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調査・統計

一般歯科診療所におけるインプラント治療前の

骨代謝マーカー検査についての検討
中島　啓 1), 2) ＊、松坂賢一 1)、康本征史 1), 2)、三田真裕美 2)、斎藤杏子 2)、船田加奈 2)、

平田絵里 2)、後藤光成 2)、刈屋陽子 2)、井上　孝 1)

1） 東京歯科大学臨床検査学研究室

2） 康本歯科クリニック

＊：〒 261-8502 千葉県千葉市美浜区真砂１- ２- ２

TEL：043-270-2582　FAX：043-270-3583

e-mail: nakajimakei@tdc.ac.jp

抄　録

目的：骨結合を目的とするインプラント治療にとって、骨状態を把握することは、治療成

功の鍵を握ると考えられる。今回我々は、一般診療所での骨代謝マーカー検査の有用性を

検討した。

方法：2008 年 10 月から 2010 年 6 月までに康本歯科クリニックにてインプラント治療

を希望した 81 名を対象とし、骨代謝マーカー 7 項目および推定骨量を測定し、集計した。

結果：異常値が認められた患者は全体の 40.7％で、年齢別では、男性で 60 歳代、女性

で 50 歳代に最も多かった。検査値では、デオキシピリジノリン（DPD）の異常が最も多

く、次いで男性で骨型アルカリフォスファターゼ（BAP）、女性で副甲状腺ホルモン（PTH）

であった。また、推定骨量と骨代謝マーカーとの関連性は認められなかった。

考察：一般診療所において、約 4 割の患者に異常値を認められたことは、インプラント

治療の予後との関連がある可能性を否定できない。今後、骨粗鬆症などの骨代謝関連疾患

発症のリスクを含めての理解が必要である。

キーワード： bone metabolic markers, dental implants, osteoporosis

論文受付：2010 年 12 月 6 日　論文受理：2011 年 2 月 24 日

緒　言

　昨今、インプラント治療による欠損補綴は、一般

歯科診療所においても盛んに行われている。インプ

ラントによる治療は、外科的手術が必要であり術前

検査における患者の状態の把握が重要である。しか

しながら、現状では十分な検査が行われずにインプ

ラント治療が行われており、様々なトラブルや失敗

が報告されている。インプラント治療は骨組織との

結合を目的としており、骨状態の把握は、治療の成

否を左右するといえる。骨組織は、一定の量と骨質

を保つため、常に骨形成と骨吸収が行われている（リ

モデリング）。医科分野では、骨の形成・吸収の状態

を把握するものとして、血液および尿中の様々な骨

代謝マーカーを測定しており、骨粗鬆症を始めとす

る骨代謝関連疾患における診断や治療効果の判定に

用いられている 1）-3）。また、骨代謝マーカーの異常は、

将来の骨量減少による骨粗鬆症の発症やそれに伴う

骨折の予測が可能とされており 4）、整形外科などの

臨床分野で広く利用されている。東京歯科大学大学

病院では、骨粗鬆症がリスクファクターとなるとし
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て、インプラント治療を希望する患者に対し、骨代

謝マーカー検査を行っており、その集計結果が報告

されている 5）6）。しかしながら、一般歯科診療所にお

いて、インプラント治療時の骨代謝マーカー検査は、

ほとんど行われていないのが実情である。今回我々

は、骨代謝マーカー検査の一般歯科診療所における

有用性を検討するため、検査を導入している診療所

で、インプラント治療を希望した患者に対する骨代

謝マーカー異常の割合を項目別に検討した。

対象および方法

　対象は、2008 年 10 月から 2010 年 6 月までに康

本歯科クリニックにてインプラント治療を希望した

81 名とした。患者には、事前に血液および尿検査の

実施と内容について説明し、同意を得た。なお、こ

の対象からは、骨粗鬆症の既往がある患者は除外し

た。

　検査は、患者の血液および尿を臨床検査技師が採

取した後、株式会社ビー・エム・エルに委託した。

検査項目は、骨吸収マーカーとして、Ⅰ型コラーゲ

ン架橋 N- テロペプチド（以下 NTX）、尿中デオキシ

ピリジノリン（以下 DPD）を用いた。骨形成マーカー

として骨型アルカリフォスファターゼ（以下 BAP）、

オステオカルシン（以下 OC）、骨関連項目として、

副甲状腺ホルモン（以下 PTH）、血清カルシウム（以

下 Ca）、無機リン（以下 P）の計 7 項目を用いた。ま

た、全ての対象者に TANITA 社の体組成計（BC-118E）

を用いて、体重、BMI と共に推定骨量を測定した。

結　果

1. 性別・年齢構成

　 対 象 者 は 81 名 の う ち、 男 性 は 25 名、 女 性 は

56 名で、それぞれの割合は男性が 30.9%、女性が

69.1% であった。年齢は 32 ～ 79 歳の範囲で、平均

年齢は 58.9 歳であった。男女共に、60 歳代が最も

多く、男性は 11 名、女性は 24 名であった（図 1）。

2. 検査項目別異常者数と割合

　7 つの検査項目において、1 項目以上に異常値を認

めた患者の割合は 40.7% であり、男性では 48%（12

名）、女性では 37.5%（21 名）の患者に異常値が認

図 2　異常項目を認めた患者の割合

異常項目あり
41％

異常項目なし
59％

図 3　男女別異常項目数と割合

男性は 12 名、女性は 21 名に異常値が認められた。
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図 1　対象者の性別および年齢分布

男女共に 60 歳代が最も多く、男性は 11 名、女性は 24 名であっ
た。
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められた（図 2、3）。また、1 項目に異常値を認めた

患者は、男性で 20%、女性で 30%、2 項目の異常は、

男性で 24%、女性で 7%、3 項目の異常は女性では認

められず、男性で 4% の割合でそれぞれ認められた。

年齢別では、男性では 50 歳代、女性では 60 歳代に

最も多く異常値が認められた（図 4）。

　検査項目別の異常者数は、DPD に異常を認める患

者が最も多く、次いで PTH、BAP、Ca、P の順であり、

NTX および OC の異常者は認められなかった。男女

共に、DPD に異常を認める患者が最多で、次いで男

性では BAP、PTH、女性では PTH に異常を示す患者

が多く認められた（図 5）。

3. 推定骨量

　TANITA 社の体組成計での推定骨量の平均は、図 6

に示す。骨代謝マーカーに少なくとも 1 項目以上の

異常値を認める患者と、正常値の患者を比較したと

ころ、統計学的な有意差は認められなかった。

考　察

1. 検査項目

　骨代謝マーカーは、東京歯科大学インプラント科で

使用している検査項目を参考に、7 項目を選定した 5）6）。

NTX は、破骨細胞による骨吸収の際のⅠ型コラーゲ

ン分解産物で、血中に放出され、尿中に排泄される。

骨吸収に対する指標として、特異性が高いとされて

おり 1）7）、NTX の値とその後の骨密度変化を検討し

たところ、NTX が高値であるほど骨密度の低下が大

きいと報告されている 8)。DPD は、Ⅰ型コラーゲン

の成熟に関わるピリジニウム架橋アミノ酸の 1 つで

あり、骨吸収に伴うコラーゲン分解に依存し、骨吸

収に特異的なマーカーといわれている。BAP は、骨

形成に伴って骨芽細胞より産生され骨組織の石灰化

に関与し、骨芽細胞の活性度を表すとされている。

OC は、骨形成過程において、成熟した骨芽細胞から

特異的に分泌されるタンパク質で、骨の代謝回転状

態を把握する指標とされる 7）。骨代謝関連項目とし

て PTH は、血清カルシウム濃度を上昇させるホルモ

ンで、Ca や P は、PTH などのホルモンにより調節さ

れている。これら 7 つの検査項目より、骨吸収およ

び骨形成の状態を正確に把握することが可能と考え

られる。
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図 4　異常項目を認めた患者の年齢

男性は 60 歳代、女性は 50 歳代が最大であった。

図 5　検査項目別の異常値を認めた患者の割合

男女共に DPD の異常値が最も多く認められた。
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図 6　異常項目の有無と推定骨量

骨代謝マーカーの異常値を持つ患者と持たない患者での推定骨
量については、ほとんど差はみられなかった。
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2. 検査異常値

　今回の骨代謝マーカーの検査で 1 項目以上の異常

値を認めた患者は、全体の 40.7% であった。矢島ら

によると、東京歯科大学千葉病院のインプラント科

では、患者の 47% に認めると報告しており 6)、それ

に近い値で認められた。年齢・性別に関して、女性

では 50 歳代に異常値を認める患者がピークを示して

おり、閉経時期との関連が考えられる。

3. 推定骨量の測定

　測定に使用した TANITA 社の体組成計は、組織に

おける電気抵抗値（組織インピーダンス）の違いを

利用して体内の水分量・筋肉量・脂肪量などの測定

が可能であり、本機器による骨量は、除脂肪量（体

重から脂肪重量を引いたもの）と骨量が強い相関関

係を示すことを利用して、統計的に推測した値を推

定骨量としている。今回の測定は、1 度のみの測定で

あったため、体格に影響を受ける骨量では、差が出

なかったと考えられる。経時的に測定を行い、骨量

の増減を比較すると変化があると予測される。

結　論

　一般歯科診療所でも大学病院と近い、約 4 割の患

者に骨代謝マーカーに異常値が認められたことより、

一般診療所での骨代謝マーカー検査の有用性は高い

と示唆される。骨代謝マーカーの異常値を有する患

者において、推定骨量およびインプラントの予後に

ついて、今後比較・検討を行う必要がある。
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