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研究成果の概要（和文）：　本研究は機能性モチーフ(PRG，PDS)を付与した自己組織化ペプチドハイドロゲルお
よび中性自己組織化ペプチドハイドロゲル(SPG-178)の歯周組織への影響を検討することである。
　ラット歯周組織欠損へ各ゲル応用後，2・4週にて評価した。Unfilled群と比較して欠損底部歯根側寄りに多く
の新生骨を認め，骨梁構造解析においても有意に高い値を示した。免疫組織学的観察においてはSPG-178群の欠
損底部周囲にPCNA陽性細胞を認めた。以上のことから機能性モチーフ付与および中性自己組織化ペプチドハイド
ロゲルは，歯周組織欠損の治癒を促進し，新規歯周組織剤として有用である可能性が示唆された。

研究成果の概要（英文）：The aim of this study is to evaluate the effect of designer self-assembling 
peptide hydrogel (PRG, PDS) and neutral self-assembling peptide hydrogel (SPG-178) on periodontal 
tissue regeneration.
In vivo, rats were sacrificed and evaluated at 2 and 4 weeks after application of PRG, PDS, SPG-178 
to surgically prepared rat periodontal defects. Compared with the Unfilled group,  amount of new 
bone was found near the root of the defect and at the bottom of the defect. It was also 
significantly higher in trabecular structure analysis by using TRI-3D / BON. In immunohistological 
observation, PCNA positive cells  were found around the defect bottom. This is thought to be 
osteoblasts, fibroblasts. From the above, it was suggested that the designer self-assembling 
hydrogel and the neutral self-assembling peptide hydrogel may promote healing of periodontal tissue 
defect and may be useful as a novel periodontal tissue preparation. 

研究分野： 歯周組織再生療法

キーワード： 歯周組織再生療法　自己組織化ペプチドハイドロゲル　機能性モチーフ
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