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研究成果の概要：本研究では、チタン表面にユニークな表面形状を持たせ、その表面に

独自の手法でアパタイトコーティングの規格化を行い、骨芽細胞様細胞の増殖及び挙

動の現象の解明に努めた。アパタイトをチタンにコーティングし、均一な基板を作製

した。細胞増殖、走査型電子顕微鏡、細胞骨格を検証し、経時的変化を新開発チタン

アパタイト表面において確認した。  
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研究分野： 補綴系歯学 
科研費の分科・細目：補綴理工系歯学 
キーワード：（1）表面処理（2）チタン（3）アパタイト（4）骨芽細胞様細胞（5）交互浸漬（6）
インプラント（7）材料加工・処理（8）生体材料 
 
１．研究開始当初の背景 
（1）近年、様々なインプラントが開発され、
形状・表面性状の特色あるインプラントが注
目を浴び、臨床応用に用いられている。それ
に伴い、企業はインプラントの開発に凌ぎを
削っているのが現状である。その背景には、
“インプラントがいかに早く骨とオッセオ
インテグレーションを起こすことが出来る
か”の要望に他ならない。 
①チタンは優れた生体親和性をもつことか
ら、歯科インプラント材料として汎用されて
いる。 
②アパタイトは生体活性材料として、近年め

ざましい研究・開発がなされている。 
 
（2）アパタイトコーティングされたインプ
ラントはコストがかかり高価であるのが現
状であるため、低コストで生産できるインプ
ラントを実用させたい。 
 
 
２．研究の目的 
 今回の研究は、チタン表面にユニークな表
面形状を持たせ、その表面に独自の手法でア
パタイトを低コストでコーティングし、この
改質基板上での骨芽細胞の挙動、及び付着の

研究種目：若手研究（スタートアップ） 

研究期間：2007～2008 

課題番号：19890170 

研究課題名（和文） 交互浸漬を用いた新開発チタンアパタイト表面と骨芽細胞の付着解析 

  

研究課題名（英文） Evaluation of Osteoblast-like Cells Attachment to Titanium with 

Surface Modifications 

研究代表者 

宮本 元治（MIYAMOTO MOTOHARU） 

鹿児島大学・医学部・歯学部附属病院・医員 

研究者番号：50452941 



 

 

メカニズムの解明を目的とすることである。 
３．研究の方法 
（1）チタン処理及びアパタイト生成の均一
性の確立 
 
 市販されている純チタン板(AS)を均一に
表面処理するため、規格化された基板を作製
する。その基板をランダムに抽出して表面改
質の評価を行い、規格をクリアーした基板の
みを培養実験等に使用する。コンピューター
パソコン解析、表面粗さ測定装置、ぬれ性試
験装置等で確認。 

図１ 交互浸漬法 
 
① 48%硫酸水溶液に 60℃ １時間浸漬(AE) 
 
② 5M NaOH 水溶液に 60℃ 24 時間浸漬(AT) 
 
③ 48%硫酸水溶液に 60℃ １時間浸漬後に

5M-NaOH 水溶液に 60℃ 24 時間浸漬（酸ア
ルカリ複合処理）(AA) 
 

④酸アルカリ複合処理した純チタン板に
0.5M CaCl₂、0.1M Na₂HPO₄水溶液に浸漬時間
60 秒間、20 サイクルの交互浸漬し、アパタ
イトコーティングしたもの(AAA) 
 
 

 
表１ 各試料基板コード 
 
 
 
 

（2）チタンを表面改質したアパタイト成分
分析 
 
 規格をクリアーしたチタン表面処理で交
互浸漬し、アパタイトを形成させた後に、走
査型電子顕微鏡、エックス線解析装置、フー
リエ変換分光光度計、エネルギー分散型Ｘ線
分析装置等を用い元素分析の同定。 
 
（3）骨芽細胞様細胞培養における細胞傷害
性、増殖の測定 
 
 培養細胞は骨芽細胞様細胞（MC3T3-E1）を
用い、培地は 10%FBS 含有α-MEM を使用。細
胞傷害性、増殖を Assay kit にて測定。 
 
（4）骨芽細胞の成熟及び石灰化の確認 
 
 アルカリフォスファターゼ（ALP）にて検
討する。また、assay kit でも検討 
 
（5）初期付着における経時的変化による細
胞骨格の確認 
 
 Actin：抗 Actin ポリクローナル抗体、β
-Tubulin：抗β-Tubulin モノクローナル抗体
等で走査型共焦点レーザー顕微鏡にて、細胞
の付着形状を確認、いわゆる細胞骨格の分析。 
 
 
４．研究成果 
（1）純チタンの表面処理を行い均一な基板
を作製した。 
表面粗さ測定はアパタイトコーティング処
理を行った以外のものを計測した。交互浸漬
で作製されたアパタイトコーティング基板
の表面粗さは、酸アルカリ処理を施した表面
処理と類似することが推測される。 
 

            （Mean ± S.D.） 
表 2  表面粗さの結果 
 
（2）①走査型電子顕微鏡で表面状態の観察
も行った結果、表面粗さ測定の結果と類似し、
AE では、直径 1〜2μｍのマイクロ孔が無数
に存在し、裂溝の形成が確認された。アルカ
リ処理に関しては、表面が網状の状態で化学
的変化を示しているが、表面粗さに明らかな
変化を示していることはなかった。酸アルカ
リ処理に関しては、酸処理で形成された裂溝

Ra (μm) 表面粗さ 

AS 0.53±0.05 

AE 2.05±0.11 

AT 0.55±0.07 

AA 2.01±0.15 



 

 

が残存しているものの、鋭利な突起やマイク
ロ孔の消失が確認された。アパタイトコーテ
ィングされた基板は、アパタイトの形成を確
認することができた。 
 
②エックス線解析装置により、26、32 度付近
にみられるアパタイト特有のピークを確認
することができた。またフーリエ変換分光光
度計を用い、FTIR スペクトルにて、1100 カ
イザー付近にピークがみられ、リン酸（PO4）
の吸収ピークを認め、1450 カイザー付近で炭
酸の吸収ピークがあり、炭酸含有アパタイト
であることを確認することができた。これに
より、チタンの表面改質を行い、炭酸含有ア
パタイトを付着させることが可能であるこ
とが立証された。 
 
（3）骨芽細胞様細胞培養における細胞傷害
性、増殖の測定 
 
骨芽細胞様細胞（MC3T3-E1）を経時的に確認
を行った。1 時間、2 時間、3 時間、4 時間、
6時間と観察。また、1日、3日、5日 7日の
培養後の増殖能も確認した。 

0

50

100

150

AS AE AT AA AAA

P
e
rc

e
n
ta

ge
 o

f 
o
pt

ic
al

 d
e
n
si

ty
 (

%
)

1day 3day 5day 7day

 

図２  MTTassay による細胞増殖 
 
（4）骨芽細胞の成熟及び石灰化の確認 
 
ALP 活性を 5日、7日で確認を行った。7日ま
での石灰化は各試料で有意な違いは見られ
なかった。 
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図３  ALP 活性 
（5）初期付着における経時的変化による細

胞骨格の確認 
 
①骨芽細胞様細胞を Actin：抗 Actin ポリク
ローナル抗体、β-Tubulin：抗β-Tubulin モ
ノクローナル抗体等で走査型共焦点レーザ
ー顕微鏡にて蛍光染色像の観察を行った結
果、アパタイトコーティングされたチタン板
では、3時間でのβ-Tubulin において、他の
基板との違いが見られた。このことは、早期
に細胞付着が行われる可能性があることを
示唆した。 
 
②走査型電子顕微鏡観察では、すべての処理
において、付着細胞が、経時的に伸長してい
く様子が確認できた。 
特にアパタイトコーティングされた基板は
３時間ではっきりと確認でき、多くの糸状突
起（フィロポディア）を確認しました。 
表面粗さが低いほど葉状突起ラメリポディ
ア様の突起を確認することができた。 
  
（6）まとめ 
 MTT assay SEM による形態的観察をおこな
ったが、表面処理による骨芽細胞様細胞の影
響はみられなかった。酸処理、酸・アルカリ
複合処理では、表面に凹凸があるため、細胞
の接着点形成が困難であることが予想され
た。しかし、滑沢なアルカリ処理表面におけ
る細胞付着においても前者との違いはみら
れなかった。経時的にアパタイトコーティン
グされたチタン板は、初期付着に関して良好
な細胞伸展が行われることを確認した。しか
し、増殖に関しては、純チタン板に優れる結
果を示すことができなかった。 
 アパタイトとチタンの組み合わせたイン
プラントは、骨の形成能を高め、早期的な 
咬合付加ができるものと考える。 
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