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研究成果の概要（和文）： 

本研究は、硬組織誘導能を有する増殖因子と骨治癒を促す効果のある低出力パルス超音波を

用いて、象牙質および骨の再生に用いた場合の効果を検討した。その結果、増殖因子を直接覆

髄に用いることで象牙質形成が促進された。また、骨膜下に移植することで骨形成が促進され

た。さらに、超音波を併用した場合、骨の成熟度が高まり、骨形成が促進される効果が認めら

れた。以上より増殖因子と超音波を組み合わせることで、硬組織形成が促進される可能性が示

唆された。 

 
研究成果の概要（英文）： 

The purpose of this study was to evaluate the effect of dentin and bone regeneration using 

growth factor and ultrasound. As a result, the dentin formation was promoted by using the 

growth factor in the case of direct pulp capping. Newly formed bone was observed at 

subperiosteal sites using growth factor. Furthermore, the maturation of newly formed bone 

was enhanced by using ultrasound. These results suggest that growth factor and ultrasound have 

the ability to enhance hard tissue formation.  
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１．研究開始当初の背景 

これまでに、当研究グループでは骨形成に

対する加齢の影響を検討する目的で、増殖因

子 で あ る Bone Morphogenetic Protein 

(BMP) をラット口蓋部骨膜下に移植した場

合、加齢に伴い骨形成量は減尐するが、中高

齢ラットにおいても BMP により骨形成量が

有意に増加することを報告した。 

また、BMP は骨マトリックスだけではなく、

象牙質マトリックスにも存在することが知ら

れている。 

象牙質再生療法を開発する目的で、ビーグ

ル犬の臼歯を露髄後、直接覆髄材として生体

吸収性創傷被覆材であるアルギン酸ゲルを露

髄面に被覆したところ、窩洞内部（歯冠側）

に新しく象牙質形成が認められたことが報告

されている。これは、歯髄腔と交通した歯冠

側空隙のスキャホールドに歯髄細胞が誘導さ

れ、それが象牙芽細胞様細胞に分化し、新し

く象牙質形成したためと考えられる。そこで、

増殖因子を用いた場合の効果を検討するため

に、ラットの第一臼歯を露髄後、直接覆髄材

として BMP を配合したアルギン酸ゲルを露

髄面に覆髄した。その結果、アルギン酸ゲル

単独で用いるよりも象牙質形成が促進され、

象牙質欠損部に新しい象牙質で修復されたこ

とを報告した。このことから、生体吸収性材

料を足場として誘導された歯髄細胞に、硬組

織誘導能を有する増殖因子を作用させると、

歯髄細胞から象牙芽細胞へ分化が促進され、

その結果、歯冠側に象牙質形成が促進された

と考えられる。 

一方、整形外科領域では、臨床的に低出力

パルス超音波を用いることで骨形成を促し

治癒を促進させることが知られている。これ

は超音波骨折治療法として、骨融合期間を短

縮し遅延癒合の発生率を低下させる効果が

臨床で認められている（平成 18 年 11 月厚生

労働省より先進医療適用認可）。同様に口腔

領域においても、低出力パルス超音波を用い

ることで、歯槽骨の形成を促す効果が期待さ

れると同時に、硬組織である象牙質形成にも

効果がある可能性が考えられる。また、硬組

織誘導能を持つ増殖因子と併用することで、

硬組織形成がさらに促進される可能性が考

えられる。しかし、増殖因子移植と低出力パ

ルス超音波と組み合わせた場合の歯槽骨、象

牙質の形成（再生）に関する研究は、まだ報

告されていない状況であった。 

 

２．研究の目的 

本研究は、硬組織誘導能を有する増殖因子

と骨形成を促進し治癒を促すことが知られ

ている低出力パルス超音波(超音波療法)に着

目し、両者を象牙質および歯槽骨再生に用い

た場合の効果を検討することを目的とする。 

 

３．研究の方法 

本研究は、硬組織誘導能を有する増殖因子

と整形外科領域で臨床応用されている低出

力パルス超音波(超音波療法)に着目し、両者

を象牙質および歯槽骨再生に用いる。 

象牙質再生では臼歯の露髄面に増殖因子

を移植し、歯槽骨再生では骨に増殖因子を移

植する。治癒期間中に低出力パルス超音波を

応用し、その効果を評価する。 

［移植方法］ 

(1), 象牙質再生の検討 

全身麻酔下にて実験動物の臼歯を人工的

にラウンドバーにて窩洞形成、露髄後、オキ



シドール洗浄、止血を行う。これにより歯髄

腔と交通した歯冠側空隙が形成される。その

後、露髄面に直接覆髄を施し、コンポジット

レジン充填を行う。 

(2), 歯槽骨再生の検討 

全身麻酔下にて実験動物の上顎臼歯口蓋

側に歯肉溝切開を加え口蓋粘膜を全層剥離

する。その後、移植材を既存骨面上に移植し、

弁を復位し縫合する。 

移植後の治癒期間中に低出力パルス超音

波を応用する。 

［評価方法］ 

観察期間終了後、病理組織学的観察および

免疫組織学的解析を行い、象牙質および歯槽

骨再生について評価する。 

象牙質・歯槽骨再生における増殖因子と低

出力パルス超音波(超音波療法)の効果につ

いて総合的に評価を行う。 

 

４．研究成果 

露髄面に BMP 配合アルギン酸ゲルを直接

覆髄材として用いた結果、BMP 非配合の場

合と比べて、修復象牙質が露髄面から歯冠側

方向に形成された。象牙質欠損部には象牙質

再生が認められた。 

一方、口蓋部骨膜下に BMP 配合アルギン

酸ゲルを移植した場合、３週間後には新生骨

形成が認められ、BMP 非配合の場合と比べ

て有意に多かった。 

さらに骨膜下に BMP を移植し低出力パル

ス超音波を用いたところ、BMP 移植のみの

場合と比べて新生骨の成熟度が高まり骨形

成を促す効果が認められた。 

以上の結果、増殖因子は象牙質および骨形

成の再生に有効である可能性が考えられた。

さらに、超音波療法を組み合わせることで、

硬組織形成が促進される可能性が示唆され

た。 
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