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研究成果の概要（和文）：新たな歯周組織再生療法の分野において、再生能を持つ幹細胞と安全

に移植できる人工埋植材を応用した治療法の確立を目的として研究を行った。本研究の目的は、

歯槽堤増大術におけるリン酸カルシウム骨セメント(CPC)の有効性を評価することであった。

実験群のすべてで、新生骨が観察された。組織形態学的計測による分析で、対照群と比較して、

新生骨の高さに有意な(p = 0.0004)増大を示した。本研究の結果から、CPC が歯槽堤増大術に

おける有効な埋植材であることが示唆された。 
 
研究成果の概要（英文）：An injectable calcium phosphate cement (CPC) has been applied to periodontal 

bone defects and has shown favourable results. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of 

the CPC for large-scaled (about 7 - 6 mm) ridge augmentation in dogs. The CPC was applied to one of 

the bilateral maxillary defects. The untreated defect on the contralateral side served as control. The 

animals were sacrificed at 6 months after surgery and decalcified histological specimens of the alveolar 

ridge were prepared histometrically and evaluated under a light microscope. Newly formed and 

reconstructed alveolar ridges covering the CPC were observed in all experimental sites. In the control 

sites, only slight newly bone formation was observed. Histomorphometrical analysis indicated that the 

CPC grafted group exhibited significantly (P = 0.0001) increased area and height in new bone formation 

compared with those of the control group. The results indicate that the CPC appears to be an effective 

material for alveolar ridge augmentation and may act as a space maintainer to conduct new bone 

formation. 
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１． 研究開始当初の背景 

近年、幹細胞や iPS 細胞を用いた研究が

盛んになりつつあるが、歯槽骨欠損の治

療と関係する報告は、少ない。リン酸カ

ルシウム骨セメント(CPC)は歯周骨欠損

に適用され、良好な結果を示してきた。 

 
２． 研究の目的 

PC は注入式で、様々な形態の欠損に適

用できる生分解性材料である。硬化した

CPC は、骨再生に必要な場を提供する

働きを持つ。本研究の目的は、歯槽堤増

大術における歯槽骨の再生について

CPC の有効性をイヌで評価することで

あった。 

 
３． 研究の方法 

CPC 埋植材 

CPC は  リ ン 酸 三 カ ル シ ウ ム

(Ca3[PO4]2)、リン酸二水素カルシウ

ム・一水和物(Ca[H2PO4]2•H2O)、及び

炭酸カルシウム(CaCO3)の混合粉末で、

リン酸ナトリウム水溶液と混合して使

用する。CPC の液と粉をアマルガムミ

キサーで 20 秒間練和した。練和した

CPC は、特殊なシリンジ器具で欠損内

に注入した。 

 
6 頭のビーグル犬の上顎に両側性の歯槽

骨欠損を作成した。上顎骨欠損の一方に

CPC を使用した。未処置の反対側を対

照群とした。実験動物は、術後 6 か月で

屠殺し、脱灰標本を作成し、光学顕微鏡

下にて組織学計測による評価をした。 

 

実験群と対照群の組織学的計測を行い、

平均値と標準偏差を計算した。両群の差

を Student t - test を使用した。p 値 0.05

未満を統計学的な有意差とした。 

 

４． 研究成果 

臨床所見 

術直後の炎症は、実験群と対照群で同程

度でほとんど見られなかった。腫脹や排

膿などの所見は実験期間を通して観察

されなかった。6 ヶ月後の評価で、実験

群の 6部位のうち 1部位で CPCの一部が

口腔内に露出した。ただし、CPC は安定

しており、既存の骨と接するように埋入

された状態で観察期間が経過した。対照

群と比較して、実験群において、歯槽堤

の増大が起こった。 

 

組織学的所見 

すべての実験群で、新たに形成された歯

槽堤は既存骨と連続的に形成され対照

群の形成量よりも大きかった。しかし、

6 頭中 1 頭で CPC の部分的な露出が見ら

れたため、統計処理から除外した(n=5)。

新たに形成された骨梁は、網状骨と層板

骨から成りハバース構造を有していた。

6 か月の観察期間で CPC は部分的に骨と

吸収置換した。CPC は完全に新生骨で覆

われており、軟組織の退縮はなかった。

対照群では新生骨の形成は限られてお

り、歯槽堤を結合組織が覆っていた。 

 

組織学的計測 

欠損底部の頬舌径は両群で同程度であ

り、実験群(6.3 ± 0.9 mm: mean ± SD)



と対照群(6.0± 0.5 mm)で統計学的有意

差はなかった。一方、新生骨の高さは、

実験群の 2.8 ± 0.5 mm と比較して対照

群では少なく 0.6 ± 0.3 mm であった(p 

< 0.05)。実験群において新生骨の面積

は(6.9 ± 3.7 mm2)、CPC の残存面積は

(9.2 ± 5.7 mm2)であった。 

 

本研究では、組織学的計測において、実

験群で統計学的に有意な歯槽堤の増大

が認められ、対照群では新生骨はほとん

ど見られなかった。実験群では、骨欠損

底部だけでなく、歯槽頂部でも新生骨の

形成が認められた。実験群において、歯

槽頂部に認められた新生骨は外科処置

の際に全層弁の内面に残存した骨膜の

働きにより形成された可能性がある。

CPC は注入式で形態付与が可能であり、5

分ほどで硬化するため、扱いやすく副作

用が少ない。そのため、歯周組織欠損、

抜歯窩、外科処置による骨欠損など様々

な欠損形態に適用できると考えられる。

また、メンブレンや固定スクリューを必

要としない。GBR 法では設置した膜の陥

没や二次オペの問題があり、充分な歯槽

骨の形成が起こらないこともある。さら

に、膜を使用しない HA 埋植では被包化

が生じてしまう。CPC を用いた本研究で

は、膜を設置しなくても、被包化は認め

られず、CPC はより有効な欠損補填材料

だと考えられた。一方で、6頭中 1頭で、

CPC の部分的露出が見られた。CPC の露

出部位は小さく、歯肉に空いた穴の大き

さは6か月間の観察期間中に変化しなか

った。CPC の周囲に形成された新生骨は

ハバース管と毛細血管を有し、形態的に

既存骨と類似した構造を有していた。し

たがって、新生骨は既存骨と同等の構造

的強度を有すると期待できる。 

 

CPC の歯槽堤増大術における有効性が示

唆された。一方、臨床応用に向けては、

更なる追加研究が必要である。 
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