骨に伝わり造骨機転を活発化すると思われる｡こ

れに対してチタンと骨との結合は単なる接触であ

るため,人工歯眼に負荷された機能圧は人工歯根

20　一
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の軽微な上下的な動揺で一部吸収されてしまい,

適度な機能圧が母床骨に充分に伝達されていな

かった可能性がある｡また長期経過後もチタン人

工歯根と接する　層の新生骨は,その多くが黄色

に染まる類骨であり,これは人工歯板の動揺が刺

激となり,骨改造機転が絶え間なく働き,ディオ

ブサイド人工歯根のような敏密骨に成熟できない

のではないかと考えられた｡

3.機能止の有無による違いについて

花田は著者と同様のディオブサイド人工歯取

を,イヌ下顎骨に埋入し周囲骨に生じる変化を,非機

能下でチタン人工歯根を比較として検討している｡

これによると,ディオブサイド人工歯板埋入2

過後では新生骨はディオブサイド賎粒を選択する

ように添加し, 8週後(本実験機能負荷開始鹿前

例相当)ではディオブサイド類粒面だけでなくチ

タン面にも骨の添加が認められるようになり, 12

週後(本実験機能下4週後例相当)では人工歯根表

面に形成された新生骨はほぼ完全に成熟してお

り, 48過後例では人工歯板は完全に新生骨に囲ま

れていた｡一方チタンでは,埋入2過後, 8週後

(本実験機能負荷開始虞前例相当)では板端2/3で

は人工歯板と結合する新生骨は認められず,歯空貢

部1/3のみ結合していた｡ 12週後(本実験機能下

4週後例相当)では,新ノ生骨は人工歯板に接して

はいるが,一層の間隙が認められる｡ 48過後では

人工歯梶を取り匪むように,敏密骨が押し寄せて

きている像を皇しているが人工歯板と膏との界面

には,間隙を残しているとしている｡

本実験と同過例になるのは,機能負荷開始虐前

例(埋入8過後例)と機能ド4過後例(埋入12過後

例)である｡機能負荷開始直前例(埋入8過後例)

にっては条件は同一であり,両人工歯根ともに実

験結果について同様の所見であった｡機能下4週

後例(埋入12過後例)については機能負荷の無いも

のと比較すると両人工歯根ともに,人工歯帳と骨

との界面では機能圧の負荷が有るものの方が,新

生骨室が多い傾向があると思われた｡また同部の

空隙の室は機能圧の有るものの方がやや多く,機

能圧によりリモデリングが行われているものと恩

735

われた｡

4.機能圧負荷時期について

花田は非機能下の所見より,ディオブサイド人

工歯根は, 8過後にはほぼ完全に骨結合を獲得し

ているが,チタン人工歯板では骨結合を得るまで

に12過以上の期間を要し, 48過後でも人工歯板と

骨との問にわずかな間隙が観察されていたと報害

している｡本実験でも花田と同様に,機能負荷開

始置前例(埋入8過後例)においてディオブサイド

人工歯根では,全周にわたり新生骨の添加が認め

られた｡また骨接触率においてはディオブサイド

人工歯板では,埋入8過後で歯空貢側1/2では

%,根端側1/2では　　　と高い接触率を示した

のに対し,チタン人工歯椴では歯空百個1/2では

根船側1/2では　　のみの骨接触率で

あった｡このディオブサイド人工歯椴が骨結合を

獲得した機能負荷開始直前例(埋入8週後例)を,

本実験における機能負荷実験の開始時期として設定

し,人工歯板周囲の骨形成過程について検討した｡

5.臨床応用について

現在臨床的に用いられている人工歯板素材は,

純チタンあるいはHAPをコーティングしたもの

である｡中でもチタン人工歯根は最も広く用いら

れている｡　　　ら33)は　　年に

との共同研究で, 15年後の成功率は上顎　　　下

顎91%と述べている｡また　　年には上顎の5-

12年後の成功率は　　　下顎93%にまで上昇した

と報吾している34)｡

これらの報吾に見られるように現在では重篤な

基礎疾患をもたない正常な顎骨に対しては高い成

功率が待られているようである｡しかし約10%前

後の症例が失敗し除去されることは大変大きな問

走で,今後はこの失敗の確率を限りなく0%に近

づける努力が必要である｡

ところで近年,悪性腫症などによって顎顔面が

切除され,その後の唄噴機能の回復および顔面欠

損に対する審美性の改善に対しては,人工歯眼を

応用することが行われ始めている｡ここでもその

多くはチタン人工歯根が使用されているが,顎顔

面再建後に用いられた人工歯板の成功率は著しく
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低いことが知られている｡その原因は,移植する

骨の血行不良,放射線治療や植立部位の制限によ

る母床骨の骨質の不良,骨量の不足,骨膜･筋･

神経切断による荷重負担情報の認知不能,皮膚を

貫いて植立されることによる歯肉組織防御機構の

消失,プラークコントロールの不良が考えられ

るO一般的に人工歯根失敗の原因は,感染あるい

は荷重負担により骨との結合が消失するためであ

ると言われている36'｡顎顔面再建例では膏との結

合の消失が,さらに起こりやすい母床の悪条件が

加わるわけである｡

従って顎顔面再建に用いられる人工歯取には,

人工歯根周囲の新生膏の形成が速やかなこと,骨と

の結合が確実であること,機能圧に耐えうる強度を

有すること,剥離･脱落がないこと,生体内におい

て安定していることなどの条件が求められる｡

ディオブサイドはその表面と母床骨との両方か

ら早朗に新庄骨添加が認められ,骨との結合は結

レベルであるため,早期に確実に骨結合を獲得

することができる　　　　　本実験においても非

機能上には,人工歯椴全周を取り囲むように新生

骨の形成を認めており,その速度はチタンより早

期であった｡

いずれにしても今回の実験からディオブサイド

人工歯椴は,非機能下において新生骨の増加成熟

が早期に起こり初期固定の獲得に有利であるだけ

でなく,機能下においても獲得した骨結合を良好

に維持することはもちろん,機能圧を効率よく周

囲新生骨に伝えることにより人工歯板周囲に充分

な厚さの骨を添加させることができ,人士歯根沈

下37)等の不快症状の予防になっているのではない

かと思われたo　ディオブサイド項粒は長期経過後

も安定しており人⊥歯根材料として信勅できるも

のと思われ,現在の失敗症例を成功例-と導く可

能性を持った新素材であることが示唆された｡

結　　　　　論

ディオブサイドを額粒状に成型し,チタン芯材

に超塑性を利用して埋め込んだ人工歯板を作成

し,対照として同型のチタン人工歯椴を用いて同

-条件下にイヌ下顎骨歯牙欠損モデル上に厘大し

た｡その後8週間の治癒期間をとってから上部構

造を装着して機能圧を負荷し,それぞれの人工歯

板における新生骨の形成とその成熟過程につい

て,非脱灰研摩標本を作成し組織学的および骨接

触率について観察し次の結論を得た｡

1.ディオブサイド人工歯板は,厘人後8過まで

に人工歯根全周に骨結合が獲得されていた｡これ

に対してチタンは皮質骨相当部のみの骨結合を認

めるのみで,骨髄腔内の表面は線維性結合組織に

より被包化されていた｡

2.ディオブサイド,チタン人⊥歯狼ともに機能

圧の負荷により,特に骨髄腔内の椴側周囲に新生

骨の急激な添加を認めた｡しかしその骨接触率は

ディオブサイド人工歯椴の方がはるかに優ってお

り,確実な骨との結合が得られていた｡

3.骨接触率はディオブサイド人t歯板では非機

能下より高い接触率を示し,機能圧の負荷により

急激な接触率の上昇がみられ,機能下48過後例

(埋入56過後例)でも高い接触率が維持されてい

た｡チタン人工歯板はどの過例においてもディオブ

サイド人工歯椴を上回る接触率は得られなかった｡

4.以上によりディオブサイド,チタン両人工歯

椴に対して機能圧の負荷実験において,機能圧下

においてもディオブサイド人工歯梶表面の骨形成

は,チタン人工歯眼と比較して良好であり,長期

間の機能圧の負荷に対してもディオブサイド果貢粒

は安定しており,また一度獲得した骨結合を維持

することが分かり,ディオブサイドは人工歯椴材

料としてよりよい材料であると思われた｡

本研究の一部は東京歯科大学口腔科学研究センター
研究助成金(課題番号　　　　の補助を受けた｡

本論文の要旨は,第40回日本口腔外科学会総会

年10月19冒,東京),第3回日本顎顔薗生体材料研究
会　　年12月　　　千葉),第41回口本口腔外科学

会総会　　年11月7私　東京

Conference on Oral and Maxillofacial Surgery (23

第1回日本顎顔

面機能再建学会　　年12月7日,名古屋)において

発表した｡
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which were made by embedding of diopside granules onto the surface of titanium implants,

had a high biologlCal affinity and mechanical streng･th.

Both types of implants were placed into the mandible at the canine reglOn Of dogs, and

were applied occlusal force 8 weeks after the implantation･ ChronoglCal changes of the implant

surface were observed from 8 to 48 weeks following the implantation.

Bony linkage (bonding) was recognized all around the diopside implants 8 weeks postoI

peratively, on the contrary that was obser･ved only at the cortical bone area in the titanium

implants. Following the application of the occlusal force, new bone formation was detected in

both types of implants･ Bone contact rate, was superior in diopside than in titanium implants･

These results may suggest that diopside is an ideal material for dental implant･
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