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１．はじめに

第１報（インプラント材としてのチタン，Vol.

１０３，№５）では，チタンは osseointegration し易

く優れた素材であるが，インプラント／骨間に

ギャップ形成の危険性があること，第２報（イン

プラント材としてのアパタイト，№６）では，ア

パタイトは早期で直接の骨結合が期待されるが，

現在の溶射法によるアパタイトコーティング・イ

ンプラントではその特徴を活かしきっていないこ

とを述べた。そして，第３報（インプラント表面

と生体，№７）では，市販インプラント材の表面

（表面形状と表面性状）はどうなっているのか，イ

ンプラント材としてどのような表面が求められて

いるか，について述べた。

最終回の本報では，インプラントの今後の展望

として，近未来的にはどのようなインプラント材

が期待されるか，薄膜によってチタン表面を改質

した「組織適合型インプラント」とはなにかにつ

いて述べ，また「即時荷重・早期荷重インプラン

ト」について，さらに将来の夢として「歯根膜再

生型インプラント」についても触れてみたい。

２．薄膜による表面改質

第２報でも述べたように，現在のアパタイト

コーティング・インプラントは膜の厚さ，均一

性，チタン基材との密着性において問題点が指摘

されている。この解決策として薄膜法が注目され

てきた。

１）なぜ薄膜？―薄膜の意義―

一般に金属材料は強度が大きく展延性に優れ容

易に破折しない。一方，セラミック材料は，脆

く，性質のバラツキが大きい（表１，第１報も参

照）。これら金属材料とセラミック材料を積層さ

せ，曲げ応力を加えた場合を考える（表２）。セラ

ミック層を金属と同じ１ｍｍにすると，セラミッ

クは金属（Ti）の弾性限内で破壊することがわか

る。しかしセラミック層を例えば１０μmと薄く

すると大きなたわみ量が得られ，金属が塑性変形

してもセラミックには破壊が起こらない。セラ

ミックと金属が密着し，セラミック層が緻密であ

れば，セラミック層を必要最小限の厚さにしたほ

うが金属の力学的特性を最大限発揮できる１，２）。し

たがって，歯科インプラントのように強度が要求

される生体材料は，中心に金属材料を，表面に

種々の機能を持つセラミック材料や高分子材料あ

るいはタンパク質を，必要最小限の厚さで形成し

た複合材料が合理的な構造体となると考えられ，

金属材料を薄膜で表面改質する意義がここにあ

る。

このように薄膜法は，

�金属の力学的特性を最大限発揮できる，だけで
はなく，以下のような優れた特徴をもつ。
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�基材の表面形状を変化させない：表面形状は細
胞の増殖，分化に重要な意味を持つことを前回

述べたが，薄膜形成法はマイクロメータ（μm）

～ナノメータ（nm）レベルの表面改質法であ

り，あらかじめ調製した基材の表面形状を変化

させる心配が少ない。

�表面性状を制御しやすく，薄膜を介して機能性
物質を固定できる：インプラント材にとって表

面性状をコントロールすることも重要である。

薄膜形成法は純粋な化合物を形成し易い方法で

あることから，目的の表面性状（表面エネル

ギーや表面電位，前報参照）を持つ表面に改質

できる。また，密着性の良い薄膜を介して，例

えばBMPなどの生理活性物質やBisphosphonate

などの薬剤を基材に固定することが可能とな

り，機能性物質の局所作用が期待できるように

なる。

２）薄膜形成法―ドライプロセス―

薄膜が形成できる表面改質法には，ウェットプ

ロセスとドライプロセスがある。ウェットプロセ

スには電気メッキ，陽極酸化，イオン交換，など

があり，ドライプロセスには従来からの高温酸

化，窒化，浸炭に加え，プラズマ溶射法や，主に

半導体工業とともに発展してきた物理的蒸着

（PVD）法をはじめとした比較的新しい技術があ

る。ウェットプロセスに比較してドライプロセス

が優れる点は，無公害プロセスであり製品は安全

であることと，緻密な膜が品質コントロールよく

作製できることである３）。

現在，主に応用されているドライプロセスによ

る表面改質法を図１に示す。これらの膜の基材に

対するに密着力は膜厚が厚いと小さく，薄いと大

きい。歯科・医科領域においても基板との密着性

に優れた薄膜コーティング法や，表面そのものを

改質する方法が提唱されており，イオン注入（ion

implantation）法４），イオンスパッタリング（ion sput-

tering）法５，６），イオンプレーティング（ion plating）

法７），イオンビームミキシング（ion beam mixing）

法８），イオンビームダイナミックミキシング（ion

beam dynamic mixing, IBDM）法９，１０，１１）などが応用

されつつある。これらの方法は殆ど全てが，チャ

ンバー内に試料を配置した後，高真空まで排気後

不活性ガスなどに置換し，プラズマ状態（電離さ

れた状態）で処理を行うため，比較的純粋な化合

物が緻密な状態で形成できる。そのうちイオン注

入法は，イオンにより表面そのものを改質するも

表２ 破壊しないで曲げられる曲率半径
（単位：ｍｍ，３点曲げ試験，スパン幅３０ｍｍ）

厚 さ

１ｍｍ １０μm

Stainless steel ０．２５ ―

Ti ０．５３ ―

Alumina ０．１９－０．３８ １９－３８

Hydroxyapatite ０．１３－０．２５ １３－２５

表１ 金属材料とセラミックス材料の物性比較

耐 力
（MPa）

弾性率
（GPa）

熱膨張係数
（χ１０－６／Ｋ）

Stainless steel
（SUS３１６）

３００ １８０ １６

Ti（JIS grade２） ３５０ １００ ８

Alumina ５００－１０００３５０－４００ ５－８

Hydroxyapatite １００－２００ ３５－１２０ １０－１３

吉成：インプラント材料とその表面６３８
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のであり，コーティング法で欠点となる膜剥離が

ない。その他の方法は，コーティング薄膜を形成

する方法であり，このうちイオンプレーティング

法による窒化チタンコーティングは硬質で緻密な

薄膜が形成できることから，整形外科や歯科の分

野でも，金属の耐食性や耐摩耗性改善に応用され

ている１２，１３）。イオンビームダイナミックミキシン

グ法は，イオン注入と PVD法を組み合わせた方

法であり，密着性のよい緻密な薄膜が期待できる

（後述）。

ドライプロセスはまた，改質したくない部位を

アルミフォイルなどで被覆することにより，特定

の部位のみの表面改質が可能であり，種々の組織

に接する歯科インプラントの表面改質には好都合

である。

３．組織適合型インプラント

歯科インプラントの特殊性を天然歯と比較して

考えてみよう。天然歯は上皮が付着上皮を介して

enamel と結合して組織が連続性をなしており，

さらには各種機能を有する歯根膜を持っている

（後述）。これに対して，歯科インプラントは非自

己であるばかりか，天然歯のような巧妙な仕組み

（付着上皮と歯根膜）を持っていないため，常に

「異物排除」の危険性にさらされている。

これまでのインプラント治療は顎骨の健全な患

者を対象としてきたが，悪性腫瘍により顎顔面切

除を行った症例や，骨粗鬆症患者や高齢者など母

床骨の状態が悪い症例にも応用できるインプラン

ト材が求められている。また，現在のインプラン

トは osseointegration を基本に成り立ってきた

が，osseointegration が達成されたインプラント

でもインプラント周囲炎により骨吸収が惹起され

る場合がある。したがって，骨組織と接触する

フィクスチャーの改良のみではなく，インプラン

ト周囲骨の再建や，付着上皮の形成，プラークを

付着させない表面への改質などの研究が求められ

ている。

我々はこのような情況のもと，ドライプロセス

を用いたチタンの表面改質によって，骨組織接触

部位，上皮下結合組織，上皮組織，および口腔内

露出部位，全てに適合する表面を持つ「組織適合

型インプラント」（図２）を開発することを試み

た１４）。ドライプロセス法は前述したように表面を

よく制御された状態で改質できる特徴に加え，改

質したくない部位を簡便に被覆することにより，

図１ ドライプロセスによる表面改質法（プラズマ溶射法は溶射時，高温の熱プラズマを利用する）

歯科学報 Vol．１０３，No．８（２００３） ６３９
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特定の部位のみの表面改質が可能となる有利な点

があり，種々の組織に接する歯科インプラントの

表面改質には好都合である。以下接触する部位ご

とに，ドライプロセス法によるチタンインプラン

トの表面改質法について述べる１５，１６）。

１）骨組織と接する部位

この部位は先ず，骨形成速度の増大と強固な骨

結合を増大させるような表面改質法が求められ

る。また，高齢化社会に対応してインプラントの

適応範囲を拡大するために，インプラントのホス

トとなる母床骨を改善すべく骨密度を増大させる

ような表面改質法が求められる。

表面形状は，創傷の治癒過程やリモデリング時

において，細胞接着，伸展，配列，集簇，分化に

影響を与えることは前報で述べたが，最近，１μm

程度の微細溝（micro-groove）と５０μm程度の溝

（macro-groove）を組み合わせたmulti-groove を

チタン表面に施し，骨基質を誘導する研究が行わ

れている１７）。

表面性状に関しては，インプラント周囲骨組織

は常にリモデリングが行われる状況を考えるな

ら，骨形成終期には消失するような程度のリン酸

カルシウム（Ca－P）薄膜で十分であるといえる。

溶射法にかわるドライプロセスによる表面改質法

として，前述のCaイオン注入法，Ion plating 法，

Ion sputtering 法，Ion beam dynamic mixing

（IBDM）法などが紹介されている。我々は密着性

と膜形成速度に優れる IBDM法に着目した１０，１１，１８）

（図３）。本法は，Caイオンを注入しながらリン

酸カルシウムをコーティングする方法であり，膜

は緻密で薄いため透明である。また，表面は平坦

であり，膜は強固に接着し，溶射法の欠点を克服
�していることがわかる。Branemark インプラン

トにこれらのリン酸カルシウム薄膜コーティング

した例を図４に示す。コーティング層は緻密な薄

膜のため，僅かに着色する程度で殆ど透明であ

る。これらのCa－P薄膜コーティングインプラ

ントは，チタンと比較し早期の骨形成能に優れる

ことが報告されている１９，２０，２１）。

ドライプロセスでコーティングした薄膜は，

コーティングのままでは膜の結晶性が低く体液に

対して溶解性が大きすぎる問題点がある。従来

は，電気炉による長時間加熱で結晶性を高めて溶

解性を小さくしてきたが，膜の剥離の問題が解決

されなかった。この対策として，赤外線による６００

図２ 組織適合型インプラントの概念

図３ IBDM法によって形成したリン酸カルシウム
（Ca－P）コーティング膜

吉成：インプラント材料とその表面６４０
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～７００℃で１０～２０秒の急速加熱がTi 基板との密

着性を損なわず溶解性を制御できる熱処理法であ

ることが明らかとなっている１１，２２）（図５）。すなわ

ち，従来の電気炉加熱（図右）では膜の剥離が見ら

れるが，赤外線加熱では見られない（図左）また，

リン酸カルシウム膜とチタン界面の分析から，こ

れらの密着性に重要な役割を果たすのは，チタン

の酸化物の生成状況ではなく，Ti－P化合物の生

成状況であることが明らかとなった。この理由

は，Ti－Ca 系では固溶体も化合物も形成しない

が，Ti－P系では多くの金属間化合物を形成する

ためである１１）。

［機能性タンパク質や薬剤の局所投与］

骨芽細胞が多く存在する部位では骨伝導性を有

する表面で十分とも考えられるが，より積極的に

骨誘導あるいは骨密度を増大させる機能性タンパ

ク質（生理活性物質）や薬剤の局所投与法が検討さ

れている。局所投与のためには機能性タンパク質

や薬剤をチタン表面に固定し徐放化する技術が必

要である。

前述したように，薄膜を介して機能性タンパク

質や薬剤の固定化や徐放化が期待できる。しか

し，タンパク質を直接利用する方法は，タンパク

質そのものが高価であること，免疫の問題を完全

に回避できないこと，などの問題を内在しており

現実的とは言えない。我々は，骨粗鬆症の治療薬

であるBisphosphonate をチタン表面に固定する

ことを試み，リン酸カルシウム薄膜やCaのイオ
�図４ Ca－P薄膜をコーティングしたBranemark イ

ンプラントとその組織反応

図５ 赤外線加熱炉による急速加熱（左）と，疑似体液浸漬による膜の変化（右）

歯科学報 Vol．１０３，No．８（２００３） ６４１
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ン注入によりBisphosphonate がチタンに固定で

きることを明らかにした２３）。この理由は，Bisphos-

phonate がリン酸カルシムあるいは他のカルシウ

ム化合物と特異的に結合することによるものと考

えられた（図６）。また，in vitro，in vivo 試験から，

Bisphosphonate は破骨細胞の抑制のみならず，

骨芽細胞の活性化にも効果的であることが明らか

となった２１，２４，２５）。また最近，高脂血症治療薬シン

バスタチンは，骨芽細胞においてBMP‐２の産生

を促進することが報告されている２６）。本剤をチタ

ンインプラント材に固定することが可能になれば

早期の骨形成が期待されるが，チタン表面にプラ

ズマ処理を施すことにより本剤の固定化が可能と

なった２７）。

２）上皮下結合組織，上皮と接する部位

現在のインプラントは，前述したように軟組織

との接着は脆弱であり２８），またインプラント周囲

炎が発症し易く脱落の危険性を孕んでいる。この

ように，上皮下結合組織，上皮のインプラント体

への接着は，骨吸収を防止するためにも，上皮や

細菌の侵入の防止するためにも重要である。

現在まではこの部位を細菌の付着しにくい鏡面

にし，線維性結合組織の収縮により，物理的に封

鎖するという消極的な手段に頼ってきた。今後

は，結合組織との確実な接着を獲得し生物学的封

鎖を達成するために，線維芽細胞，上皮細胞の伸

展，伸張に影響する表面形状の制御法が重要とな

る。そのために，上皮細胞より線維芽細胞の伸展

が早いこと考慮した contact guidance の設計，

およびバクテリアと細胞のサイズの違いを利用し

た表面形状の設計が志向され，前述したmulti－

groove をチタン表面に施したり２９）（図７），ま

た，線維芽細胞が侵入する critical なポアサイズ

である直径５０～８０μmの孔を付与することによ

り，インプラント長軸方向と垂直に配向する軟組

織接着を獲得する努力がなされている。

表面性状の制御では，付着上皮形成を伴った軟

組織接着を実現するために fibronectin や laminin

などの接着性タンパク質でチタンを表面修飾する

方法が有望である（図８）。細胞は元来，細胞外基

質（ECM；extracellular matrix）と接着性タンパ

クを介して接着していることから，インプラント

体をECMとみなすことにより，接着性タンパク

を介した細胞接着が可能となるからである３０）。接

図６ Ca－P薄膜を介したチタンへのBisphosphonate
（Pamidronate）の固定

図７ Multi-groove によるインプラント長軸方向と垂
直に配向する軟組織接着機構
Multi-groove＝Macro-groove（５０μm程度の溝）

＋Micro-groove（１μm程度の微細溝）

吉成：インプラント材料とその表面６４２
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着性タンパクをチタンへ固定するためにプラズマ

重合による疎水性有機質薄膜形成法が検討されて

いる３１）。

３）口腔内露出部位

天然歯に歯周炎が発症するように，インプラン

トにはいわゆるインプラント周囲炎（peri－implan-

titis）が発症する。インプラント周囲炎に罹患す

ると，歯周炎と異なり，図９のＸ線写真に示され

るように，インプラントを支持している implant

fixture 上部周囲付近に，周囲溝は浅いがインプ

ラントに沿った深い骨吸収が起こる。この原因

は，現在のインプラントが付着上皮による結合機

構および歯周組織でみられる防御機構を持たない

こと，さらにはインプラントに口腔内細菌が付着

し易いためであると言われている。

インプラント周囲炎の原因の一つに細菌感染が

ある。インプラント周囲炎で撤去したインプラン

トのプラーク様付着物には球状の連鎖球菌や細長

い桿菌あるいはらせん状のスピロヘータ様の細菌

付着が全面に観察され（図１０），これらの細菌は歯

周病原菌と一致していることが PCR法によって

確認されている３２）。

細菌は比表面積（単位質量当たりの表面積）が大

きく，その吸着特性は表面荷電状態に大きく影響

される。したがって，この部位をプラークフリー

の表面にするためには，表面荷電を考慮した表面

設計が必要となる。生息する細菌そのものや細菌

図９ インプラント周囲炎（peri－implantitis）のＸ線
写真図８ 接着性タンパクのチタンインプラントへの固定化

図１０ インプラント周囲のプラーク様付着物とその SEM像
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が付着する前段階としての唾液タンパクが付着し

ない表面改質法，あるいは細菌増殖を抑制する抗

菌処理法が検討されている。

チタンは骨結合性に優れる反面，口腔内細菌も

付着しやすく，表面を鏡面にしようとも粗面にし

ようとも，若干の量的差こそあれ細菌は付着しプ

ラークが形成される。チタンに細菌が付着しやす

いのはチタンの osseointegration と関係がある。

チタンは，表面にリン酸カルシウムや血清タンパ

クが吸着しやすく，osseointegration を獲得しや

すいといわれているが，このことは裏を返せば，

口腔内細菌も付着し易いことを意味する。した

がって，この部位は骨組織接触部に求められる性

質とは異なる表面改質法が求められる。また，こ

の部位は常時ブラッシングがなされることから，

耐摩耗性に優れた表面でなくてはならない。

� 初期付着抑制

著者らは，鏡面の純チタン板に耐摩耗性処理で

あるイオン注入処理（Ca，Ｎ，F－implanted），

陽極酸化処理（Anode－oxidized），チタニア低温

溶射処理（Titania－sprayed），イオンプレーティ

ング処理（TiN，Alumina－ccoated），イオンビー

ムミキシング処理（Ag，Sn，Zn，Pt－IBM）を施

した（表３）。これらの表面を持つ試料の表面化合

物，表面エネルギー，表面荷電状態を検索したの

ち８），［３Ｈ］－thymidine や［３Ｈ］－uridine で ラ ベ

リングした歯周病原菌を培養し，初期付着特性を

検討した３３）。その結果，Caイオン注入処理面で付

着量が多く，Alumina 被膜処理面で少なくなっ

た（図１１）。また，P. gingivalis の初期付着量は，

表３ ドライプロセス法で改質したチタン表面の化合物，改質層の厚さ，表面粗さ，ヌープ硬さ，期待される効果

略 号 改質法 表面化合物＊ 改質層の
厚さ＊＊ 表面粗さ＊＊＊ ヌープ硬さ

１０gf 期待される効果

Ti－polished TiO２ ＜３０nm ０．０７（０．０１） １４８（５）

HA－coated IBDM Hydroxyapatite １μm ― ― 骨形成促進

Ca－implanted イオン注入 CaTiO３，TiO２，TiO １５０nm ０．１０（０．０１） ２６４（１７） 骨形成促進

N－implanted イオン注入 TiN，Ti２N，TiO２ ３００nm ０．０６（０．０１） ２３２（１４） 耐摩耗腐食
F－implanted イオン注入 TiF３，TiOF，TiO２，TiO １５０nm ０．０８（０．０２） ２３０（１９） 抗菌性
Anode－oxidized 陽極酸化＃ TiO２（brookite），TiO ３００nm ０．１９（０．０４） ２２７（２５） セラミックス化，黄金色
Titania－sprayed フレーム溶射＃ TiO２（rutile，anatase） ＞３μm ３．７９（０．４１） ― 抗菌性？（光触媒）

TiN－coated イオンプレーティング TiN ３μm ０．１２（０．０４）１８３７（２２７） 耐摩耗，セラミッ
クス化，黄金色

Alumina－coated イオンプレーティング Al２O３（corundum） ３μm ０．０６（０．０３） １３５５（６６） 細菌付着抑制
Ag－IBM イオンビームミキシング Ag，TiO２，TiOx １００nm ０．０９（０．０２） ２５０（８） 抗菌性？

Sn－IBM イオンビームミキシング Sn，TiO２，TiOx １５０nm ０．１５（０．０４） ２１２（６） 抗菌性？
Zn－IBM イオンビームミキシング Zn，TiO２，TiOx １００nm ０．０８（０．０３） ２１３（１３） 抗菌性？
Pt－IBM イオンビームミキシング Pt，TiO２ １５０nm ０．０７（０．０２） ２２５（１９） 細菌付着抑制？

（ ）標準偏差，＊Ｘ線光電子分光（XPS）と薄膜Ｘ線回折（XRD）使用，＊＊チタン換算（XPS使用），＊＊＊中心線平
均粗さ（μm），＃ドライプロセスではない

図１１ 各種表面への P. gingivalis の初期付着量
（１cm２ plate，１h）

吉成：インプラント材料とその表面６４４
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表面エネルギーとCaイオン吸着量と正の相関を

示し，表面の濡れ性，表面電位およびCaの存在

が関与していることが示唆された（図１２）。この理

由として以下のことが考えられた。すなわち，ア

ルミナ（Al２O３）の等電点は９．２～８．０であることか

ら，TiO２（rutile，等電点４．７）と異なり，中性溶液

中では正に帯電している。それゆえ，Ca２＋が吸着

せず，結果的に P. gingivalis の初期付着量が減少

したものと考えられる。しかし，細菌の付着特性

は，表面エネルギー，表面電位以外にも，細菌の

線毛，粘着多糖類，レクチン用リガンドなど様々

な要因に影響されることも事実であり，さらなる

検討が必要である。

� 増殖抑制

さらに，分注した上記培養菌液に各試験片を浸

漬し，生菌数測定法による抗菌性を検討した結

果，フッ素イオン注入（F－implanted）表面のみで

特異的に抗菌性が示された３４）（図１３）。薄膜Ｘ線回

折，Ｘ線光電子分光分析の結果からは，フッ素イ

オン注入処理面はTi－F化合物，TiOF，および

チタン酸化物から構成されていた。また，細菌の

初期付着試験結果から，Ｆ注入試料上ではTi 上

でのそれと大差がなく比較的多くの細菌が付着し

た３３）。これらのことから，Ｆ注入試料で口腔内細

菌の増殖抑制効果が認められた理由は，フッ素の

徐放性によるものではなく，これらの細菌が一旦

チタン表面に付着した後，細菌の糖代謝がフッ素

化合物により阻害されたことによると推察され

る。なお，本F注入処理は線維芽細胞Ｌ９２９の増

殖特性に悪影響を及ぼさなかった。また，０．９％

NaCl における動電位分極試験の結果，Ti の耐食

性に悪影響を及ぼさなかった。他の表面処理，例

えば銀イオン注入や酸化チタン（アナターゼ）処理

なども抗菌性が期待されたが，結果的に細菌増殖

を抑制しなかった。これらは，ハロゲン化銀や酸

図１２ P. gingivalis 付着量と表面エネルギ－，Ca２＋吸着量の関係

図１３ 各種表面処理の P. gingivalis 増殖抑制効果
（１ cm２ plate，４８hrs）
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化銀の生成，光触媒を利用するための胆持材料の

欠如などがその理由として考えられ，これらの処

理を有効にするための検討が必要であろう。

以上，著者らが試みた表面改質法を表３，図１４

に示すが，osseointegration を基本にした組織適

合型インプラントは，現在のインプラント適応範

囲を広げ，長期の機能維持に貢献できると考えら

れる。

４．即時荷重・早期荷重（Immediate／Early Load-

ing）インプラント

最近，即時荷重・早期荷重インプラントが注目

を集め，関係した conference も開かれている３５）。
�元来，Branemarkシステムにおけるossetointegra-

tion を得るためのガイドラインには，治療期間内

における機能圧の完全排除が重要事項として包含

されており，インプラント体の埋入後，機能圧を

加えることなく下顎で３～４ヵ月，上顎で４～６

ヵ月の治癒期間を待つことが原則となっている。

しかし，最近になって，そのNobel Biocare 社か

らTiUnite３６）が，また Straumann 社から ITI TE３７）

が即時荷重・早期荷重インプラントとして相次い

で市場に供された。即時荷重・早期荷重インプラ

ントは特別に新しい概念ではなく，従来から，歯

根の大きさに見合った口径と抜歯窩の形態を考慮

した先細りの形態を持つFRIALIT－２インプラ

ントがFRIADENT社から販売され使用されて

いる。

即時荷重・早期荷重インプラントは，機能圧が

顎骨に早期に伝達されることにより周囲骨のリモ

デリングを促進するとともに，抜歯後に発現する

周囲組織の退縮・吸収を防止することから，治療

期間を短縮し，前歯部の審美修復に適する利点を

有すると云われている。また，この方式が成功す

るための条件として，�抜歯窩に病原や病巣が
残っていないこと，�抜歯窩周囲歯槽骨に十分な
骨壁が存在すること，�初期安定性を獲得するの
に健康な骨が根尖部に存在すること，�一次閉鎖
および治療を達成するための十分な軟組織が存在

すること，などが挙げられている。

表面形状が骨のリモデリング時において細胞動

態に影響を与えること，ならびに SLA表面の早

期骨形成の優位性を前報で述べたが，表面形状の

異なるインプラントと負荷開始時期との関係は明

らかとなっていない。本川は表面形状の異なる３

種類のインプラントに対して埋入後一定期間に機

能的負荷を与えた in vivo 実験を行い，埋入３週

後からの負荷によってより良好なオッセオインテ

グレーションが得られること，また，この際に表

面が粗造であるインプラントを選択することでそ

の確実性が増すことを報告している３８）。この理由

には，インプラントの表面形状がタンパク質の吸

着，血小板の蓄積および活性化，フィブリンの維

持の促進，などが影響していることが考えられ

る。また即時荷重・早期荷重を成功させる因子に

は，表面形状だけではなく，アパタイト薄膜，機

能性タンパク質や薬剤のインプラントへの固定な

ど，表面性状も関与していると考えられる。何れ

にしろ，即時荷重・早期荷重に最適なインプラン

トの表面形状と表面性状，ならびに最適な負荷開

始時期に関してEvidence のある研究が待たれ

る。

図１４ 表面改質による組織適合型インプラント

吉成：インプラント材料とその表面６４６
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５．歯根膜再生型インプラント

本来の歯根膜の機能，すなわち，咬合時などの

ショックをやわらげる緩圧機能，神経機能，血管

を介しての栄養供給機能，および組織再生機能を

有する人工歯根膜の再生は歯科インプラントに

とって永遠の課題である。あらゆる組織の再生能

を有する歯根膜が失われた（歯小嚢の存在しない）

インプラント体周囲環境では，歯根膜の再生はあ

りえず，移植・再植法を優先すべきとの意見が多

い。当初は消極的に，歯根端を残して抜歯し，チ

タンインプラントを埋入することにより歯根膜様

組織の再生を意図した処置が試みられたが，一部

の報告にとどまっている。

Langer と Vacanti が１９９３年にTissue Engineer-

ing３９）を提唱して以来，自らの細胞を生体外（内）

で培養し，組織を再生するTissue Engineering を

応用した歯根膜再生の研究が各機関で精力的に行

われている。恒常性を伴った本来の歯根膜をイン

プラント周囲に再生するには，インプラント表面

にセメント質が沈着しなければならないし，歯根

膜に特徴的な血管神経の配列分布が再現されなく

てならない。歯根膜の特徴を持たないと，インプ

ラント周囲の単なる線維性結合組織の被包になっ

てしまう。Tissue Engineering による歯根膜の

再生には以下の要件が求められる。�細胞：歯根

膜 stem cell（幹細胞）を単離することが重要であ

るが，歯根膜にある血管周囲の線維芽細胞は歯根

膜細胞ともなりうる。�足場材料（Scaffold）：血
管，神経，細胞などが入り込め，形態維持のため

の強度と弾性を持つことが必要である。Scaffold

は，組織を再生する３次元的な場を確保し，調節

因子を保持する担体として働き，さらに細胞の足

場を提供して分化と増殖を促す。我々は海綿骨程

度の空孔をもつ非吸収性ハニカム構造としてカー

ボンフォーム（発泡体）に着目し），それにコラー

ゲンなどをしみ込ませた材料を開発し，検討を

行っている４０）。�調節因子（生理活性物質）：歯根
膜 stem cell をインプラント側ではセメント芽細

胞に，歯槽骨側では骨芽細胞に分化させる機能が

要求される。TGF－βファミリー，アメロジェ

ニンなど機能性タンパク質がその対象となろう。

以上，近未来の高齢化社会に対応する選択肢と

しては「組織適合型インプラント」が有効であろ

うが，遺伝子工学を利用したTissue Engineering

やクローン技術など再生医学の発展はめざまし

く４１），これらの技術を応用した「歯根膜再生型イ

ンプラント」の実現はそう遠い未来ではないかも

しれない（図１５）。

図１５ 組織適合型インプラントとTissue Engineering による歯根膜
再生型インプラント（井上 孝先生ご提供）
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