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臨床研究

血清 Ca、血清 Mg と顎骨 CT 値の関係

南部　聡 1),2) ＊、山本英一 1),2)、和田義行 1),2)、磯村治男 1)、神田昌巳 1)、松崎紘一 1)、

田村正人 2)、小川　優 1)、松沢耕介 1)

1) 北海道形成歯科研究会

2) 北海道大学歯学部口腔健康科学講座口腔分子生化学

＊：北海道旭川市宮下通り９丁目

TEL：0166-26-1955　FAX：0166-26-1955

e-mail: sncl@poplar.ocn.ne.jp

抄　録

目的：インプラント治療は、歯科臨床において応用されているが予後不良となる症例があ

る。一方で検査診断法の研究が少なく、今後の臨床的な治療の向上のために必要である。

本研究ではインプラント症例の患者の血液から得られた血清 Ca、血清 Mg の値と顎骨の

CT 値の関係を評価し、検査方法の基礎となる研究を行うことを目的とする。

方法：インプラント治療を予定する患者総数 13 人、男性 3 人、女性 10 人、平均年齢 58.2 歳、

対象 51 部をそれぞれの患者から得た血清 Ca 値と血清 Mg 値から高値群と低値群に分け、

インプラント埋入予定部から得た顎骨の平均 CT 値との関係について統計的検討を行った。

結果：血清 Ca と血清 Mg 値の高値群の CT 値は有意に低値を認めた。CT 値の低値とは、

骨密度が低く粗な骨質の傾向である。

結論：本研究により、血清 Ca 値と血清 Mg 値の血中濃度が平均値より多いほうが骨質の

粗の傾向を示す結果を得た。これによりインプラント治療の成功と危険性を推測する一つ

の指標となる可能性があると考えた。
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緒　言

　インプラント治療は、歯科臨床において一般的な

治療法の一つとして応用されているが現在に至って

も予後不良となる症例があり、さらなる成功率の向

上を臨床家と社会が望んでいる。一方で予後を推測

しうる検査診断法が少なく、優れた検査診断方法の

確立を急がなければいけない。これからの展望とし

て骨質診査、骨代謝マーカーの生化学検査、遺伝子

的背景などからインプラント周囲の骨代謝の傾向性

を判断しインプラント治療の予後を推測する客観的

な診断根拠を構築することが現在の課題であると考

えられる。本研究はインプラント症例の患者の血液

から得られた血清 Ca 値、血清 Mg 値と顎骨 CT 値の

関係を評価し、画像診断と血液検査の関係について

解析することを研究目的とする。

材料および方法

　研究対象は 2007 年にインプラント治療と血清 Ca、

血清 Mg の術前血液検査を実施した症例を用いた。

被験者合計 13 人、51 部位、平均 58.0 才、一人平均

4.46 部位、内訳は、男性 3 人、49 才から 56 才、平

均年齢 52.7 才、女性 10 人、41 才から 77 才、平均

年齢 60.0 年である。すべての症例は、骨代謝に関す

る疾患の既往歴がなく治療や投薬を受けていない患
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者を対象とした。血液採取の方法は術前に抹消静脈

血を採取し即日、臨床検査を外注委託し、後日、血

清 Ca 値と血清 Mg 値についての得られた検査結果を

資料とした。

　CT 値の資料は、東芝メディカルシステムズ株式会

社製 16 列マルチスライス ( スライス幅 0.5mm )CT

撮影装置にて顎骨を撮影し、データをフォーマット

形式 DICOM data 出力し macintosh os 10.5 ソフトウ

エアー OsiriX を使用し画像解析を行い得た。CT 値

の資料算出には以下の方法を用いた。画像解析度ソ

フトウエアー OsiriX の機能の 2D MPR を用いインプ

ラント埋入予定部位に対しクロスセクションの２次

元画像を埋入部、1mm 近心部、1mm 遠心部の高位、

中位、下位に対し直径約 2mm の円形の合計９カ所の

CT 値の平均値を算出し資料とした（図 1）。

　血清 Ca 値と血清 Mg 値は本研究の資料の平均値に

対して高値群と低値群に分け、それぞれに属する顎

骨の CT 値を算出し解析した。統計解析による有意水

準は、エクセルの student’s T-test を用い P<0.05 と

表示した。本研究計画は、治療開始前に対象とした

患者に対し研究の主旨を説明し、文書による同意を

得た。

図 1　左から上位、中位、低位のインプラント埋入予定部位を
1 ｍｍ幅で 3 部位、合計 9 ヶ所の平均を CT 値とした。

図 2　血清 Ca、Mg を低値群と高値群に分けると低値群の方が有意に CT 値の高値を示した。

結　果

 対象とした 13 名の血清 Ca 値の範囲 8.8-10.1mg/dl、

平均値 9.45mg/dl、血清 Mg 値の範囲 1.6-2.2mg/dl、 

平均値 1.98mg/dl であった。

　高 Ca 群の CT 値の平均は 424.1、低 Ca 群の平均が

579.1 であった。高 Mg 群の CT 値の平均値 476.1、

低 Mg 群の CT 値 598.7 であった。血清 Ca、血清 Mg

ともに平均値よりも血中濃度の高い群において CT 値

の平均値は、低値であり有意差を認めた（図 2）。

考　察

　対象とした 13 名の血清 Ca 値と血清 Mg 値の範囲

は そ れ ぞ れ 8.8-10.1mg/dl、1.6-2.2mg/dl で あ り、

血清 Ca 値と血清 Mg 値の参考値 8.8-10mg/dl、 1.8-

2.6mg/dl であることから全ての例が参考値の範囲で

あった。被験者は、インプラント治療を希望した患

者を対象としているため比較的年齢が高く、男性平

均年齢 52.7 才、女性平均年齢 60.0 才といわゆる性

の転換期からそれ以降の年齢層を対象にしている。

このような年齢層は、閉経や老化に伴い原発性骨粗

鬆症や老人性骨粗鬆症の発生頻度が高い。閉経後の

原発性骨粗鬆症は、更年期におけるエストロゲン分

泌量の急速な低下が原因であるといわれるが、男性

は加齢にともなう血中エストロゲン量の緩やかな減

少が老人性骨粗鬆症と相関があるといわれ、その他、

加齢に伴う腎機能の低下により活性化ビタミン D 産

生力低下が原因などいくつかの原因が複合的に関与

していると考えられる 1)。

　一般的な骨代謝を示す骨代謝マーカーと顎骨代謝
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の間にも同様の傾向性があるのではないかと報告さ

れている 2) ように、本研究においても全身的骨代謝

の因子と顎骨代謝に傾向性を示唆する結果が得られ

た。被験者は、全例いずれかの期間の過去に於いて

必要から抜歯術を受け顎骨の治癒後 CT 検査を経てイ

ンプラント治療を行っている。そのため骨組織の再

生は何らかの個体差を伴い全身的な修飾因子の特徴

を反映した組織であることからこのような結果が得

られたと考えられる。

　血清 Ca、Mg 値が高い群に CT 値の低下を認めた理

由として、副甲状腺ホルモンの分泌亢進が骨より Ca、

Mg の溶出を促進したこと、対象群が比較的高齢群で

あることでさらにその傾向性が増大したと考えられ
3)4)、歯を失うことによる Ca や Mg 摂取の減少により

一般的な骨代謝への影響と同時に顎骨のリモデリン

グやモデリングに対し、同様の代謝傾向を示したと

思われる。

結　論

　2007 年にインプラントと治療の術前検査として

行った 13 名 51 例について、血清 Ca、Mg 値と CT

値の関係を検討した。結果として血清 Ca、Mg 値の

高値群の CT 値低下を認め有意差があった。このこと

から顎骨は他の骨と同様の代謝傾向を示す可能性が

ある。
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