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はじめに

インプラント治療が有効な欠損補綴の治療のひと
つとして認知されてから，かなりの年月が過ぎた。
しかし，未だに新しくインプラントは開発され続け
ている。注目されるインプラントの改良点の中で
も，表面特性はインプラントの骨結合能力に大きく
作用する１）。表面特性には，表面形態，ぬれ性，化
学的性質および電荷などの物理化学的性質があ
り２，３），特に，表面形態は，骨芽細胞の挙動を調節
し，インプラントの骨結合能力を高める２）。実際，
ミクロンからサブミクロンスケールのチタン粗面
は，骨－インプラントの接触率を増やし，骨形成を
促進することによってオッセオインテグレーション
力を増大する（図１）４）。今日において，表面形態の
改変は，骨形成のための骨芽細胞能力を高める，最
も信頼性の高い手法である。一方，オッセオインテ
グレーションのために有効な物理化学的表面改質法
は現在，不明のままである。
チタンドープハイドロキシアパタイト［TiHA：

Ca９Ti１（PO４）６（OH）２］（以下，TiHA）は，ハイドロキ
シアパタイトのCa 成分をTi で置き換えた次世代

材料であり，抗菌作用から繊維製品などへ利用され
ている。TiHAをチタン表面にナノコーティングす
ることによって，表面形態を変化させずにチタン表
面に物理化学的特性を提供し，骨結合能力を相乗的
に増強させることが期待される。本研究の目的は，
TiHAナノコーティングがチタン機械研磨面および
チタン粗面（shot blasted with large grits and acid-
etched：SLA）の物理化学的性質や骨芽細胞の細胞
機能に与える影響を評価することである。

材料および方法

１．チタン基板
直径１５mmの機械研磨面（Turned surface：TS）

およびSLA粗面（Roughened surface：RS）のグレー
ド４純チタンディスク（Thommen medical，スイ
ス）を用いた。

２．TiHA
TiHAは，㈱富士通研究所（神奈川県，日本）で開

発され，水熱合成法で作製された。TiHAは，合成
カルシウムハイドロキシアパタイト［CA１０（PO４）６
（OH）２］（HA）内の Ca２＋とチタンイオン（Ti４＋）を置
換することによって作製された。TiHA粒子は，長
径が約５０～１００nm，白色，楕円形を示した。TiHA
の特徴として，酸化チタンとは違い，UV照射の有
無に関係なく，殺菌効果を十分に発現し，親水性
（水接触角は約４０度）を示す。また，Ca２＋および
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PO４３－イオン（Cと P）サイトとHA材料としての本
来の双極性を有した材料である（図２）。

３．TiHAナノコーティング
TiHA粒子をスピンコート（１，０００rpmで４０秒

後，２，０００rpmで５秒）でコーティングし，その
後，５００℃で１５分間焼成（富士化学，大阪）した。厚
さは１５０～２００nmとした。

４．評価方法
TiHAナノコーティングもしくは未コーティング

の機械研磨面，または粗面加工されたチタンディス

クの表面特性（表面粗さ，ぬれ性および化学組成）
を，レーザー顕微鏡，走査型電子顕微鏡（SEM）お
よび電子線マイクロアナライザ（EPMA）を用いて
評価した。ラット大腿骨骨髄間質細胞由来骨芽細胞
様細胞をディスク上で培養し（図３），細胞数および
増殖活性の評価とともに，アルカリホスファターゼ
（ALP）染色，コラーゲン染色，骨基質関連マー
カーの遺伝子発現解析，オステオカルシン定量解析
や石灰化基質染色により，生化学的に骨芽細胞分化
を評価した。プロトコルは，東京歯科大学の動物研
究委員会（プロトコル番号２６２６０４）によって承認され
た。

図１ 細胞挙動に影響を与える表面特性

図２ TiHA（ぬれ性と化学的性質の両者を備える新規材料）

中澤：チタンアパタイトナノコーティングチタン表面での骨芽細胞機能評価７２
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結果および考察

１．表面形態・表面粗さ
TiHAナノコーティングした機械研磨面と粗面の

チタン表面形態の肉眼的外観では，両者ともわずか
に均一に茶色を呈していた（図４）が，レーザー顕微
鏡による三次元画像では，TiHAナノコーティング
によるミクロンレベルでの表面形態には変化がな
かった（図５，上の画像）。SEM観察では，機械研
磨面は典型的な線条痕を示した。一方，粗面では谷
を占有するサブミクロンのスパイクとピットがミク
ロンスケールで配置されていた（図５，半ば画像）。
TiHAナノコーティングの有無，機械研磨面，粗面
にかかわらず，表面粗さパラメータに有意差はな
かった（図５，下の画像）。したがって，TiHAナノ
コーティングは機械研磨面および粗面の表面形態を
変化させないことが分かった。

２．ぬれ性
TiHAナノコーティングのない機械研磨面および

粗面では，疎水性であり，静的水接触角が９０度以上
で観察された。TiHAナノコーティングによって静
的水接触角は，機械研磨面で約５０度，粗面４０度と減
少した（図６）。
親水性表面は，培養液中の血清に含まれる細胞外

基質にとって表面に近づきやすい５）とされる。

３．化学組成
EPMA分析において，TiHAナノコーティング

した機械研磨面および粗面の両者でチタンの検出は
減少し，カルシウムとリンが均一な分布で検出され
た。一方，TiHAナノコーティングしていない表面
では，カルシウムとリンは検出されず，チタンのみ
検出された（図７）。
これらの所見から，TiHAナノコーティングによ

図３ 細胞培養

図４ TiHAナノコーティングした機械研磨面と粗面のチタン表面形態の肉眼的外観
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り，既存のチタン表面形態を変化させずに，チタン
表面全域をカルシウムとリンのイオンが均一かつ密
に被覆していることが示された。そのため，チタン
ディスク上に播種した骨芽細胞様細胞は，TiHAの
物理化学的特性に影響を受けやすい環境であったこ
とが推察された。

４．細胞数および増殖
TiHAナノコーティングによって，培養２日目で

は粗面上で，６日目では機械研磨面および粗面の両
者で細胞数が多かった（図８A）。培養４日目では両
者で細胞増殖活性が増加した（図８B）。特に，コー
ティングなしでは増殖活性の低かった粗面におい
て，TiHAナノコーティングによって，機械研磨面
と同等に増殖活性を増加させた。

図６ TiHAナノコーティングによるぬれ性

図５ TiHAナノコーティングによる表面形態・表面粗さ

中澤：チタンアパタイトナノコーティングチタン表面での骨芽細胞機能評価７４
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５．骨基質の合成と石灰化
１）培養７日目
培養７日目おいて，TiHAナノコーティングの有

無により，ALP染色強度面積に違いを認めなかっ
た（図９A，上の画像）。単位細胞当たりのALP活
性は，TiHAナノコーティングの有無にかかわらず
粗面で高かった（図９A，下の画像）。TiHAナノ
コーティングは，機械研磨面および粗面の両者にお
いて３０％コラーゲン沈着を増加した（図９B）。
２）遺伝子発現解析（図１０）
⑴粗面
２０日間の培養期間を通じて，TiHAナノコーティ
ングの有無にかかわらず，粗面では，Ⅰ型コラーゲ
ン，ALP，オステオポンチン，骨シアロタンパク

質やオステオカルシンなどのような代表的な骨基質
に関連する遺伝子マーカーは機械研磨面よりも亢進
したが，TiHAナノコーティングの有無による差は
なかった。
⑵機械研磨面
１０日目での機械研磨面での分化において，Ⅰ型コ
ラーゲン，ALPと骨シアロタンパク質などの骨芽
細胞分化の初期段階での遺伝子マーカーはTiHA
ナノコーティングの有無で差はなかった。一方，中
期から後期マーカーであるオステオポンチンおよび
オステオカルシンの発現を亢進した。しかし，骨芽
細胞がTiHAナノコーティングした機械研磨面お
よび粗面の両者でコラーゲン，オステオカルシンお
よびカルシウムの量を増加させた。培養早期におい

図７ 化学組成

図８ 細胞数および増殖
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て，機械研磨面および粗面の両者で接着細胞数およ
び細胞増殖活性が増加した。これらの結果は，表面
形態に関係なく，細胞増殖が活性化され，分化が抑
制されなかったことを示した。
⑶培養１９日目（図１１）
培養１９日目では，オステオカルシンの量はTiHA

ナノコーティングの有無にかかわらず，機械研磨面

よりも粗面で高かった。TiHAナノコーティングし
た機械研磨面は，TiHAナノコーティングなしの粗
面と同等レベルにオステオカルシン産生を亢進させ
た。TiHAナノコーティングは，粗面においては
３倍オステオカルシンの量を増加させた。同様に，
カルシウムの量はTiHAナノコーティングの有無
にかかわらず機械研磨面よりも粗面で高かった。

図９ 培養７日目

図１０ 遺伝子発現解析

中澤：チタンアパタイトナノコーティングチタン表面での骨芽細胞機能評価７６

― ７６ ―



TiHAナノコーティングした機械研磨面において，
コーティングなしの粗面と同程度にカルシウムの量
を増加させた。TiHAナノコーティングにより粗面
では，カルシウムの量が３０％増加した。
骨芽細胞がTiHAナノコーティングした機械研

磨面および粗面の両者においてコラーゲン，オステ
オカルシンおよびカルシウムの量を増加させた。培
養早期において，TiHAナノコーティングは機械研
磨面および粗面の両者において，接着細胞数および
細胞増殖活性を増加した。これらの結果は，表面形
態に関係なく，TiHAナノコーティングしたチタン
表面上の骨芽細胞では，一般的な細胞系譜制御の根
本原理である増殖と分化の相反関係と合致せず，細
胞増殖が活性化されるとともに，分化が抑制されな
かったことを示した（図１２）。

まとめ

本研究では，TiHAナノコーティングすることで
機械研磨面だけでなく粗面においても骨芽細胞の増
殖活性が亢進し，骨芽細胞の分化も増加させた。こ
の結果は，遺伝子レベル，タンパク質レベルの両者
において，細胞外基質の産生能および石灰化の向上
として観察された。結果として，TiHAナノコー
ティングが，両チタン表面において，オッセオイン
テグレーション能力向上のために有効な物理化学的
表面改質法であることが示唆された。
今後，TiHAナノコーティングは，チタン表面改質

の新時代の始まりを切り開くことになるであろう。

図１１ 培養１９日目

図１２ TiHA表面での骨芽細胞に対する効果の概略
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