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研究成果の概要（和文）：本研究では歯槽骨の再建におけるスキャフォールドにおいて、次の2つのマテリアルで新し
い知見を得た。
１）トンネル型 b-TCP：ビーグル犬での骨欠損モデルにおいて、トンネル内への血管新生が認められ、また部分的吸収
に伴う新生骨も観察された。
２）rhFGF含有ゼラチン/b-TCP：ビーグル犬での骨欠損モデルにおいて、有意な新生骨の骨高が認められた。

研究成果の概要（英文）：This study reveled new information about two materials,
1)a tunnel-structured b-tricalcium phosphate(tunnel b-TCP) graft material: The inner surface of the 
tunnels was partially resorbed and replaced with new bone. New blood vessels were observed inside the 
lumens of tunnelb-TCP.
2)Biodegradable gelatin sponges incorporating b-tricalcium phosphate (b-TCP) with rhFGF-2: Histometric 
measurements revealed that new bone height at the experimental sites was significantly greater than that 
at the control sites.

研究分野： 歯周病学
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１．研究開始当初の背景 

 

 歯周病は骨破壊を伴う炎症性疾患である。

この失った組織を再生するために様々な研

究がなされてきた。口腔内の硬組織という特

殊な組織を再生させるためには、スペースメ

イキングができるスキャフォールドと創傷

治癒を促進する成長因子の2つが重要である。

本研究では、このスキャフォールドと成長因

子に焦点を絞り研究を行った。 

２．研究の目的 

 本研究の目的は、歯周組織再生治療におけ

るスキャフォールドと成長因子の再生効果

をビーグル犬骨欠損モデルで評価すること

である。成長因子とスキャフォールドを組み

合わせることにより効果的な歯周組織再生

療法の開発を目指す。 

 

３．研究の方法 

本研究では、スキャフォールドとして新規開

発されたトンネル型 β-TCP の歯周組織再生

効果を検討した。ビーグル犬での骨欠損モデ

ルを用いて、評価項目として CT および組織

学的計測を行った。また、成長因子としてリ

コンビナントヒト FGF-2 含有のゼラチン/β

-TCP の複合体を用いて、同様の研究を行った。 

 

４．研究成果 

本研究では歯槽骨の再建におけるスキャフ

ォールドにおいて、次の 2つのマテリアルで

新しい知見を得た。 

１）トンネル型 b-TCP：ビーグル犬での骨欠

損モデルにおいて、トンネル内への血管新生

が認められ、また部分的吸収に伴う新生骨も

観察された。 

２）rhFGF 含有ゼラチン/b-TCP：ビーグル犬

での骨欠損モデルにおいて、有意な新生骨の

骨高が認められた。 
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