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口腔科学研究センター・口腔インプラント学研究部門 
 

プロフィール 

 

1. 教室員と主研究テーマ 

 
教  授   吉成 正雄   ジルコニアセラミックスのインプラントへの応用（A09-0325-1） 

低温プラズマによるインプラントの生体機能化 

Tissue Engineeringによる顎骨再生 

インプラント埋入に伴う顎骨生体アパタイト配向性の変化 

インプラント埋入、リスクファクターとしての免疫応答     

准 教 授   三浦  直   抗菌性物質のチタン表面への歯周病原菌の付着抑制の研究(A09-0325-2) 

真核生物の膜形成機構の解析（A09-0325-4） 

研究支援   田辺 耕士   ジルコニアインプラントの骨形成能（A09-0325-5） 

 

2. 成果の概要 

 
1）ジルコニアセラミックスのインプラントへの応用 

 ジルコニアセラミックス、特に正方晶安定型ジルコニアは、高強度で耐久性に富むセラミックスと

して、生体材料への応用が期待されている。しかし、本材料を生体用、特に歯科インプラント材料と

して応用する場合、骨伝導性、生物学的封鎖性、バイオフィルム形成阻止能など、解決すべき問題が

山積している。本研究は、現在までのチタンの生体機能化に関する研究成果を活かし、ジルコニアに

対して骨伝導性の付与、機能性タンパク、接着性タンパク、各種薬剤の固定化をはかり、生体材料へ

の応用の可能性を検討する。昨年度に引き続き以下を検討した。 

・ジルコニアに軟組織適合性を付与する表面改質 

・ジルコニアの対合歯およびチタンとの摩耗特性 

 

Dental Materials Journal 2014; 33(6): 811–817 

日口腔インプラント誌 2014; 27: 541-548 

  
2）低温プラズマによるインプラントの生体機能化 

チタンおよびジルコニアへの低温プラズマ法による超親水性処理の有効性が明らかとなった。 

   

日口腔インプラント誌2014; 27: 528-540 

Dental Materials Journal 2014; 33(5): 696–704  

Dental Materials Journal 2015; 34(1): 120–127 

 

3) Tissue Engineering用Scaffoldの生体機能化－タンパク質固定化技術の確立－ 

(1) スタチン系薬剤の骨形成能 

スタチン系薬剤は骨粗鬆症モデルラットの骨系に有効に作用することが明らかとなった。 

 

J Hard Tissue Biology 2014; 23(4): 389-398 

J Hard Tissue Biology 2015; 24(2): 147-154 
 

(2) チタン結合ペプチド、ミルクベーシックプロテインの応用 

 

J Oral Tissue Engin 2014; 12: 1-7  
Nutrition 2015; 31: 399-405 

(3) インプラント埋入に伴う顎骨生体アパタイト配向性の変化 

 

J Hard Tissue Biology 2015; 24(3): 235-240 

 

3. 学外共同研究 
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担当者 研究課題 

学外研究施設 

研究施設 所在地 責任者 

吉成 正雄 Milk basic protein(MBP)による骨

再生 

九州大学大学院歯

学研究院・口腔常

態制御学 

福岡市 城戸 瑞穂 

吉成 正雄 リン酸カルシウム薄膜形成による歯

科インプラント材の表面改質 

ナイメヘン大学・

生体材料 

Nijmegen, 

The 

Netherlands 

Jansen JA 

吉成 正雄 口腔粘膜疾患発症と歯科用金属の関

連についての臨床的検討 

慶應義塾大学・医

学部・歯科口腔外

科 

東京都 

新宿区 

角田 和之 

吉成 正雄 唾液エクソソームによる口腔がんお

よび全身疾患診断法の確立 

(公財)がん研究

会・がん研究所 

東京都 

江東区 

芝 清隆 

 

4. 科学研究費補助金・各種補助金 

 

研究代表者 研究課題 研究費 

吉成 正雄 スタチン徐放性を制御した新機軸「母床骨改善型インプ

ラント」の開発 

文部科学省科学研究費補助

金・基盤研究(B) 

 

5. 研究活動の特記すべき事項 
 

シンポジウム 

シンポジスト 年月日 演題 学会名 開催地 

吉成 正雄 2015. 2.20 2.プロジェクト研究計画 

(1) コア研究部門 

(2) 生体材料系研究部門 

平成 26年度  東京歯科

大学口腔科学研究センタ

ーワークショップ 

東京都 

千代田区 

 

学会招待講演・特別講演・教育講演 

講演者 年月日 演題 学会名 開催地 

吉成 正雄 2014.10. 4 「生体多機能化インプラント」を

目指して 

第 298回東京歯科大学学

会総会 

東京都 

千代田区 

 

学術学会に相当しない団体が開催するセミナー・研究会・カンファレンス等における発表・講演 

講演者 年月日 演題 会合の名称 開催地 

吉成 正雄 2014. 4.25 メタルフリー・ジルコニア修復

物の可能性 

口 腔 研 究 会  Oral 

Research Group 

東京都 

荒川区 

吉成 正雄 2014. 5.10 インプラント材の表面構造 日本歯科先端技術研究所

研究会 

東京都 

港区 

吉成 正雄 2014. 7.26 ジルコニアの基礎的性質 

－メタルフリー・ジルコニア修

復物は可能か－ 

TDC卒後研修セミナー

2014 インプラントセミ

ナー 

東京都 

千代田区 
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吉成 正雄 2014. 7.27 インプラントの表面・ジルコニ

ア 

2014年福岡口腔インプラ

ント研究会・福岡歯科大

口腔インプラント科合同 

福岡市 

吉成 正雄 2014. 9.26 インプラントの展望 

・超親水性インプラントとテー

ラーメイドインプラント 

口 腔 研 究 会  Oral 

Research Group 

東京都 

荒川区 

吉成 正雄 2014.12. 

6-7 

インプラント材料－ジルコニア

－ 

Dentistry, Quo Vadis ? 東京都 

千代田区 

吉成 正雄 2015. 3. 7 チタンおよびジルコニアの特性

と生体反応 

福岡口腔インプラント研

究会認定講習会 

福岡市 

吉成 正雄 2015. 3.20 ジルコニアの光と影 東京歯科大学 第 596回

理工懇談会   

東京都 

千代田区 

 

6. 教育に関する業績、活動 
 

他の大学・研究機関等における学生・大学院生を対象とする講義・実習 

担当者名 年月日 テーマ・演題 大学・機関 所在地 

吉成 正雄 2014.11.28 ジルコニアの歯科インプラントへ

の応用の可能性 

－メタルフリー・ジルコニア修復

物は可能か－ 

北海道医療大学大学院セ

ミナー 

石狩郡 

当別町 

 

7. 社会的貢献・社会に対する活動 
 

その他メディア等への掲載・出演 

氏名 年月日 タイトル 掲載誌・放送局番組名・URL 

吉成 正雄 2014.11. 4 歯科理工学の立場から     

カリエスリスクの高い患者にフ

ッ素は重要 

新聞QUINT 

 


