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抄録：上部構造の装着によるインプラントへの荷重

がインプラント周囲海綿骨におよぼす影響について

調査することを目的とし，マイクロCTを用いてイ

ヌ下顎骨内部構造の三次元的構造解析を行った。顎

骨内部構造の観察において，荷重側では負荷に対抗

して板状の連続した骨梁が多く見られ，非荷重側で

は方向性を失った細い疎な骨梁が観察された。計測

結果より，骨体積率および骨梁幅において非荷重側

に比べ荷重側で大きく有意差が認められた。また，

インプラント近接部および中間部における比較で

は，全ての計測項目において荷重側近接部と非荷重

側近接部との間および荷重側近接部と非荷重側中間

部との間に有意差が認められた。以上よりインプラ

ントに荷重が加わることで，荷重が加わらなかった

インプラント周囲海綿骨と比較して骨の新生が大き

く、特にインプラント近接部で形態変化が強く起こ

ると判断された。

緒 言

Osseointegrated implant を用いた補綴治療は数

多く臨床応用され，良好な成績を納めている１，２）。Os-

seointegrated implant の大きな特徴は，インプラン

ト体（フィクスチャー）が周囲骨組織と直接結合する

ことで３～５），咬合・咀嚼力は周囲皮質骨および海綿

骨によって直接支持されると考えられている６，７）。ま

た，インプラント周囲骨組織が上部構造を介して伝

達された力により直接影響を受けることは知られて

おり，多くの報告がなされているが，そのほとんど

がインプラント－骨界面もしくはインプラントに近

接した部分のものであり８～１０），インプラント周囲骨

組織の構造の変化については未だ不明な点が多い。

また，インプラント周囲骨組織に関する報告の多く

は，試料を樹脂に包埋し，薄切切片を作製して得ら

れた二次元的画像を頬舌的な方向に観察したもので

ある１１～１３）。つまり，包埋切片を利用した観察方法で

は，一方向からの観察に限局し，また試料の欠落や

破損が大きく実質的な顎骨内部形態を把握すること

は難しい。インプラントが周囲骨組織により支持さ

れるということは，より広範囲に三次元的な骨梁構

造を把握することが必要であると考えられる。

骨梁構造を広範囲に立体的な観察を行い，定量的

に計測するためには，非破壊的に三次元的観察を行

いうる極微小焦点Ｘ線CT装置（以下マイクロCT）

を用いることが有効であることが報告されてい

る１４～１８）。そこで本研究では，インプラント埋入後上

部構造を装着し，荷重負荷によるインプラント周囲

海綿骨への影響を調査することを目的とし、イヌ下

顎骨に埋入したインプラントの周囲海綿骨について

マイクロCTを用いて立体的な構造解析を行い，定

量的な検討を行った。

材料および方法

１．実験方法

搬入後１週以上飼育した時点で体調に異常の認め

られない体重２５～３０kgの雄性免疫成犬２頭を実験

に供した。まず，下顎両側前臼歯（１頭につき片側

に対し４歯両側で合計８歯）の抜歯手術を行った。
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実験に先立ち前投薬として５％塩酸ケタミン（三共

株式会社製：動物用ケタラール５０筋注用）０．２ml/kg

を筋肉内投与した後，５％ペントバルビタールナト

リウム（大日本製薬社製：ネンブタール注射液）０．５

ml/kg の静脈内投与による全身麻酔下にて，術部

に２％キシロカイン（藤沢薬品社製：歯科用キシロ

カイン）を用いて浸潤麻酔を施した。その後，口腔

周囲および口腔内を０．５％塩化ベンザルコニウム（小

堺製薬株式会社製：塩化ベンザルコニウム液）にて

消毒し手術を行った。歯肉溝内に切開を加え粘膜骨

膜弁の剥離をし，ダイヤモンドディスクおよびダイ

ヤモンドバーにより滅菌生理食塩水注水下にて歯根

の分割を行ったうえで，抜歯鉗子にて両側下顎前臼

歯を抜去した。鋭匙にて抜歯窩の掻爬を行い，滅菌

生理食塩水による創面の洗浄をした後に，粘膜骨膜

弁を縫合し，抜歯窩を閉鎖した。

抜歯後３ヵ月が経過した時点で両側下顎前臼歯部

に片側に対し４本，両側で計８本のインプラントの

埋入手術を行った。埋入にはチタン合金製直径３．８

mm，長径１０．０mmで表面には機械研磨されてい

る２５）マシンサーファイスチタンスレッドインプラン

ト（STERI-OSS 社製）を使用した。まず，歯槽頂上

に骨膜に達する切開を加え，粘膜骨膜弁の剥離を行

い，φ１．５mmツイストドリル，φ２．０mmツイスト

ドリル，ガイドドリル，φ２．７mmディップスドリ

ル，φ３．２５mmディップスドリル，カウンターボ

アーの順に滅菌生理食塩水注水下にて埋入窩の形成

を行った。次いで，同様に注水下にてタップによる

ネジ山形成およびインプラント体（フィクスチャー）

の埋入を行った。埋入したインプラントにヒーリン

グスクリューを装着し，滅菌生理食塩水による術野

の洗浄を行い，粘膜骨膜弁を縫合し，術部を確実に

閉鎖した。なお埋入に際してはイヌ下顎骨の形態を

考慮し，頬舌的には顎骨の中央で，近遠心的には各イ

ンプラント間がほぼ等間隔となるように配慮した。

インプラント埋入後３ヵ月の治癒期間をおき，右

側については，チタンテンポラリーコーピングを利

用しフィクスチャーをコーピングスクリューにて連

結した後，パターンレジン（GC社製）にてそれぞれ

を連結して，下顎右側前臼歯部に埋入されたフィク

スチャーの位置を石膏模型上に移した。さらに，エ

クザファインパテタイプ（GC社製）にて咬合採得を

行って，模型を咬合器に付着した。インプラント上

部構造は１２％金銀パラジウム合金（イシフク社製：

キンパラＳ１２）を用いて鋳造して作製を行ったが，

概形はイヌ本来の天然歯の形態ではなく可及的に衛

生状態が保てる単純な円筒形の形態とし，対合歯と

２～３点で接触するような咬合接触を付与した。ま

た，近心から２本のインプラントと，その遠心の２

本のインプラント同士を連結して上部構造の作製を

行い，近心部の上部構造と遠心部の上部構造間には

接触点を付与した。以上のようにして作製した上部

構造を右側（以下荷重側と略す）にのみ装着したが，

左側についてはAbutment 連結手術を行わずイン

プラントが粘膜に覆われた状態で，上部構造を装着

することはせずに咬合圧を負荷させない状態として

対照側（以下非荷重側と略す）とした。上部構造装着

後の餌には固形のドッグフードを与えた。また，実

験期間中にイヌ口腔内で積極的なプラークコント

ロールは行わなかった。さらに３ヵ月が経過した時

点で，ペントバルビタールナトリウムを静脈内過剰

投与することにより安楽死させ，同時に剖出した両

側総頸動・静脈の静脈側より瀉血しながら動脈側よ

り１，０００ml の生理食塩水，次いで１，０００ml の１０％中

性緩衝ホルマリンの注入により灌流固定を施し，下

顎骨を摘出した。摘出した下顎骨の軟組織を除去

し，１０％中性緩衝ホルマリンにて３週以上浸漬固定

し，顎骨の組織固定を終了した。全ての実験に際し

ては，東京歯科大学動物実験指針（承認番号００‐６２）

に基づき全ての術式において無痛的に処置を行っ

た。

２．観察方法

１）マイクロCTによる撮影

剖出したイヌ下顎骨を正中部で左右に２つに分割

し試料とし，マイクロCT（テスコ社製：HMX２２５-

ACTIS）による撮影を行った。撮影に際しては，管

電圧１００kV，管電流７０µA，撮影倍率１．８倍，Slice

Width５０µm，Slice Pitch ５０µm，Number of views

２０００，SID６００mm，SOD５２mm，FOV１４mm，Fil-

ter ０．２mmCu-plart，１pixel ２７．３µmの条件下で

行った。また，撮影は片側の下顎骨を近心半部と遠

心半部の２回に分けて行い，両側で計４回に分けて

行った。撮影時には，埋入されたインプラントをモ

ニター上で確認しながら，試料台を回転させる際の

山田，他：マイクロCTによるイヌ下顎骨内部の観察５７８

― 20 ―



長軸がＸ軸に直行し，Ｙ軸と平行になるように角度

付けを調整した。撮影によって得られた raw data

を back projection 法により再構成し，６００枚の二次

元スライス画像（slice data）を作製した。次に，三次

元立体構築ソフト（VolumeGraphics 社製：VGStu-

dio）を用い slice data から volume rendering 法に

より三次元画像の再構築を行った。

２）三次元再構築像の観察と計測

三次元再構築像を適宜回転させ，任意の断面から

荷重側，非荷重側におけるインプラント－骨界面お

よびインプラント周囲を走行する海綿骨梁を含む顎

骨内部構造の観察を行った。

ついで，海綿骨梁部の一部の画像データを抽出

し，海綿骨梁に関する三次元的な計測を行い，定量

を試みた。まず図１に示すように荷重側，非荷重側

の両側より天然歯－インプラント，インプラント－

インプラント間から皮質骨を含まない範囲で最大と

なる直方体を計測領域１（①～⑤）として設定した。

すなわち，１頭につき荷重側，非荷重側に対してそ

れぞれ５部位ずつ，計１０部位を計測領域として設定

し，それぞれの海綿骨梁に関する形態学的計測を試

みた。さらに，計測領域１より計測部位①，⑤を除

いた各インプラント間（②，③，④）を計測領域 1-a

とし，１頭につき荷重側，非荷重側に対してそれぞ

れ３部位ずつ，計６部位を計測領域として設定し，

同様にそれぞれの海綿骨梁に関する形態学的計測を

試みた。次に，各インプラント間についてより詳細

に検討するために計測領域 1-a から，スレッド部が

含まれない範囲で最もインプラントに近接した部分

の頬舌径１００pixels，近遠心径１５pixels，高径２００pix-

els の直方体となる範囲をＮ１，Ｎ２と設定した（図

１）。また，インプラント間中央部に近遠心的にイン

プラント間の距離を２等分する線を設け，それより

近遠心方向へＮ１，Ｎ２と同体積の計測領域をＦ１，

Ｆ２と設定して１頭につき荷重側，非荷重側に対し

てそれぞれ１２部位ずつ，計２４部位を対象とした範囲

を計測領域 1-b とした。設定した計測領域は slice

data より画像処理ソフト（Photoshop Ver.５．０２J,

Adobe 社製）を用いてバッチ処理を行って抽出し，

３次元骨梁形態計測ソフト（RATOC SYSTEM EN-

GINEERING 社製：TRI/3D-BON）にて計測領域の

画像の表示および解析を行った。解析は，計測領域

図１ 計 測 領 域
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の三次元再構築像の画像構成成分を voxel data と

して捉えることにより同ソフト上において画像デー

タから直接計算処理し，計測領域の単位体積に占め

る骨梁の体積密度を示す骨体積率（BV/TV），計測

領域中の骨梁の平均幅を示す骨梁幅（Tb. Th），お

よび単位距離あたりに存在しうる骨梁の数を示す骨

梁数（Tb. N）の各計測項目に関して Parfitt の paral-

lel plate model１９）に基づき計測値の算出を行った。

得られた値は，それぞれの計測項目について二標本

ｔ検定および一元配置分散分析により，荷重側と非

荷重側における比較およびインプラント近接部（Ｎ

１，Ｎ２）と中間部（Ｆ１，Ｆ２）の比較を行った。

結 果

１．三次元再構築像の観察

実験期間内にイヌ口腔内のプラークコントロール

は特に行わなかったが，インプラント周囲に炎症症

状などは認められず，脱落したインプラント体（フィ

クスチャー）は１本もなかった。また，全ての被験

体において，屠殺時の体重は入舎時の体重とほとん

ど変化はなかった。

試料としたイヌ下顎骨を片側ずつ荷重側，非荷重

側について三次元再構築した画像の一例を図２に示

す。画像データ上で皮質骨を削除したインプラント

間の近遠心断面像で，全て頬側方向より観察を行っ

た。また，荷重側と非荷重側の比較が行いやすいよ

う荷重側の画像を水平方向に１８０度回転させた。イ

ンプラントを除去することなく撮影を行ったが，イ

ンプラントによるアーチファクトが画像解析に与え

る影響はほとんどみられず，周囲の骨梁構造を明瞭

に観察することができた。

荷重側と非荷重側の三次元再構築像を比較する

と，荷重側では非荷重側に比べ，より太い連続性を

持った骨梁が高密度に分布している像が観察され

た。また，より多くの板状の骨梁が前後方向へ走行

し，インプラントを支えるように放射状に海綿骨梁

が走行している像も観察された。非荷重側において

は，荷重側と比べ海綿骨梁の配列は乱れ，骨梁の分

図２ マイクロCTによる三次元再構築像（近遠心断面像）
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布は疎となっていた。また，板状の骨も所々みられ

たが，不規則に多方向へ走行する細い棒状の骨梁も

多く観察された。

２．骨組織の形態計測

観察で用いたデータから海綿骨梁部のデータを抽

出し，三次元的な骨形態計測を行い，計測領域の単

位体積に占める骨梁の体積密度を示す骨体積率（BV

/TV），骨梁の平均幅を示す骨梁幅（Tb. Th），およ

び単位距離あたりの骨梁の数を示す骨梁数（Tb．N）

の３項目について計測した結果を以下に示す。

１）計測領域１について

計測領域１における骨パラメーターの計測結果は

図３に示すとおりである。

まず，骨体積率（BV/TV）については，荷重側で

１５．８８±７．４４（％）を，非荷重側で１０．０８±２．５７（％）を

示し，両者間に二標本ｔ検定による有意差が（Ｐ＝

０．０２）が認められた。次に，骨梁幅（Tb. Th）につい

ては，荷重側で０．１２±０．０３（mm）を，非荷重側で０．０９

±０．０１（mm）を示し，両者間に二標本ｔ検定による

有意差が（Ｐ＝０．０２）が認められた。さらに，骨梁数

（Tb．N）については，荷重側で１．３３±０．３０（／mm）

を，非荷重側で１．１４±０．２０（／mm）を示したが，両

者間には有意差は認められなかった。

２）計測領域 1-a について

計測領域 1-a における骨体積率（BV/TV），骨梁

幅（Tb．Th），および骨梁数（Tb．N）の計測結果は

図４に示すとりである。

まず，骨体積率（BV/TV）については，荷重側で

図３ 計測領域１における荷重側・非荷重側の比較

図４ 計測領域 1-a における荷重側・非荷重側の比較
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１３．５２±３．１８（％）を，非荷重側で９．１２±１．９２（％）を

示し，両者間に二標本ｔ検定による有意差が（Ｐ＝

０．０２）が認められた。次に，骨梁幅（Tb．Th）につい

ては，荷重側で０．１１±０．０２（mm）を，非荷重側で０．０９

±０．０１（mm）を示し，両者間には有意差は認められ

なかった。さらに，骨梁数（Tb. N）については，荷

重側で１．２８±０．２５（／mm）を，非荷重側で１．０５±０．０９

（／mm）を示したが，両者間には有意差は認められ

なかった。

３）計測領域 1-b について

計測領域 1-b における骨体積率（BV/TV），骨梁

幅（Tb. Th），および骨梁数（Tb. N）の計測結果は図

５に示すとおりである。

まず，骨体積率（BV/TV）については，荷重側近

接部で１３．４６±３．６７（％）を，荷重側中間部で１１．１３±

３．４９（％）を，非荷重側近接部で９．２０±１．４５（％）を，

非荷重側中間部で８．９７±２．２１（％）を示し，一元配置

分散分析により，荷重側近接部と非荷重側近接部の

間（Ｐ＜０．０１）および荷重側近接部と非荷重側中間部

の間（Ｐ＜０．０１）に有意差が認められた。次に，骨梁

幅（Tb. Th）については，荷重側近接部で０．０９±０．０２

（mm）を，荷重側中間部で０．０９±０．０２（mm）を，非

荷重側近接部で０．０８±０．０１（mm）を，非荷重側中間

部で０．０８±０．０１（mm）を示し，一元配置分散分析に

より，荷重側近接部と非荷重側近接部の間（Ｐ＝

０．０１）および荷重側近接部と非荷重側中間部の間（Ｐ

＝０．０１）に有意差が認められた。さらに，骨梁数

（Tb. N）については，荷重側近接部で１．４４±０．１９（／

mm）を，荷重側中間部で１．２８±０．１９（／mm）を，非

荷重側近接部で１．２２±０．０９（／mm）を，非荷重側中

間部で１．１６±０．２０（／mm）を示し，一元配置分散分

析により，荷重側近接部と非荷重側近接部の間（Ｐ

＜０．０１），荷重側近接部と荷重側中間部の間（Ｐ＝

０．０４）および荷重側近接部と非荷重側中間部の間（Ｐ

＜０．０１）に有意差が認められた。

考 察

１．実験方法について

マイクロCTによる骨梁構造の観察は数多くなさ

れており，井出２０）は，歯の喪失による下顎骨の外部

形態ならびに顎骨内部の海綿骨梁の変化について三

次元的に観察し，海綿骨梁は有歯顎から無歯顎にな

るにつれて徐々に吸収が起こり，連続性が絶たれて

いくと報告し，山藤ら２１）は，大腿骨骨頭についてマ

イクロCTを用いて観察し骨密度を計測して骨質の

評価を行っている。また，OGURAら２２）は，ラット

に与える食物中の亜鉛（Zn）の量をコントロールし

て，大腿骨および下顎骨における三次元的骨梁構造

の観察と骨密度の計測により亜鉛が骨に及ぼす影響

について調べ，高橋２３）は，新しく調整した骨補填材

図５ 計測領域 1-b におけるインプラント近接部・中間部の比較
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の骨欠損部における新生骨の形成および骨組織内の

変化について検討し，家兎の頭頂骨を利用して実験

を行い病理組織標本とマイクロCTよる三次元再構

築画像から骨パラメーターの算出を行って比較して

いる。このように，マイクロCTによる骨梁構造の

三次元的な構造解析は，骨梁を分析するうえで最適

な方法の一つとして捉えられていたが，一方で撮影

条件によってはアーチファクトによる影響も大き

く２４），撮影できる試料の制限を受けていたと考えら

れる。

Osseointegrated implant は，インプラントを周囲

骨組織が直接支持するインプラントシステムであ

り，インプラント周囲の骨梁構造における研究では，

下村ら８）はイヌ顎骨にインプラントの埋入を行って

血管鋳型標本を作製し，走査型電子顕微鏡（SEM）

を用いて骨－インプラント体界面の観察を行い，秋

本９）は，二種類の性状の異なるインプラントを動物

顎骨内に埋入し，光学顕微鏡と走査型電子顕微鏡の

両方を用いて上部構造を装着し咀嚼させたことによ

る影響について形態学的に検討を行っている。これ

らインプラント周囲骨組織における報告の多くは，

２次元的にインプラント－骨界面を観察したもので

あり，また，試料を作製する段階で組織の欠落や破

損が起きてしまい，全体的に連続した骨梁構造の観

察を行ったものはほとんどない。そこで本研究で

は，マイクロCTの性能の向上に伴って金属による

アーチファクトが減少し分解能が向上したマイクロ

CT装置を用いてインプラントの除去を行わずにイ

ヌ下顎骨の撮影を行った。インプラントの除去を行

わいないことにより，試料にダメージを与えず，骨

組織の情報をできるだけ失うことなく，顎骨内部の

インプラント周囲骨組織の広範囲における連続的な

三次元的形態観察が可能であった。よって，新しい

マイクロCT装置により撮影された画像による顎骨

内三次元再構築像は，インプラントによるアーチ

ファクトが少なく，インプラント周囲を走行する海

綿骨梁構造を明瞭に観察することができ，広範囲で

のインプラント周囲骨組織の三次元的形態観察にお

ける有用性が示唆された。

２．三次元立体構築画像の観察

三次元再構築像による顎骨内部の観察を行ったと

ころ，荷重側では太い骨梁が高密度に方向性を持っ

て走行し，非荷重側では骨梁の分布は疎であり，不

規則に走行する細い棒状の海綿骨梁が多く観察され

た。井出２６）は，人の下顎骨において，歯牙を喪失す

ることにより顎骨内部構造は特に海綿骨梁の太さ，

配列，分布に変化が生じると述べている。有歯時に

は歯牙を支持するため，咬合・咀嚼力に対し充分な

強度を示す骨梁が必要となり，海綿骨はその力に対

応する強度を保つよう合目的に緻密で太い骨梁の形

態を呈する２７）。が，歯牙を失うことで顎骨は咬合力

を受けなくなり，海綿骨は経時的に吸収をおこし，

次第に細い骨梁となり，疎な分布状態を呈する。さ

らに，歯牙を喪失したことによる主応力の方向や作

用様式の変化が，骨梁の走行を不規則にし，連続性

を絶たれた棒状の骨梁へと変化させる。また，歯牙

欠損部に装着する補綴物が義歯であれば，義歯床粘

膜下の骨梁は不規則な走行を呈しているが，ブリッ

ジを装着した場合には，ポンティク下の顎骨内部の

海綿骨梁はブリッジの方向に一致した近遠心方向に

走行することが認められたとも井出は述べている。

これらは，外力（咬合力）に対して骨梁が再配列した

ことを示唆しており，今回の実験からも同様な状況

が再現されたものと思われる。それは，荷重側にお

いては一度抜歯され咬合力が加わらなくなった顎骨

において，インプラントを埋入し，上部構造を装着

することで，再びその上部構造を介して直接インプ

ラント周囲骨組織に咬合力が加わることにより，骨

梁は力学的な負荷に対抗して緻密に太く骨形態を機

能的に変化させていったと考えられる。これに対し

非荷重側においては，咬合力の喪失に伴い海綿骨梁

は細くなり，方向性を失っていったものと考えられ

るが，それは無歯顎のそれとは異なっており，一

部，歯牙を有していた時のような板状の骨梁が観察

され埋入時の外形が保持されていたことは，インプ

ラントを埋入していることで静的な条件下において

も一部顎骨が保存される可能性が推測された。

３．荷重負荷による骨組織の変化について

計測領域１および 1-a の計測結果から，どちらの

計測領域においても全ての計測項目において非荷重

側に比べ荷重側で大きな値を示した（図３，４）。イ

ンプラント上部構造に咬合力（荷重）が加わると，そ

の力は皮質骨のみならず，インプラント体（フィクス

チャー）周囲を取り囲む多くの海綿骨によっても支
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持されている３１）。荷重（メカニカルストレス）が骨組

織に及ぼす影響について，Salter ら２８）は，骨芽細胞

において細胞質内のアクチンと細胞外とを繋いでい

るインテグリンが，メカニカルストレスの受容体と

して機能していることを証明した。さらに田中ら２９）

は，この受容されたメカニカルストレスが，核小体

へと伝達されることを発見したと述べている。この

ようにメカニカルストレスが骨芽細胞に伝達される

ことにより骨芽細胞の増殖を促し，さらには骨形成

を促進させるということがわかった。今回の実験に

おける骨形態計測の結果からも同様な傾向が認めら

れ，画像所見からも荷重側では骨梁は太く密にな

り，非荷重側では不規則に走行する細い骨梁が疎に

分布する像が観察されたと考えられる。

イヌ下顎骨にインプラントの埋入をし，マイクロ

CTによる観察を行った赤堀ら１５）は，非荷重で埋入

後６ヵ月経過（本実験における非荷重側３ヵ月経過

と同意）におけるインプラント周囲海綿骨の骨体積

率を調べた結果，１７．６±８．６（％）であったと報告し

ている。本実験では，非荷重側における骨体積率の

計測結果で，計測領域１では１０．１±２．６（％）を示し，

計測領域 1-a で９．１±１．９（％）を示した。本実験結果

は赤堀らの報告より若干小さな値が得られた。

ここで赤堀らは，骨体積率（BV/TV）についてイ

ンプラント埋入側（非荷重）３ヵ月経過で２５．２（％），

６ヵ月経過で１７．６（％），対照側（抜歯のみを行った

顎骨）３ヵ月経過で３３．４（％），６ヵ月経過で１６．７（％）

であったと述べ，インプラントを埋入しても，イン

プラント周囲海綿骨では骨吸収が進んでいることを

指摘している。さらに，３ヵ月間で対照側では骨体

積率は半減する（１６．７／３３．４＝０．４９）するのに対して，

埋入側では３ヵ月経過時の骨体積率の７割（１７．６／

２５．２＝０．７０）程度となることより，インプラントの

埋入によって骨吸収の量は減少するが，依然として

吸収が続いていると判断された。本実験結果では，

骨体積率（BV/TV）が非荷重側（赤堀らの実験におけ

るインプラント埋入側６ヵ月経過に相当）で１０．１

（％），荷重側で１５．９（％）を示した。荷重期間は３ヵ

月であるので荷重開始時には（１０．１／０．７＝１４．４）約１４

～１５（％）の骨体積率を示していた可能性が高い。こ

の状況から，３ヵ月間の荷重負荷後の骨体積率が

１５．９（％）であることより，機能圧の負荷によって海

綿骨の吸収が抑制されたと考えられ，機能圧の負荷

による骨の再構築，すなわち機能に対応した形態変

化が起きたと推測される。

骨パラメーター（骨体積率，骨梁幅，骨梁数）間の

計測結果において，図３に示したように計測領域１

では，骨体積率（BV/TV），および骨梁幅（Tb. Th）

で荷重側の計測値の方が非荷重側よりも大きく，荷

重側と非荷重側との間に有意差が認められた。しか

しながら骨梁数（Tb. N）では，荷重側の計測値の方

が非荷重側よりも大きかったが，有意差は認められ

なかった。従って計測値からは，荷重側の方が非荷

重側よりも海綿骨が多く，骨梁が太いことがわか

る。図４に示された計測領域 1-a における計測結果

から，骨体積率（BV/TV）で荷重側の計測値の方が

非荷重側よりも大きく，荷重側と非荷重側との間に

有意差が認められたが，骨梁幅（Tb. Th）および骨

梁数（Tb．N）では，荷重側の計測値の方が大きかっ

たが，有意差は認められなかった。従って，計測値

からは荷重側の方が非荷重側よりも海綿骨が多いこ

とがわかる。

宇佐見ら３０）の実験では，上顎骨についてマイクロ

CTを用いて有歯顎と無歯顎の海綿骨梁を三次元的

に定量し，歯牙喪失に伴う形態的変化の観察と骨パ

ラメーターを用いた評価を行った。骨パラメーター

の計測結果は，有歯顎に比較して無歯顎では骨体積

率，骨量幅において減少したが，骨梁数には変化は

みられなかったと述べている。さらに，三次元的な

観察も含め，顎骨の内部骨梁は歯牙喪失に伴う機能

圧の作用様式の変化により全体的な変化として細

く，疎になっていくと考えられたとも報告してい

る。今回の私の実験条件においても，インプラント

上部構造が装着され顎骨に荷重が加わっていた荷重

側と，上部構造の装着は行わず一次手術のままとし

た非荷重側を比較したことは，宇佐見らの実験にお

ける有歯顎と無歯顎とを比較するという状況に類似

しており，私の実験においてもこの結果と近似した

結果が得られたと考えられた。

計測領域の近接部と中間部（計測領域 1-b）につい

て，図５に示したように骨体積率（BV/TV），骨梁

幅（Tb．Th）および骨梁数（Tb．N）のいずれにおい

ても，計測値は荷重側近接部が最大を示し，次いで

荷重側中間部で大きな値を示すが，非荷重側におい
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ては，計測値はいずれも小さく，また，近接部と中

間部の差が少ない。さらに，骨体積率（BV/TV），骨

梁幅（Tb. Th）および骨梁数（Tb. N）のいずれも荷重

側近接部と非荷重側近接部との間および荷重側近接

部と非荷重側中間部との間に有意差が現れたが，骨

梁数（Tb. N）では，荷重側近接部と荷重側中間部と

の間にも有意差が認められた。従って，計測値から

は荷重側近接部で最も海綿骨が多く，骨梁が太く，

骨梁数も多いことがわかり，次いで，荷重側中間部

の海綿骨が太く多いことがわかった。一方，非荷重

側では海綿骨が少なく，骨梁は細く，骨梁数も少な

く，近接部と中間部との差もほとんど認められない

ことがわかった。

荷重を加えたことによるインプラント周囲骨組織

の変化として，和田は９）イヌ下顎骨に埋入したイン

プラント周囲骨組織において荷重を負荷し，１週

例，４週例，１２週例の骨接触率について比較を行っ

ている。それより１，４週例では機能圧群に比べ非

機能圧群の方がわずかに骨接触率は良好であった

が，１２週例では機能圧群の方が高い傾向を示したと

報告している。秋本８）は，ニホンザル下顎骨に埋入

したインプラントについて同様に骨接触率につい

て，非機能下，機能下１ヵ月および３ヵ月の比較を

行い検討した。１ヵ月および３ヵ月間咀嚼機能を加

えたものは非機能下と比較して高値を示したが，３

ヵ月間咀嚼機能させた場合，１ヵ月間咀嚼機能を加

えた時よりも接触率は減少していた。これは１ヵ月

目にインプラント周囲に形成された幼弱な骨組織

が，２ヵ月の間に改造が行われたためと報告してい

る。これまでの報告のほとんどは，インプラント－

骨界面に限局したものであり，今回の実験において

は，今まで行われてきた計測領域よりも広範囲に及

ぶインプラント周囲海綿骨組織の変化について骨形

態計測を行った。その結果，インプラント－骨界面

にみられた骨接触率と同様に，広範囲におけるイン

プラント周囲骨組織においても，荷重側において機

能的な形態変化が生じることが考えられた。また，

インプラント－骨界面やインプラント近接部の海綿

骨組織において骨の造成が盛んに行われたことよ

り，インプラントに近接した部分でより大きく咬合

力に対応する骨梁構造の変化が生じることが示唆さ

れた。

結 論

イヌ下顎骨のインプラント周囲海綿骨の形態が咬

合・咀嚼力支持の有無によってどのような差異を示

すかについて，マイクロＸ線CTによる観察を行っ

た。実験方法として，イヌ下顎骨の両側にインプラ

ントの埋入を行い，片側には上部構造を装着し，反

対側には埋入のみの対照とした。なお，イヌ下顎前臼

歯抜歯後の治癒期間を３ヵ月，上部構造の装着をイ

ンプラント埋入３ヵ月後，上部構造による機能圧負

荷期間を３ヵ月とし，剖出したイヌ下顎骨を試料と

した。マイクロCTを用いたインプラント周囲骨組

織の内部構造の観察とともに，荷重側，非荷重側の

海綿骨梁部を抽出し，三次元的形態計測を行った。

マイクロCT装置により撮影された顎骨内部の再

構築像は，インプラント周囲の海綿骨梁構造を明瞭

に示していると判断された。また，再構築像につい

て，荷重側と非荷重側とを比較すると，荷重側では

力学的負荷に対応したと思われる板状の連続した骨

梁が多数認められた。一方，非荷重側では不規則に

走行する細い棒状の疎な骨梁が観察された。

海綿骨梁の計測結果から，骨体積率，骨梁幅，お

よび骨梁数のいずれにおいても，荷重側近接部が最

大を示し，次いで荷重側中間部が大きな値を示した

が，非荷重側においては，計測値はいずれも荷重側

と比べ小さく，近接部と中間部の差はほとんど認め

られなかった。さらに，荷重側近接部と非荷重側近

接部との間および荷重側近接部と非荷重側中間部と

の間に有意差が認められた。

以上より，インプラント周囲の海綿骨梁は，イン

プラントに機能圧が加わることで，負荷が加わらな

かったインプラントに比較して，骨体積率，骨梁

幅，および骨梁数が大きな値を示し，特にインプラ

ント近接部で機能圧に対応した形態変化が強く起こ

ると判断された。

本論文の要旨は，第２７８回東京歯科大学学会（２００４年１０月１６
日，千葉），平成１６年度日本補綴歯科学会東関東支部学術大

会（２００５年３月２０日，茨城）において発表した。
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Three-dimensional Observation of Internal Structure of
Canine Mandible by Microcomputed Tomography
―Morphometric Defferences between Loadedand
Unloaded Cancellous Bone around Implants ―

Atsushi YAMADA, Daiki YAMAKURA, and Masataka KISHI

Department of Removable Partial Prosthodontics, Tokyo Dental College

（Chairman : Prof. Masataka KISHI）
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Morphological differences in cancellous bone around fixtures when loaded and unloaded were investi-

gated by observation with micro-CT in canine mandibles. Three months after extraction of premolers, fix-

tures were installed in the edentulous ridge of the canine mandible, and three months later, superstructures

were added. At three months after functional loading of the fixture surrounding cancellous bone was ob-

served with micro-CT.

Micro-CT showed a clear three-dimensional image of the cancellous bone around the fixture. There was

much continuous trabecular bone corresponding to functional loading on the loaded side, with lessdirectional

and thinner trabecular boneon the unloaded side.

For morphological analysis, bone volume fraction（BV/TV）, trabecular thickness（Tb. Th）, and trabecu-

lar number（Tb. N）were calculated. For cancellous bone, the values on the loaded side were larger than on

the unloaded side, and there wasa significant difference in the BV/TV and Tb. N between the loaded and

unloaded sides. Moreover, a comparison of the cancellous bone between the near zone and the far zone

around the fixture showed that the values at the near zone of the loaded side were the maximum, and the

values at the far zone of the loaded side were second. However, all values at the unloaded side were small,

with scarcely any difference between them. There was asignificant difference between the values at the

near zone of the loaded side and the far zone of the loaded side and between at the near zone of the loaded

side and the far zone of the unloaded sidefor BV/TV, Tb. Th, and Tb. N.

This suggests that functional loading of fixtures enlarges the values of the bone parameters around the

fixture, and that functional loading changes the from of the bone at the near zone of cancellous bone around

fixtures. （The Shikwa Gakuho，１０５：５７７～５８７，２００５）
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