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カ ラ ー ア ト ラ ス の 解 説

インプラント治療の成功は骨結合（Osseointegra-
tion）の獲得と維持であり，骨の代謝状態を把握す
ることは術前および術後のリスクファクターを明確
化するために大変重要である。加齢に伴う骨代謝障
害疾患である骨粗鬆症の患者数は我が国で約１，１００
万人と推定され１），インプラント治療患者において
も増加している。

骨粗鬆症の定義は，２０００年の NIH コンセンサス
会議で，従来の「骨密度」の低下を中心とした考え
方から，新たに「骨質」を加えた骨強度を重視する
ものに改められた。骨質とは，骨の微細構造，骨代
謝回転，微小ダメージの蓄積，石灰化の程度，およ
びコラーゲンなどの骨基質の特性により規定され，
現在，臨床において骨質を評価する方法は，骨代謝
マーカー検査による骨代謝回転の評価だけであると
いわれている。

骨代謝マーカーは，整形外科領域において骨代謝
回転の把握や骨粗鬆症に対する投薬の治療効果の評
価方法として用いられている。また疫学的評価にお
いては将来的な骨粗鬆症の発症と相関性があること
が報告されている２）。骨粗鬆症は骨形成および骨結
合が抑制されることから，インプラント治療におけ
るリスクファクターとなることは広く知られてい
る３）４）。また，骨粗鬆症は歯周病の発症との相関性が
あることから５），インプラント治療の長期的な予後
にも関係することが示唆される。しかしながら，骨
代謝マーカー検査によるインプラント治療のリスク
ファクター評価の有用性については報告がなされて
いないのが現状である。

現在，東京歯科大学口腔インプラント科では，術
前スクリーニング検査の一つとして骨代謝マーカー
検査を全ての患者を対象に行っている。検査項目は，
骨吸収マーカーとして①Ⅰ型コラーゲン架橋 N－テ
ロペプチド（NTx）②デオキシピリジノリン（DPD），
骨形成マーカーとしては，骨型アルカリフォスフォ
ターゼ（BAP），④オステオカルシン（OC），その他
の骨代謝関連項目として⑤副甲状腺ホルモン

（PTH），⑥血清カルシウム，⑦無機リンの計７項
目を用いている。２００５年５月から２００８年４月までの
計４８８名を対象とした統計調査（図１）では，４７％の患
者に基準値の逸脱が認められ，インプラント治療患
者の約半数に骨代謝に対して何らかの異常があるこ
とが示唆された（図２）。また，骨粗鬆症に直接関連
する項目では全体の１３．８％に異常値がみられ，低代
謝回転型骨粗鬆症を示す骨形成マーカー（BAP，
OC）の低値では男性が多いのに対して，高代謝回転
型骨粗鬆症を示す骨吸収マーカー（NTx，DPD）の
高値では女性に多い傾向が認められた（図３）。これ

は，男性は骨形成能の低下による老人性骨粗鬆症が
多く，女性はエストロゲン欠乏に伴う骨吸収の促進
による閉経後骨粗鬆症が多いことと一致するもの
で，これらの群は将来的に骨粗鬆症の発症する可能
性が高いものと考えられる。実際の症例においても
過去に２回にわたりインプラント治療を行い，いず
れも１年以内にインプラントが脱落した患者に対し
て，骨代謝マーカー検査を行ったところ，骨吸収マー
カーである DPD が８．５nmoL/mmol CRE（基準値：
２．８～７．６），骨吸収を促進するホルモンである PTH
が６９０pg/mL（基準値：１６０～５２０）といずれも高値を
示した。このような骨代謝マーカーに異常が認めら
れたケースでは，①埋入時には，骨伝導能を有する
HA インプラントを用い，早期に結晶レベルでの骨
結合に期待し，術式としては感染のリスクを軽減す
るために２回法を選択する②免荷期間中は，骨形成
能の低下により骨結合が抑制されることから免荷期
間を長く設定する③補綴終了後は，将来的な骨粗鬆
症の発症を想定してメインテナンス間隔の短縮化を
図るなどの対応を行っている（図４）。

インプラント治療患者層の約半数に何らかの骨代
謝異常がみられ，骨強度への相関性が示唆されるこ
とから，骨代謝マーカー検査が術前のスクリーニン
グ検査として必須であると考えられる。また今後は，
骨代謝マーカー検査とインプラント治療の長期的な
予後について検討し，リスクファクターの明確化を
図りたいと考えている。
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図１ 骨代謝マーカー検査対象者の性別および年齢別分布
対象者は，２００５年５月～２００８年４月までに骨代謝マー

カー検査を受けた計４８８名（男性：１４８名，女性：３４０名，
平均年齢：５４．４歳）。女性は５０歳代にピークがみられる
のに対して，男性では６０歳代にピークが認められた。

図３ 骨粗鬆症関連項目における基準値逸脱者の割合
骨粗鬆症に関連する項目で基準値の逸脱が認められた

のは全体で１３．８％であった。骨形成マーカーの低値では
男子が多いのに対し，骨吸収マーカー高値では女性が多
い傾向がみられた。

図２ 骨代謝マーカー検査で基準値逸脱を認めた患者の割合
全体の４７％の患者に基準値の逸脱が認められ，その内訳は１項目が３４％，２項目が１０％，３項目以

上が３％であった。

図４ 骨吸収マーカー高値患者におけるインプラント治療症例
４２歳の女性。他院で左大臼歯部へ２回にわたりインプラント治療を行うが，いずれも１年以内に脱

落。当科にて骨代謝マーカー検査を行ったところ，DPD が８．５nmoL/mmol．CRE，PTH が６９０pg/mL
といずれも高値を示した。




