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研究成果の概要（和文）：本件研究は骨質および骨代謝の低下した条件下での骨欠損部に対して，多孔性ハイド
ロキシアパタイトへポリリン酸を吸着させたインテリジェント人工骨およびPTHの間歇投与による骨質改善療法
を行い，同部へのインプラント埋入および骨支持の状態を評価し，その有用性を検討した．ポリリン酸とPTHは
相互作用を示し，骨芽細胞の活性化を促進した．骨欠損部への骨再生も同様に早期の骨形成を確認した．このよ
うな骨質改善部でのインプラント支持の評価では，埋入時の初期固定およびオッセオインテグレーション獲得の
促進を達成した．

研究成果の概要（英文）：In this study, bone quality improvement therapy using combination methods of
 intelligent arterial bone: polyphosphate integrated porous HA and intermittent PTH administration 
was assessment under conditions of reduced bone quality and metabolism. The combination methods 
indicated the promotion of osteoblast activation, enhancement bone formation and establishment 
implant stability: preferable primary stability and achievement osseointegration in rabbit 
osteoporosis model.

研究分野： 歯科補綴学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
インプラント治療において，埋入部位の骨

量が不足する場合，骨再生療法により骨欠損
部の骨形成を埋入前に達成する必要がある．
骨粗鬆症のような骨質および骨代謝活性が
低下している病態では骨形成が十分に得ら
れず，インプラント治療の予後が悪くなる可
能性がある．我々は骨伝導に優れる多孔性ハ
イドロキシアパタイトに生体活性作用を持
つポリリン酸を吸着させたインテリジェン
ト人工骨は骨再生を促進することを明らか
としてきた．一方，間歇投与により骨代謝を
活性化させる作用を持つ副甲状腺ホルモン
はすでに骨粗鬆症の治療として用いられて
いる．そこで，これらを組み合わせることで
インプラント治療に適応する新たな骨質改
善療法の可能性に着想した． 
２．研究の目的 
本研究の目的は骨伝導に優れる多孔性ハ

イドロキシアパタイトにポリリン酸を吸着
させたインテリジェント人工骨と間歇投与
により骨代謝を活性化させる作用を持つ副
甲状腺ホルモンを併用することによる骨質
改善および骨形成促進，さらにインプラント
支持に及ぼす影響を検討する．以上から，そ
の有用性を明らかとすることでインテリジ
ェント人工骨を用いる骨質改善療法の確立
を目指すことである． 
 
３．研究の方法 
（1）ポリリン酸と副甲状腺ホルモン（PTH）
による骨芽細胞活性促進の検討： 
ポリリン酸吸着アパタイトの作製のため、連
通多孔性アパタイトプレートを 25％濃度ポ
リリン酸溶液に浸漬（4時間）させ，電位差
による結合処理後，遠心分離および乾燥処理
を行った．以上の工程によりポリリン酸吸着
アパタイトプレートを準備する．準備したポ
リリン酸吸着プレートに MC3T3-E1 細胞を播
種（1x10６/ml）し，骨分化誘導培地で３，
９，１２，および 18 日間，培養する．培養
条件は① アパタイトプレート（コントロー
ル）② ポリリン酸吸着アパタイトプレート
③ アパタイトプレート+ PTH投与 ④ ポリリ
ン酸吸着アパタイトプレート+ PTH 投与,の 4
群とする.培養後,アルカリファスファター
ゼよる測定、石灰化度の評価としてアリザリ
ンレッドＳ染色による石灰化度の観察を行
った． 
（２）副甲状腺ホルモン（PTH）の間歇投与
およびインテリジェント人工骨のステロイ
ド性骨粗鬆症条件下における骨欠損部の骨
形成の評価： 
ニュージーランドホワイトラビット 20 羽に
卵巣摘出を行い，４週間副腎ステロイド（メ
チルプレドニゾロン）を投与し，ステロイド
性骨粗鬆症モデルを製作した．同動物の両側
大腿骨に規定の骨窩（直径３mm，深さ：５mm）
を形成し連通多孔性ハイドロキシアパタイ
トおよびインテリジェント人工骨をそれぞ

れ埋入した．1０羽には PTH を 4週間間歇投
与し，のこり１０羽には同条件にて生理的食
塩水の間歇投与を行った． 4 週後にインプラ
ント埋入窩の形成を行った後，組織ブロック
を採取し，マイクロ CT による観察，脱灰標
本を作製しヘマトキシ・エオジン染色を行い
組織学的および組織形態計測として骨欠損
部の新生骨面積率測定を行い骨形成状態の
評価を行った． 
（3）副甲状腺ホルモン（PTH）の間歇投与お
よびインテリジェント人工骨によるオッセ
オインテグレーション獲得の検討： 
実験（２）の条件において，インプラント埋
入から 4週間の観察期間を設け，オッセオイ
ンテグレーションの評価として，共振周波分
析によるインプラント安定係数（ISQ 値）の
測定，組織学的観察および組織形態計測とし
て骨接触率，骨形成率の測定を行った． 
  
４．研究成果 
（1）ポリリン酸と PTH による骨芽細胞活性
促進の検討： 
鎖長 65 ポリリン酸が骨芽細胞様細胞に対し
て，アルカリフォスファターゼ活性の上昇，
アリザリンレッド染色による石灰化の促進
がみられた．PTH 投与においても同様の骨形
成促進効果を示した．これらの効果は作用機
序が異なることから Positive control と 
して用いたポリリン酸およびPTH併用群は相
乗効果を示し，その分化促進作用は同群が最
も高い値を示した． 以上より，これらより
生体応用においても骨形成促進効果を期待
できることが示唆された． 
（２）副甲状腺ホルモン（PTH）の間歇投与
およびインテリジェント人工骨のステロイ
ド性骨粗鬆症条件下における骨欠損部の骨
形成の評価： 
インテリジェント人工骨およびPTH投与群で
は他の群と比較して材料中心部においても
骨組織が観察され，また材料外周に位置する
骨髄組織周囲においても皮質骨領域から連
続している骨梁構造が顕著に観察できた．イ
ンプラント埋入の評価においても，埋入初期
トルク値および周囲骨梁形成も有意に高い
値を示し，良好な初期固定の獲得が確認でき
た． 
以上より，ステロイド性骨粗鬆症条件下にお
いてインテリジェント人工骨およびPTH投与
群は有意に骨形成促進効果示し，また骨質改 
善効果を持つことが明らかとなった． 
（3）副甲状腺ホルモン（PTH）の間歇投与お
よびインテリジェント人工骨によるオッセ
オインテグレーション獲得の検討： 
埋入時の初期固定は実験（２）と同じ結果で
あった．継時的な ISQ 値の測定ではインテリ
ジェント人工骨+PTH 投与群は常に高い値を
示していた．コントロール群は，埋入時の初
期固定は低かったものの，継時的に上昇傾向
を認め 4週後において 60 以上の値を示し，
一般的なオッセオインテグレーション獲得



としての評価値に達していた．骨接触率，骨
形成の評価においても，インテリジェント人
工骨+PTH 投与群はコントロール群に対して
高い値を示していた． 以上の結果より，骨
質および骨代謝低下を示す骨粗鬆モデルに
おいて，インテリジェント人工骨および PTH
投与を併用する骨質改善療法はインプラン
ト治療において，初期固定の獲得，オッセオ
インテグレーション獲得の促進，これらを達
成することができた． 

図１：多孔性アパタイトによる骨再建部に形
成したインプラント埋入窩の評価．  
深部まで骨形成が観察されインプラントを
良好に支持することができる． 
 

図２：PTH による骨質改善を行った部位に形
成したインプラント埋入窩の評価． 
PTH 条件下では周囲骨の骨梁の形成が促進さ
れておりインプラントを良好に支持するこ
とができる． 
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