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骨補填材は骨の代用材としての用途
から、積極的な骨造成を図る材料とし
て活用する時代へと移り、さまざまな
種類の骨補填材が開発・上市されるよ
うになった。そしてこのたび、オリン
パステルモバイオマテリアルから整形

外科領域で10年以上にわたって販売
されてきた「オスフェリオン」が歯科領
域での認可を取得し、「オスフェリオン

DENTAL」（発売名：「テルフィール」）
としてモリタから販売されることに
なった。今回、テルフィールの発売を

機に骨補填材の特徴や適用範囲、術式
や注意点について3名の先生方にお話
を伺った。

歯周治療における
基本的な治療スタンス

和泉 今回、オスフェリオンが歯科分
野で認可を受けましたが、骨補填材は
通常、歯周病に対する診断と治療が十
分に進んでから活用することになると
考えられます。そこでお二人の先生に
臨床家のお立場から、主に歯周治療に
関しての治療方針や進め方についてお
話しいただけますでしょうか。
児玉 現在の臨床の中では、十分に歯
周病の治療が行われていないのにも関
わらず、安易にインプラントに移行し
ようという傾向があるように感じてい
ます。さらに歯周治療のあり方を日常
臨床の中で見直したとき、骨欠損に対
する対応が非常に重要になってくるこ
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図1 大臼歯の3壁性骨欠損への対応（提供：神奈川歯科大学児玉利朗先生）　
図2 大臼歯の3壁性骨欠損の術直前から術後3年までのデンタルX線写真。

術直前 Bone swaging 
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とは明白です。
二階堂 歯周病で生じた深い骨欠損が
ある場合、長期的な安定を考えると骨
欠損の修復をはかる必要があります。
まずは基本治療を十分に行いますが、
その後積極的な骨欠損の修復をはかる
ためには、歯周組織再生療法の応用を
考えます。再生療法には様々な方法論
がありますが、現在では骨補填材を単
独で使うことは少なくなり、特に骨壁
が少ない場合は、メンブレン、エナメ
ルマトリックス・デリバティブ
（EMD）、増殖因子製剤（growth fac-

tor）と骨補填材とのコンビネーショ
ン・セラピーを用いています。また抜
歯窩に関しても、特に審美ゾーンの場
合は、吸収を防ぐためにリッジ・プリ
ザベーションを積極的に行い、その際
にも骨補填材が必要になります。

垂直性骨欠損への対応

和泉 歯周治療を進めていくと、最終
的に垂直性骨欠損と根分岐部病変への
対応になってしまうと言えます。現在
では“切除から再生へ”という流れに
なっていますが、先生方は垂直性骨欠
損があった場合、どのように対応して
いらっしゃいますか？
児玉 私は吸収性遮断膜（メンブレン）
コーケンティッシュガイド（以下ティッ

シュガイド）の開発にも関わってきた
ことからティッシュガイドも使ってい
ますが、垂直性骨欠損に対しては、

Bone swaging（有茎骨移動術）を行っ
たり、自家骨を移植したりした後、
ティッシュガイドを適用する併用法を
行っています（図1、2）。ただ、Bone

swagingは骨欠損形態によって限界が
ありますし、自家骨も無尽蔵に採れる
わけではありませんから、やはりケー
スバイケースで、置換性の良い人工材
料を併用することも今後の垂直性欠損
に対する対応であると感じています。
二階堂 私もこれまで骨移植単独、

GTR、EMD、増殖因子製剤など、い
ろいろな治療方法を行ってきました。

骨壁が少ないケースではコンビネー
ション・セラピーを行うことになり、
骨補填材の併用は必須だと考えていま
す。ただ、過去の私のイメージでは合
成材料はあまり再生能力には長けてい
ないと感じていましたので、牛などの
生物由来の骨補填材を敬遠される患者
さんに、β-TCP系のものを使ったこと
はありましたが、ファーストチョイス
として積極的ではなかったですね。

骨補填材料の選択基準

和泉 人工の骨補填材料は世界で様々
な製品が開発されバリエーションも増
えましたが、国内で承認を受けている
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図4 ビーグル犬下顎第3・4前臼歯部から全層弁を剥離し、近心根部に5×5mmの裂開型
骨欠損を作製し、各種適用と全層弁の復位縫合を行った後の48週目（1年目）の組織標本。　

図3 牛骨由来焼成骨ボーンジェクトと合成β-TCPテルフィール（オスフェリオン
DENTAL）のSEM写真。

合成β-TCP テルフィール（オスフェリオンDENTAL）M: 0.5〜1.0 mm

牛骨由来焼成骨ボーンジェクトM: 0.6〜1.0 mm

▶約10倍

▶約10倍

▶100倍

▶100倍

出典：伊海博之, 児玉利朗ら：アテロコラーゲン・天然アパタイト複合材を併用したGTR法の有用性に関する
病理組織学的研究. 日本歯周病学会誌41(2)：p125〜143, 1999.
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人工骨は、HAとβ-TCPの2種類です。
これらの製品の特徴について伺いたい
のですが…。
児玉 HAは材質上、吸収置換が非常に
緩やかなので骨伝導環境の中ではいい
のですが、歯周外科的には、歯と歯肉
の隙間からの汚染や感染、上皮のダウ
ングロースという問題があり、さらに、
軟部組織との接触による異物反応で被
包化して骨伝導しない場合もあります
ので使いづらいですね。
逆に賦形して残したいリッジオー

ギュメンテイションなどでは、HAがい
いのではないでしょうか。β-TCPの場

合、吸収置換はいいのですが、やはり
結合組織からの線維芽細胞が伝導する
環境では異物反応を起こすので、よほ
ど環境がよくないと単独で使うことは
難しいと思います。ただβ-TCPは現在
では世界的に骨造成には欠かせない材
料になってきていますので、それを使
わずにレイマス（下顎枝前縁〜大臼歯
部）から自家骨を採り、さらに入院も必
要となると患者さんの負担も大きくな
ります。
そこで私たちは、β-TCPを今後積極
的に骨造成に活用していきたいと考え
ています。現在、インプラント植立を

前提とした適用は国内で承認されてい
ませんが、世界的な見地に立てばサイ
ナスリフトもほぼβ-TCP単独で非常に
高い成功率を示していますから、ぜひ
今後の適用拡大を期待したいところで
すね。
和泉 では、骨補填材が残ってもいい
場所、残ってはいけない場所というと
ころの判断基準についてはいかがです
か？
二階堂 歯周病による骨欠損の場合は
基本的に残っていない方がいいと思い
ます。
児玉 閉鎖創の中だったらHAが残って
いても感染する可能性はないですが、
プラークコントロールが悪くポケット
から感染してしまうような環境だと感
染源になってしまいます。HAの場合、
歯肉の形態が凹まないようになどの使
い道はありますが、長期的には使いに
くいですね。自分の骨と吸収置換する
ものはβ-TCPの方が有利と位置づけし
て臨床の中で使い分けているのが現状
だと思います。
二階堂 児玉先生は牛骨由来などの異
種骨の長期症例をお持ちだと思います
が、経過はいかがでしょうか？
児玉 ボーンジェクトの場合、焼成温
度が1100℃と高く、吸収に時間がかか
りますが、合成HAなどと比較すると後
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図5 直径9.6mmの円形の容器に各顆粒径のオスフェリオン DENTALを緊密に充填
してからポリエステル樹脂を加えて硬化させた後、断面を切り出して研磨し、SEM
写真を撮影。顆粒間には顆粒の大きさに準じた幅の隙間が存在する。

図6 ビーグル犬下顎骨欠損適用後のトルイジンブルー染色による組織標本。　

S: 0.15〜0.5 mm M: 0.5〜1.0 mm L: 1.0〜2.0 mm

4週後 12週後
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から炎症を起こして出てくることは意
外と少ないですね。
生体由来なので構造自体が合成骨と

違って、直径10μm以下のミクロ気孔
が多数存在しますし、緩徐には吸収し
ているのではないかと感じています。
もちろんβ-TCPに比べれば吸収率は格
段に落ちますが…（図3上図）。
二階堂 最終的には置換されていくの
ですか。
児玉 そうですね。私たちが行ったイ
ヌの動物実験では、12ヵ月で全部置換
されて無くなることはありませんが、
吸収が緩徐に行われていることは確か
です（図4）。通常の合成HAと牛骨由来
の焼成骨では少し位置付けが違うと考
えた方が良いのかもしれません。

テルフィールの特長

（以下、オリンパステルモバイオマテリ
アル社によるテルフィールの特長に関
するコメントです。）
テルフィールの特長は、天然骨と同

様に、直径10μm以下のミクロ気孔が
多数存在することです。顆粒タイプの
場合、細胞自体は顆粒間に入っていき
ますが、細胞の侵入を促進する成分な
どは表面に吸着しますから、ミクロ気
孔がたくさんあるほど表面積が増え、

吸着率が上がることで細胞の侵入が促
進されると考えられます（図3下図）。
また、細胞侵入のための最適気孔径

が300〜400μmといわれていることか
ら、S、M、Lの3タイプの顆粒サイズ
のうち、できるだけ大きいサイズの顆
粒を選んだ方がより細胞が侵入しやす
くなり、骨伝導には有利に働くと考え
られます（図5）。
トルイジンブルー染色による組織標

本（図6）で見て、黒く残っているとこ
ろがテルフィールです。ブルーの部分
が骨ですから、吸収置換は良好と言え
ます。動物実験では、初期の吸収置換
がとても早く、新生骨で周囲を囲まれ
ると安定した状態になり、その後は
ゆっくりと置換されるため、12週でま
だ残存しています。また、もともとX

線不透過ですが自分の骨に置換してい
くと透過していきます。整形外科の文
献ではβ-TCP1cm3であれば4ヵ月でX

線観察上では吸収されて置換されてい
ると言われています。さらに、整形外
科でも必ず骨膜を残して、骨膜で覆う
のが適用の基本とされています。

β-TCP系骨補填材の
有効な活用法

和泉 では次にβ-TCP系骨補填材の活

用法についてお聞かせいただけます
か？
児玉 自家骨を多く採れないときに併
用するとか、メンブレンの下に置くと
かといった使い方は今後大いに期待で
きます。抜歯窩の場合では、骨壁があ
るところに限られると考えます。
二階堂 頰側の骨壁がない抜歯窩の
リッジ・プリザベーションなどの際に
骨補填材を使いますが、その際には吸
収性メンブレンを併用して閉鎖環境を
作り、あわせて骨補填材の結合組織に
よる被包化を防いでいます。
児玉 完全な骨伝導環境になっていれ
ば吸収置換にはいいですよね。
二階堂 骨膜のないところはメンブレ
ンを併用するということでしょうね。
和泉 メンブレンを併用してフラップ
をキチッと閉じることが大事ですね。
ではどのようにすればうまく使いこな
せるのですか？

有効に使いこなすための
環境づくり（活用のポイント）

児玉 治癒の環境づくりで重要なこと
は血流を確保することです（図8）。
二階堂 デコルチケーションといって
も歯周病の骨欠損で骨髄に穿孔するの
はなかなか難しくないですか？

図7 ビーグル犬下顎骨欠損適用後の新生骨面積と残存移植材面積率。　
※オリンパステルモバイオマテリアル（株）社内データ

図8 テルフィール（オスフェリオン DENTAL）を使用するうえでの注意点。

テルフィール（オスフェリオン DENTAL）
どのように使えばうまく使えるのか？

血流の確保（栄養源の確保）
　　皮質骨へのデコルチケーション（薄く削るか、多数の小孔による骨髄との交通）
　　可動粘膜域における骨膜減張切開による創閉鎖時の血流障害の緩和
新鮮骨面との十分な接触、死空の排除、連通孔の確保
　　のう胞などにおける隔膜の除去、抜歯創などにおける肉芽組織の掻爬
　　皮質骨へのデコルチケーション（薄く削るか、多数の小孔による骨髄との交通）
　　できるだけ大きな顆粒径を選択
　　補填前の材料の親液化
　　補填不良部を残さないよう、また、気孔構造を破壊しないような補填
汚染・感染防止
　　炎症を鎮静化した後の使用
　　創の完全閉鎖（同時に可動粘膜域における骨膜減張切開による血流障害の緩和を図る）
骨源性の細胞以外の細胞の排除
　　骨欠損部の直上をできるだけ避けた歯肉や粘膜の切開
　　減張切開部等における遮断膜の併用
補填部の安静
　　必要に応じてのシーネ等の外固定材やプレート等の内固定材等での固定

有位水準 5%
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児玉 骨欠損の大きさによります。掻
爬した部分の環境も重要です。掻爬し
て骨壁から出血してくるときは何もし
なくていいと思います。全く出血しな
い感染期間が長いケースは薄く削るか、
もしくはピエゾのラウンド系のものを
使うと出血してきます…。
二階堂 製品によっては根面に最初に
成分が付かないといけないので“出血さ
せないように”というものもあります
ね。
児玉 術中には出血してほしくないけ
ど後から血流は確保したいという、わ
がままなオーダーだと思います（笑）。
和泉 では骨補填材を使う上で難しい
部分はどんなところですか？
児玉 やはり切開ラインと切開デザイ
ンでしょうね。骨欠損の直上に切開ラ
インを持ってくると予後に不安が残り
ますから、健全な骨の上に切開ライン
を設定して創部の安静を確保し、血流
を促すということになると思います。
二階堂 一週間後に見て開いてしまっ
ていたら、上皮性の治癒はしますが再
生はあまり期待できなくなってしまい
ますからね。
児玉 図9は私が作ったイラストです
が、デザインとしては健全な骨の上に
切開ラインを持っていきます。うまく
いかない場合もありますが、可能な限
りそういった環境づくりをして血液の
供給を維持する。メンブレンを置いた

ときにも露出が少なくなりますから…。
和泉 抜歯窩に対してはどのようにカ
バーしていけばいいですか？
児玉 骨壁がない部分の軟部組織にβ-

TCPが直接触れると異物反応が起こり
十分な効果が得られない可能性がある
ので、軟部組織に触れないようにする
必要があります。あとは抜歯窩の入口
の軟部組織の治癒をうまくしてあげな
いと…、ソケットマネジメントで失敗
する理由は、“補填材を入れれば骨がで
きる”と勘違いをされている先生が多い
からです。その前に骨伝導環境になっ
ているかどうかをしっかり見極めるこ
とが重要です。
私の場合は、抜歯窩の骨壁のレベル

までβ-TCPを入れて、上部のギャップ
にテルプラグとテルダーミスを併用す
ると十分な量の軟組織ができ、その後
骨も再生してきます。
二階堂 私もリッジ・プリザベーショ
ンはルーティンに行う治療法です。骨
壁がないときは周囲を袋状に剥離して
メンブレンを挿入し、それから骨補填
材を入れます。
児玉 軟部組織から線維芽細胞が侵入
してくることが骨補填材を使うときの
一番の問題になりますから、必ずメン
ブレンを併用するということですね。
今回の適用は歯周外科領域などに限ら
れていますが、歯科臨床の現状を考え

た場合、自家骨採取という侵襲と人工
材料を使うという兼ね合いを考えなけ
ればなりません。
二階堂 安全で同じ結果が得られるの
であれば人工材料の方が患者さんに
とっても負担が少ないわけですから。
和泉 骨補填材に自家骨を混ぜるとい
うのはいかがですか？
児玉 動物実験では自家骨と混ぜた方
が骨形成と吸収が促進されることが明
らかになっていますから、もちろんそ
れもありです。例えばレイマスから自
家骨を採ると骨髄性の出血が発生した
りして、とても腫れることがあります。
ですから難症例のケース以外は人工材
料でやりたいですし、何より患者さん
に受け入れてもらいやすいのではない
でしょうか。
二階堂 開業医の場合、なるべく人工
材料を選択したいというのはあります
よね。
児玉 動物由来だと敬遠する患者さん
も多いですから、合成材料の方が意外
と受け入れられやすいと思います。そ
うなるとテルフィールのような合成材
料は適用症の拡大も含めて、今後大い
に期待できる材料だと思います。
和泉 まさにおっしゃるとおりです。
これからの臨床成績が期待できますね。
本日はありがとうございました。

図9 骨欠損に応じた切開設計

Flag Type Diagonal Type

Papilla preservation Type
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