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はじめに

骨結合型インプラント治療，いわゆる osseointe-
grated implant therapy が１９６５年９月に臨床応用が
開始され５０年近く，１９７８年よりスウェーデンで保険
適用を受けてからでも３５年以上が経過した。現在で
は歯科臨床における欠損補綴の主流になっている。

インプラント治療は言うまでもなく歯の欠損部分
への再建治療，つまり補綴治療の一術式だが，イン
プラントの骨内への植立という手術を伴う治療法で
ある。歯を喪失した顎堤は，歯周組織である歯槽骨を
失うことから，急速な萎縮を生じていく。Schropp
ら（２００３年）１）によると，単独歯の喪失であっても，
１年後には頬舌的に５０％のボリュームを喪失し，し
かも，２／３の患者では最初の３ヶ月間でその吸収が
生じたと報告されている。生理学的な現象であり病
的なものではないので，歯の喪失後は術者サイドで
顎堤の吸収をコントロールすることは困難である。
これはインプラント植立時の大きな問題となってい
る。

特に小臼歯間では物理的にインプラントの直径よ

りも顎骨の残存する頬舌的幅径が小さなケースはま
れではない。大臼歯部においては，上顎洞や下歯槽
神経の存在で垂直的な骨量不足が頻繁に生じる。

このように骨のボリュームが不足するケースにお
いては，骨移植などによる骨造成がインプラントの
ためになされてきた。骨移植は１５０年以上の長い歴
史をもつ治療法ではあるが，副次的な損傷が発生
し，その侵襲性や術後の不快感は無視できない。小
規模の局部欠損症例では，口腔内で採骨することで
侵襲性や可視的な瘢痕を回避する方法が報告されて
きたが，術後の強い不快感は避けられず，時に神経
損傷リスクが伴い，しかも採骨量が少ないことで臨
床応用範囲も限定的である。

特にインプラントの部分的な骨外への露出は，臨
床的にはしばしば生じてしまう。ねじ部分の露出
は，薄い軟組織でしか覆われないと軟組織への刺激
になったり，口腔内に露出するとプラークが蓄積す
る場を提供したりするリスクから逃れられない。こ
うした小さな欠損部あるいは開窓部にスペーサーと
なる骨片を置き，ケースによってはメンブレンを置
いて骨を誘導することが臨床的には試されてきた
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（Buser, et al.１９９３２），Widmark & Ivanoff.２０００３））。
著者も１９９０年代初頭からこうした経験的な minor
augmentation を行ってきたが，そうした骨片も採
取できる部分は限られるし，副次的なドナーサイト
が必要になる可能性も小さくない。

本研究で使用した bone trap は，インプラント植
立の際の骨形成時に生じる骨片，つまり廃棄する自
家骨片を吸引装置により収集し，移植骨として応用
することを目的とした装置である。インプラントの
植立手術では，骨内に埋入窩を形成するので，必ず
骨の削合片が生じる。制腐的術野での採取なので採
骨時の感染リスクは低く，自家骨なので移植材とし
ては骨誘導能，骨伝導能など優れた性質が期待でき
る。よって，この方法はドナー部位を必要とせず
に，自家骨のみである程度の移植材を得られる大き
な長所があると考えられる。当然，量的制限から，
従来の骨移植の代替え手術になる方法ではない。し
かし，インプラントの一部が露出する程度の骨吸収
進行症例に対処するのに有効な術式となる可能性が
ある。

ボーン・トラップで採取可能な骨量，つまり採骨
量に関しては，Savant ら（２００１年）４）が患者の性別，
年齢，上下顎に関係なく，直径４mm，長さ１３mm の
インプラント時の骨形成では０．１９５ml±０．０９９（SD）
であったと報告している。つまりインプラント１本
につき０．２ml ほど採骨可能であるということであ
る。彼らは乾燥してから容積を計測したので，実際
にはもう少し多めになるであろうことも言及してい
る。ちなみに質量に関しては，Young ら（２００２年）５）

によれば，我々の研究で使用した bone trap と同じ
製品を用いて，平均インプラント１本あたり０．３g
であった（ホルマリン固定後に凍結乾燥した重量）。

吸引装置に設置されたボーン・トラップによる骨
片の採取は侵襲度に関しては利点を有するが，手術
中に唾液やプラークなどを吸引することによる感染
が懸念される。そこで，Young ら（２００１年）６）は，術
野のみを吸引するサクション系統と口腔内にたまっ
た唾液や血液，生理食塩水を吸引する系統の２つの
吸引ラインを設定する‘Stringent aspiration proto-
col’，厳格な吸引プロトコールで，有意に bone
trap で採取する骨片の汚染を減じることが可能に
なると報告した（図１）。また，Young ら（２００２年）７）

は，術前にクロールヘキシジンで含嗽することによ
り細菌数を有意に減じることができたことを報告し
ている。しかし無視できない細菌数が報告されてお
り，その原因および影響を与える因子の解析が必要
である。これを明らかにするため，吸引装置，サク
ションチップと吸引チューブ間に設置したボーン・
トラップにより収集された骨砕片の細菌汚染程度
に，手術時間，手術部位，植立インプラント数，歯
周病の既往等の臨床因子が与える影響の解明を試み
た。

研究方法と結果

５５人の局部欠損を有する患者を対象とした，手術
時の骨形成時に吸引装置に設置したボーンフィル
ターに集めた骨砕片の細菌汚染の解析と，採取した
骨片の無菌生理食塩水による洗浄効果を調べた。歯
周病がある患者については，インプラント治療前
に，全て歯周病の初期治療，すなわち，口腔内衛生
指導と scaling & root planing を施した。

骨砕片の採取は先に述べた唾液吸引用のバキュー
ムとは別にもう１系統の骨片吸引用のバキュームを
使用した（図１）。骨片吸引用のバキュームの骨片ト
ラップに集められた骨砕片は無菌的に滅菌チューブ
に入れ，ただちに細菌数の測定を行った。細菌数は
嫌気培養後 colony forming unit（CFU）にて算定し
た。

洗浄効果についての解析では採取された骨砕片の
うちおよそ半分の骨片を滅菌チューブ移し，そのま
ま残りの骨砕片を骨片トラップに残したまま，骨片
吸引用バキュームで１リットルの滅菌生理食塩水を
吸引することで洗浄した。洗浄後骨片を採取し，骨
片中の洗浄前後の菌数を測定した。

図１ ２系統の吸引系統。ボーンコレクターを吸引装置に
inline で設置したものは術野で骨片を吸引し，通常の
吸引操作はつけていない方のサクションにて行う
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骨砕片における細菌数

骨片から検出された菌数は，平均で２６，８７４CFU
±５，８６８（SE）であった。上顎と下顎の比較では有
意に上顎の骨片の細菌汚染が少ない結果になった

（上顎：１５，８３０CFU±７，１７７．９，下顎：３７，３３７CFU
±９，１９１．３）。前歯部は臼歯部より有意に細菌数が少
なかった（図２）。

細菌数と手術時間については，上顎では相関性が
認められ，下顎では認められなかった。インプラン
ト手術では，骨形成時に形成窩の熱傷を回避するた
めに，滅菌生理食塩水を多量に注水する必要があ
る。その注水により，術野へ唾液が還流すること
が，この細菌汚染に関する結果に影響を与えたと考
えられる。つまり，下顎の手術では，手術時間とい
う因子よりも術野の構造的な汚染リスクのベースラ
インが大きいとも考えられる。

歯周病歴の有無は，細菌数に差異を認めなかった
が，黒色色素産生菌群が歯周病歴のある患者群で
は，６／１５（４０％）に，歯周病歴のない患者群では，
２／２２（９．１％）に認められた。これらのデータを用
い，部位，喪失歯数，手術時間，埋入インプラン
ト本数，歯周炎罹患歴と汚染菌数についてロジス
ティク回帰分析を行うと，手術時間がリスクファク
ターであるという結果になった（Odds ratio １．０４６，
９５％CI１．０１２－１．０８１）。

骨砕片の洗浄効果

１リットルの滅菌生理食塩水による骨砕片の洗浄，
非洗浄の細菌汚染はそれぞれ１，８８４CFU±７１５．６，
４，２３１CFU±１，５２３．５で，洗浄した実験群が有意に
少ない結果を示した。感染によるインプラント治療
の正否への影響は大きく，インプラントの失敗の大
きな原因である。歯周炎病巣を持つ患者の唾液中か
らは常に歯周病原因菌が検出される。歯周病は，イ
ンプラント治療の予後を左右するリスクファクター
であることが報告されているため，ボーンコレク
ターにより採骨された骨片の使用には抗菌薬投与や
骨砕片の洗浄などによる汚染予防が不可欠であると
考えられる。

結 語

ボーンコレクターによる骨砕片採取は唾液由来の
細菌に汚染されるリスクがある。下顎における細菌
汚染のリスクは上顎よりも大きい。臨床因子の中で
は手術時間がリスクファクターであることが示され
た。以上のことから，インプラント手術時にボー
ン・トラップで採取した骨片は，厳格な手術環境で
注意深く採取されたとしても，細菌による汚染が認
められるため，十分な注意が必要であることが示さ
れた。
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