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緒 言

口腔インプラント治療は欠損補綴の一選択肢と

して認知され，単なる機能回復から長期にわたる

機能維持に主眼が移行しつつある。骨結合型イン

プラントは軟組織を介さずに直接骨と接触するこ

とが特徴であり１），インプラントと皮質骨との機

械的な結合による支持とインプラント周囲の海綿

骨による支持とにより上部構造を通じてインプラ

ントに加わる咬合および咀嚼力の支持が行われて

いると判断される。そのため咬合力の支持機構を

解明するために，インプラント周囲の顎骨内部構

造を把握することは重要である。これまでにもイ

ンプラント周囲の骨組織に関して多くの形態学的

観察がなされているが，それらは薄切切片をもと

にした二次元的な観察がほとんどである２）～６）。ま

たその性格上，薄切の関係から一方向からの観察

となり，それらはインプラント－骨界面に限局ま

たは近接した比較的狭い範囲での観察による報告

である。そのためインプラント周囲骨組織の構造

および分布状態に関して立体的な評価が困難であ

り，インプラント周囲海綿骨に関しては未だ不明

な点が多い。

近年，海綿骨の力学的特性と骨量および微細構

造との関連を明らかにするための新たな手段とし

て高解像度で非破壊的な極微小焦点 X 線 CT 装
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抄 録：インプラント周囲海綿骨の三次元的な形態観察および抜歯後の歯槽部海綿骨に対してイン
プラントの埋入が及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
のインプラント周囲骨梁構造に関する立体的な構造解析を行い，抜歯後の下顎骨内部構造の変化と
の定量的な比較検討を試みた。計測結果より，埋入後３ヵ月時，６ヵ月時ともに骨体積率（BV/
TV），骨表面密度（BS/BV）はいずれも対照側と埋入側との間に有意差は認められなかった。BV/TV
は３ヵ月例と比較して６ヵ月例が小さな値を示し，対照側においては両者の間に有意差が認められ
たのに対し，埋入側では有意差が認められなかった。BS/BV は対照側，埋入側ともに３ヵ月例と
比較し６ヵ月例が有意に大きな値を示した。本実験より，インプラントに近接した部位では骨の新
生が認められたが，静的条件下にある埋入側の歯槽部海綿骨は抜歯後の海綿骨の変化と差異が認め
られなかった。
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置（以下マイクロ CT）を利用した三次元的解析が

報告されている７）～１３）。そこでマイクロ CT を用い

てインプラント周囲海綿骨の三次元的な形態観察

および抜歯後の歯槽部海綿骨に対してインプラン

トの埋入が及ぼす影響について調査することを目

的とし，インプラントを埋入したイヌ下顎骨にお

けるインプラント周囲海綿骨に関する立体的な構

造解析を行い，抜歯後の下顎骨内部構造の変化と

の定量的な比較検討を試みた。

材料および方法

１．実験動物およびインプラント材料

搬入後１週以上飼育した時点で異常の認められ

ない体重２０～３３kg の雄性雑種成犬４頭を実験に
�供した。さらに実験には，Branemark System�

の 直 径３．７５mm，長 径１０mm の standard fixture

（Nobel Biocare 社製）を使用した。

２．実験方法

歯槽頂および歯肉溝内に切開を加え粘膜骨膜弁

を剥離し，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，粘膜骨

膜弁を緊密に縫合し，抜歯窩を閉鎖した。

抜歯後３ヵ月が経過した時点で左側前臼歯部
。に，Branemark System�の推奨する方法に準じ

て４本のインプラントの埋入手術を行った。まず

頬側の口腔粘膜に骨膜に達する切開を加え，粘膜

骨膜弁の剥離を行い，ガイドドリル，φ２mm ツ

イストドリル，パイロットドリル，φ３mm ツイ

ストドリル，カウンターシンクの順に滅菌生理食

塩水注水下にて形成を行った。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。埋入さ

れたインプラントにカバー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

膜弁を緊密に縫合し，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，若

干頬側に傾斜させ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を為すよ

うに配慮した。いずれの場合にも手術環境として

は，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）

０．５ml/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。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）に基づき無痛的に処置を行った。インプラ

ントの埋入を行った左側前臼歯部（以下埋入側と

略す）に対して，その反対側である右側前臼歯部

には抜歯のみでインプラントの埋入は行わず，観

察および計測時の対照（以下対照側と略す）とし

た。

インプラント埋入後は３ヵ月と６ヵ月の治癒期

間を設定し（以下３ヵ月例および６ヵ月例と略

す），それぞれ２頭のイヌを使用した。所定の治

癒期間が経過した時点で，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

注入による灌流固定を施し，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３週以上浸漬固定し，顎骨の組織固

定を終了した。

３．観察方法

１）マイクロ CT 撮影と三次元画像の再構築

マイクロ CT（KMS－７５５，樫村）の撮影に際し

ては下顎骨を正中部で左右に分割し，インプラン

ト－骨界面に対してインプラント方向からの観察

を可能にすると同時に撮影時のアーチファクト発

生の問題を考慮し，インプラントを逆回転させる

ことにより除去を行い試料とした。次いで各試料

を管電圧５４．９kV，管電流７４µA，撮影倍率１．２倍

４５８ 赤堀，他：マイクロ CT によるイヌ下顎骨内部構造の観察
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の条件（空間解像度：約５５µm）で左側前臼歯部の

近心半部に埋入された２本のインプラントと遠心

半部の２本とに分けて１頭の片側につき２回ず

つ，１頭につき計４回の撮影を行った。撮影時に

は，試料台を回転させながら埋入側のインプラン

ト埋入窩をモニター上で確認し，その長軸が Y

軸に直行し，X 軸と平行になるように角度付けを

調整した。このように先に撮影した埋入側の raw

data を参照し，試料台上で対照側が埋入側と同

様の位置づけになるように配慮した。撮影によっ

て得られた５００枚の raw data をパーソナルコン

ピューター・Compaq Deskpro EN（COMPAQ 社

製）上で多断層面構築ソフト（MultiBP, Image－

script）を用いて back projection 法により再構成

し，５９９枚の二次元スライス画像（slice data）を作

成した。次に slice data を三次元構築ソフト（Vox

Blast, Vaytec. inc.）を用い volume rendering 法に

より三次元画像の再構築を行った１３，１４）。

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

ら埋入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。

また観察で用いた同一データから海綿質部の画

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。まずインプラント埋

入側において画像データ上でインプラント先端部

を基準に下方に５０pixels，上方に１００pixels の上

部，中部，下部に３分割しうる１５０pixels の高さ

を持ち，皮質骨を含まない範囲で最大の幅となる

直方体を各インプラント間に関心領域として設定

した（図１）。近心半部の撮影データにおける最近

心部の関心領域の近遠心的範囲は犬歯－インプラ

ント間とし，また遠心半部の撮影データにおける

最遠心部に関してはインプラント－第１後臼歯間

とした。近心半部および遠心半部の撮影データに

対して３部位ずつ，すなわち１頭の片側につき６

部位を埋入側の関心領域として設定した。次いで

埋入側の slice data および再構築画像と対照側の

それとを画像処理ソフト（Photoshop Ver．５．０２J,

Adobe 社製）を用いて重ね合わせることにより埋

入側で設定した関心領域に相当する部位を対照側

の関心領域とし，埋入側および対照側それぞれの

海綿骨梁に関する形態学的計測を試みた。各 slice

図１ 関心領域の設定
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data からノイズを除去した後１４），パーソナルコン

ピューター・Mate NX MA４０D（日本電気社製）上

で汎用解析ソフト（AVS, KGT. inc.）の骨形態解析

プログラムを用いて，関心領域の画像表示および

解析を行った。解析は，関心領域の三次元再構築

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，関心領域全体の体積を表す tissue

volume（TV），関心領域における骨組織の体積を

表す bone volume（BV）および二次元解析におけ

る骨の外周長に相当する骨面 bone surface area

（BS）の３つの項目に関する計測値を得た。得ら

れた計測値から関心領域の単位体積に占める骨組

織の体積を示す骨体積率（BV/TV）および単位体

積あたりの骨の表面構造を表す指標である骨表面

密度（BS/BV）の算出を行った。２値化処理は二

次元スライス画像が実際の断面とほぼ同様に表示

されるしきい値を求め，埋入側と対照側が同一の

条件になるように配慮した。BV/TV および BS/

BV の各計測項目に関して二標本 t検定による対

照側と埋入側それぞれ同側内における上下的な比

較および治癒期間別の対照側と埋入側との比較を

行い，同時に対照側および埋入側それぞれの治癒

期間による３ヵ月例と６ヵ月例との比較を行った。

結 果

１．三次元再構築像による形態学的観察

インプラントを除去した３ヵ月例のイヌ下顎骨

の３次元再構築像を図２，３に示す。図２－①は

インプラント周囲顎骨の三次元再構築オリジナル

像であり，a の骨組織が疎な部分は以前に歯根が

存在していた抜歯窩に相当する。また歯槽頂の b

の部分には，インプラントを除去した後のインプ

ラント埋入窩が確認される。図２－②はインプラ

ント埋入窩中央部での頬舌断面でありインプラン

トのネジ山に対応した骨の存在が確認されるが，

従来報告されているようにインプラントの全表面

を被覆しているのではなく小孔が散在している様

子が観察された。図２－③はインプラント埋入窩

中央部での近遠心面断であり，インプラントとの

界面部の骨がインプラント先端部付近では疎な構

造を呈していることが観察された。この断面から

の観察により，有歯時に歯槽壁を構成していた固

有歯槽骨とインプラント－骨界面とを連絡する骨

梁がプレート状に走行している様子を観察するこ

とができる。図３は同一試料の連続的な水平面断

であり，各水平面断からの観察によりインプラン

ト埋入窩から頬舌側の皮質骨に向かって放射状に

走行する骨梁が観察された。このように複数の断

面からの観察によりインプラント－骨界面を含む

インプラント周囲の顎骨内部構造を三次元的に捉

えることが可能となった。

図４に３ヵ月例の埋入側を近心方向から観察し

た頬舌面断を示す。各断面の右が頬側，左が舌側

である。図４－①において顎骨の歯槽頂の近遠心

的中央部と遠心部に２つのインプラント埋入窩が

確認され，中央のインプラント埋入窩での頬舌面

断では埋入窩の遠心部にインプラントを取り囲む

ように存在する緻密な骨が認められた（図４－

②）。遠心のインプラント埋入窩での頬舌面断で

は，舌側の皮質骨とインプラント埋入窩との間を

走行する既存の骨梁がインプラントの埋入による

界面部での新生骨と連絡することにより維持保存

されていると推定される像が観察された（図４－

③，図４－④）。図５に埋入側の各断面にそれぞ

れ対応している対照側の再構築像頬舌面断を示

す。図５－③において抜歯窩には骨組織が観察さ

れず，一部において明確な骨梁構造が観察される

が抜歯窩の先端部付近の骨は吸収している様子が

認められた。図５－③，図５－④をそれぞれ埋入

側と比較すると，抜歯に伴う内部構造の変化とし

て骨梁の配列が乱れ，梁柱構造が不明瞭になって

いることが観察された。

２．関心領域の計測

関心領域の画像データを抽出した再構築像の１

例を図６に示す。数値は各部位における骨体積率

（BV/TV）と骨表面密度（BS/BV）の算出値を表

す。再構築像の観察所見よりも明らかであるが，

骨量を表す BV/TV は下部に比較して上部が大き

な値を示している。また単位体積あたりの骨の表

４６０ 赤堀，他：マイクロ CT によるイヌ下顎骨内部構造の観察
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図２ ３インプラント埋入窩の三次元再構築像
①：オリジナル再構築像，②：頬舌面断，③：近遠心面断，a：抜歯窩，b：インプラント埋入窩

図３ 図２と同一試料の連続的な水平面断 a：抜歯窩，b：インプラント埋入窩

歯科学報 Vol．１０１，No．５（２００１） ４６１
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図４ ３ヵ月例における埋入側の顎骨内部構造

図５ ３ヵ月例における対照側の顎骨内部構造

４６２ 赤堀，他：マイクロ CT によるイヌ下顎骨内部構造の観察
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面構造を表している BS/BV は，上部に比較して

下部が大きな値を示し，骨髄腔方向に近づくにつ

れて海綿骨が疎になっていくような複雑な構造を

呈していることが算出値からも推測される。また

３ヵ月例と６ヵ月例における各計測項目の計測結

果を表１，および表２に示す。なお関心領域全体

の平均には，関心領域を上部，中部および下部に

３区分する際にその境界において共有する部分を

含むため上部，中部および下部を合計した平均と

は異なる。

１）骨体積率（BV/TV）

３ヵ月例の計測結果を図７に，６ヵ月例の計測

結果を図８に示す。３ヵ月例では対照側，埋入側

ともに上部から下部すなわち歯槽部より骨髄腔に

向かうに従い，算出値に減少が認められた。対照

側では上部－中部間，中部－下部間に危険率５％

で有意差が認められ，上部－下部間には危険率１

％で有意差が認められた。埋入側では上部－中部

間，上部－下部間に危険率１％で有意差が認めら

れ，中部－下部間においては有意差が認められな

かった（表３）。対照側と埋入側とを比較すると関

心領域全体および各部位において埋入側の方が小

さな値を示したが，両者間に有意差は認められな

かった（図７）。

６ヵ月例の対照側，埋入側それぞれ同側内の上

下的な比較においては，３ヵ月例と同様に上部か

ら下部にいくに従い計測値に減少が認められ，対

照側，埋入側ともに上部－下部間および中部－下

部間において有意差が認められた（表３）。対照側

と埋入側の同部位を比較すると有意差は認められ

なかった（図８）。

対照側および埋入側における各部位それぞれの

３ヵ月例と６ヵ月例とを比較すると，６ヵ月例の

方が小さな値を示した。対照側では上部，中部に

おいて危険率１％で有意差が認められ，下部にお

いては危険率５％で有意差が認められた。また全

表２ ６ヵ月例における体積率（BV/TV）と骨表面密度（BS/BV）の計測結果

６ ヵ 月 例

全体 上部 中部 下部

BV/TV（％）
対照側
埋入側

１６．７±７．８
１７．６±８．６

２３．７±１１．７
２５．７±１２．６

１７．５±８．７
１７．４±９．０

４．７±４．０
７．８±７．３

BS/BV（mm２/mm３）
対照側
埋入側

１３．８±３．９
１４．２±４．９

１１．７± ３．７
１１．４± ５．０

１５．４±３．２
１７．０±４．７

２１．２±７．７
２１．２±６．５

表１ ３ヵ月例における体積率（BV/TV）と骨表面密度（BS/BV）の計測結果

３ ヵ 月 例

全体 上部 中部 下部

BV/TV（％）
対照側
埋入側

３３．９±１３．２
２５．２±１１．３

５０．１±１５．７
４１．３±１５．０

３３．７±１５．９
２２．５±１３．８

１６．８±１７．２
１１．６±１４．３

BS/BV（mm２/mm３）
対照側
埋入側

５．０± ２．０
５．７± ２．１

３．６± １．６
４．４± ２．０

６．７± ３．５
７．８± ３．５

１０．０± ６．４
１１．０± ４．２

図６ 関心領域の骨梁を抽出した再構築像（３ヵ月例
の埋入側の一例）
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体としては危険率１％で有意差が認められた（図

９）。埋入側では上部においてのみ危険率５％で

有意差が認められ，全体および中部，下部におい

ては有意差が認められなかった（図１０）。治癒期間

の延長に伴う骨組織の吸収が三次元的な骨量の計

測値として表現された。また，６ヵ月例では対照

側と埋入側の各部位は近似した値を示したが，治

癒期間の３ヵ月から６ヵ月にかけては埋入側より

も対照側における吸収の進行程度が大きい傾向に

あることが示唆された。

２）骨表面密度（BS/BV）

３ヵ月例および６ヵ月例の計測結果をそれぞれ

図１１および図１２に表す。３ヵ月例におけるそれぞ

れ同側内の上下的な比較では対照側，埋入側とも

に上部－中部間と上部－下部間に有意差が認めら

れ，中部－下部間には有意差が認められなかった

（表４）。また各部位における対照側と埋入側との

間には有意差が認められなかった（図１１）。

６ヵ月例では，対照側の全ての部位間および埋

入側の上部－中部間と上部－下部間において有意

差が認められた（表４）。各部位の対照側と埋入側

との間には有意差が認められなかった（図１２）。

３ヵ月例と６ヵ月例とを比較すると，対照側の

表３ 骨体積率（BV/TV）の同側内での上下的な比較

３ヵ月例 ６ヵ月例

対照側 埋入側 対照側 埋入側

上部－中部
上部－下部
中部－下部

＊
＊＊
＊

＊＊
＊＊ ＊＊

＊＊
＊＊
＊

＊＊：p＜０．０１
＊：p＜０．０５

図７ ３ヵ月例における骨体積率（BV/TV） 図８ ６ヵ月例における骨体積率（BV/TV）

図９ 対照側における骨体積率（BV/TV）の治癒期間
による比較

図１０ 埋入側における骨体積率（BV/TV）の治癒期間
による比較
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全ての部位で６ヵ月例の方が有意に大きな値を示

した（図１３）。埋入側においても同様に，全ての部

位において有意差が認められた（図１４）。計測値よ

り，吸収に伴う骨梁表面構造の粗�化および骨梁

構造の複雑化が示された。３ヵ月例，６ヵ月例と

もに対照側と埋入側とでは同様の傾向を示し，顕

著な差は認められなかった。

考 察

１．実験方法について

最近のマイクロ CT を利用した骨梁の構造解析

¨では，Ruegsegger ら７）は健康な成人女性と顕著

な骨粗鬆症の老人女性の腸骨生検から得られた試

料の三次元的な視覚化および定量を行い，後者の

微細構造が力学的に脆弱であることを数値化して

¨いる。Muller ら８）は同様の生検材料の比較を行う

とともに，通常の組織切片から得られる二次元の

計測値との比較を行い，非破壊的で迅速かつ非常

に正確な方法である結論づけている。Ito ら９）は海

綿骨の微細構造と骨折との関連について調査し，

非骨折群と比較して骨折群の骨量が有意に低かっ

たと報告している。同時にマイクロ CT は新しい

手法であるが故に海綿骨骨梁構造の定量化にあ

たって明確な基準が無い点についても指摘されて

表４ 骨表面密度（BS/BV）の同側内での上下的な比較

３ヵ月例 ６ヵ月例

対照側 埋入側 対照側 埋入側

上部－中部
上部－下部
中部－下部

＊
＊＊

＊＊
＊＊

＊
＊＊
＊

＊
＊＊

＊＊：p＜０．０１
＊：p＜０．０５

図１１ ３ヵ月例における骨表面密度（BS/BV） 図１２ ６ヵ月例における骨表面密度（BS/BV）

図１３ 対照側における骨表面密度（BS/BV）の治癒期間
による比較

図１４ 埋入側における骨表面密度（BS/BV）の治癒期間
による比較
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いる１５）。

２．抜歯による歯槽部海綿骨の経時変化について

抜歯窩の治癒過程および歯牙の喪失に伴う内部

構造の変化に関しては多くの報告がある１６）～２０）。宮

下は１７），イヌを用いて抜歯後の長期間にわたる変

化についてラベリング法を用いた研磨片にて頬舌

断面方向から調査し，５７日目には抜歯窩は細い骨

梁で緻密に満たされているが，その後吸収傾向を

示し，かつての緻密な固有歯槽骨も根尖部付近か

ら吸収の進行に伴い徐々に消失し，９２日目頃では

窩口部では緻密化によって周囲の緻密骨と似た構

造を呈するようになるが，抜歯窩の下方では著明

な多孔化が見られると報告し，その後１８１日目ま

での歯槽骨の変化を観察している。阿部は１９），イ

ヌ下顎骨の軟 X 線写真による近遠心断面方向か

らの形態計測から経時的および部位的な比較を行

い，前臼歯部の骨梁密度（％）は抜歯後５ヵ月の抜

歯窩内部で１９．８±２．０，抜歯窩周囲で２１．４±３．１，

抜歯後７ヵ月でそれぞれ１６．２±１．７，２０．６±２．３，

抜歯後９ヵ月で１５．１±２．１，１８．１±２．２であったと

報告している。今回の計測結果の BV/TV は阿部

の報告とほぼ近似した値を示した。

３．インプラント周囲海綿骨の経時変化について

顎骨は歯牙を有するという点において特殊な環

境下にあり，抜歯に伴う内部構造の変化として有

歯時に歯牙を支持していた海綿質部の緻密な骨梁

は経時的に吸収し，顎骨内部の海綿骨は次第に疎

な構造および分布状態を呈する。インプラント治

療は歯槽部が高度に吸収した無歯顎の下顎骨オト

ガイ孔間への臨床応用として開始され，そのため

インプラント埋入時の初期固定および上部構造装

着後の咬合力の支持において上縁部の皮質骨に関

心が集まり，インプラント周囲の海綿骨に関する

調査は十分に行われているとはいえない。現在の

臨床においては無歯顎へのインプラントの適用は

減少し，下顎の遊離端欠如および間入型の単独歯

欠如などへの適用が増加している。このような歯

牙欠如部位の近遠心に天然歯が隣接して存在して

いる部位，またインプラント治療を前提として抜

歯が行われた部位の顎骨の形態および内部構造

は，長期間にわたり義歯を装着していた無歯顎の

それとは異なり，インプラントの支持および予後

に関する側面からも海綿質部の緻密な骨梁の存在

は無視できないと考えられる。インプラント周囲

の骨組織に関する形態学的研究はいずれも研磨標

本や軟 X 線写真像などからの二次元での解析が

ほとんどであり，連続する骨梁構造を立体的に評

価することは困難であった。また血管鋳型標本を

用いてインプラント周囲を立体的に観察している

報告もみられるが２１，２２），骨梁構造を三次元で数値

化した報告は少ない。Akagawa らは２３），レジン

包埋した顎骨試料を７５µm 研磨する毎に万能投影

機でトレースし，トレース像をデジタイザーにて

取り込み再構成することによりインプラント周囲

骨組織に関する三次元的な評価を試みている。ま

た Wigianto らは２４），レジン包埋した標本を８０µm
毎研磨し，研磨面を染色することにより CCD カ

メラで記録しデジタル化を行っている。このよう

な方法を用いることにより骨梁構造を三次元的に

捉えることが可能とはなったものの，包埋および

画像の取り込みに非常に労力を要し，研磨による

情報の欠落および最終的に標本を失ってしまうと

いう本質的な問題点が残った。マイクロ CT は非

破壊的な骨構造解析であるため，撮影済みの試料

に対して新たに切片を作成したり強度試験などを

行う事も可能であり２５），また三次元再構築像を利

用した有限要素法解析など今後の構造力学的な研

究に有用であると思われる２６）。

中村らは２１），骨－インプラント体界面は骨組織

に覆われ osseointegration が完成するまでに９０日

間を要することを観察し，インプラント体周囲を

取り囲む厚さ２００～３００µm の薄い緻密骨が形成さ

れると報告している。上縁部の皮質骨のみなら

ず，上述のインプラントを籠状に取り囲む緻密な

骨梁および歯槽部においてその骨梁から周囲皮質

骨に連続する海綿質部の骨梁も将来的にインプラ

ントに加わる咬合力の支持に影響を与えると判断

される。また，インプラントに咬合力が加わるこ

とによりインプラント周囲の海綿骨は力学的に成

熟し，機能的な形態変化を示すと思われるが，そ
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の前段階のインプラント治療の一次治癒にあたる

osseointegration を獲得するまでの静的な条件下

にあるインプラント周囲の海綿骨の構造および分

布状況を三次元的に評価することは重要であると

考えられる。今回の実験結果からは，インプラン

トにごく近接した部位に骨の新生がみられたが，

埋入側のインプラント周囲歯槽部は対照側におけ

る抜歯後の変化と同様の傾向を示し，咬合力を負

荷させない静的な条件ではその後も吸収傾向にあ

ることが認められた。３ヵ月例において関心領域

の上下的な各部位の BV/TV が，有意差は認めら

れないものの対照側に比較して埋入側で小さな値

を示したことについては，対照側は抜歯をしたの

みで顎骨内部の構造を破壊するような侵襲を与え

ていないのに対し，埋入側は埋入窩の形成の際に

太い骨梁の連結が一度断たれることに起因して初

期の吸収の程度に差が生じたのではないかと推定

される。また埋入側の中部と下部においては，３

ヵ月例と６ヵ月例との間に有意差は認められな

かったことより，埋入側の歯槽部海綿骨は埋入手

術により一時的に吸収が進行するが，その後の経

過では対照側と比較して緩徐な吸収傾向にあるこ

とが示唆された。今回の実験に用いたインプラン

トは CP titanium であり，このような bioinert な

性質を持つ材料の場合は既存骨から新生骨梁が伸

び出してくるという形で骨形成されるため埋入時

の内部構造の影響を受けやすいと考えられる２２）。

４．皮質骨－インプラント間海綿骨梁の経時変化

について

下顎骨の部位による頬舌的な幅および皮質骨の

厚みの差や，インプラント埋入時における手技的

な問題による埋入方向の違いによりインプラント

埋入窩の頬舌側歯槽部に一定の関心領域を設定す

ることができなかったが，顎骨の頬舌的中央に埋

入されたインプラントと頬舌側の皮質骨間の海綿

骨部に関心領域の設定が可能な標本に対して計測

を行った。３ヵ月例，６ヵ月例ともに埋入側から

２本ずつ計４本のインプラントを選出し，インプ

ラント先端部を基準として上方に１００pixels の高

さを持つ３０×１００×６０pixels の関心領域をインプ

ラントと頬側の皮質骨間に設定した。埋入側で設

定した関心領域に相当する部位を同様に対照側の

関心領域として設定し，両者の比較を行った。そ

れらの計測結果を表５に示す。これらの部位で

は，３ヵ月例における埋入側の BV/TV は，対照

側よりも大きな値を示し，６ヵ月例においては埋

入側の BV/TV は対照側と同等もしくは大きな値

を示した。BS/BV については，３ヵ月例および

６ヵ月例ともに対照側が埋入側と比較して同等も

しくは大きな値を示した。このインプラント埋入

窩の頬側に設定した関心領域の計測結果および観

察所見（図４，図５）から，インプラント埋入時に

存在していた緻密な骨梁がインプラント－骨界面

での新生骨と連続するような治癒形態をとる部位

においては，静的な条件下においてもインプラン

トの埋入により骨梁が一定の期間は保存される可

能性が示唆される。

結 論

本実験においては，インプラント周囲海綿骨の

構造を三次元的に評価することを目的とし，イン

プラントを埋入したイヌ下顎骨の内部構造と抜歯

後の内部構造の変化について定量的な比較検討を

行った。実験方法としては，片側にインプラント

の埋入を行い反対側は抜歯のみでインプラントの

埋入は行わず対照としたイヌ下顎骨を試料とし，

表５ インプラント埋入窩頬側に設定した関心領域の計測結果

３ ヵ 月 例 ６ ヵ 月 例

対照側 埋入側 対照側 埋入側 対照側 埋入側 対照側 埋入側

BV/TV（％） ３２．５ ４３．０ ３９．６ ５４．５ ２９．２ ２９．１ １４．５ ２１．７

BS/BV（mm２/mm３） ４．３２ ４．１３ ８．１８ ４．７３ ９．８８ ９．２９ ２４．３２ １８．９５
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インプラント埋入後３ヵ月および６ヵ月の治癒期

間を設定した。マイクロ CT を用いてインプラン

ト周囲海綿骨の形態観察を行い，それぞれの治癒

期間における各インプラント周囲海綿骨と対照側

の相当部位に対して骨梁構造の三次元的形態計測

を行い，以下の結論が得られた。

１．マイクロ CT を用いた顎骨内部構造の観察に

より，インプラント周囲を走行する海綿骨梁のプ

レート状構造の可視化および複数の断面からの観

察が可能となり，インプラント－骨界面を含むイ

ンプラント周囲海綿骨梁の形態観察方法として有

用であると思われた。

２．イヌ下顎骨の内部構造に関する計測結果よ

り，３ヵ月例の埋入側における BV/TV は２５．２±

１１．３％，BS/BV は５．７±２．１mm２／mm３を 示 し，

同時期における対照側はそれぞれ３３．９±１３．２％，

５．０±２．０mm２／mm３を示した。６ヵ月経過時の埋

入側の BV/TV は１７．６±８．６％，BS/BV は１４．２±

４．９mm２／mm３を示し，対照側においてはそれぞ

れ１６．７±７．８％，１３．８±３．９mm２／mm３を示した。

３．埋入側の各インプラント周囲海綿骨と対照側

の相当部位の計測結果より，

１）３ヵ月例において，埋入側と対照側の BV/

TV，BS/BVにいずれも有意差は認められなかった。

２）６ヵ月例において，埋入側と対照側の BV/

TV，BS/BVにいずれも有意差は認められなかった。

３）BV/TV は３ヵ月例の方が６ヵ月例よりも大

きな値を示した。対照側の３ヵ月例と６ヵ月例と

の間には有意差（p＜０．０１）を認めたのに対し，埋

入側では有意差が認められなかった。

４）BS/BV は６ヵ月例が３ヵ月例よりも大きな

値を示し，対照側と埋入側ともに３ヵ月例と６ヵ

月例との間に有意差（p＜０．０１）が認められた。
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Observation of Internal Structure of the Canine Mandible
by Microcomputed Tomography

――― A Morphometric Evaluation of the Cancellous Bone
around Titanium Implants ―――
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Department of Removable Partial Prosthodontics, Tokyo Dental College

（Director : Prof. Masataka Kishi）
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The aim of this study was to obtain useful images of the three－dimensional structure of cancel-

lous bone around dental implants, and to investigate the bone reactions with dental implants after tooth

loss. After extracting premolars in four dogs, threaded titanium implants were inserted in the unilateral

side of the mandibles. In the contralateral side no implants were inserted as a control. Trabecular bone

structure around the titanium implants, observed and quantitated using microcomputed tomography

（micro－CT）, was compared with the control side, ３ and ６ months after implant surgery. The

morphometric parameters calculated using micro－CT were bone volume fraction（BV/TV）and bone

surface density（BS/BV）. There was no significant difference in BV/TV or BS/BV between the control

side and the implant side at ３ or ６ months post implant surgery. However BV/TV at ６ months was

smaller than that recorded at ３ months for both control and implant data. This difference was only

significant（p＜０．０１）on the control side. BS/BV increased significantly（p＜０．０１）between the ３ and ６

months intervals for both the control and implant sides. New bone formation occurred in close contact

with the implant surface, but under non－loaded conditions the measured morphological changes in

cancellous bone in the implant side of the mandible showed no significant difference to those measured

in the control side. （The Shikwa Gakuho，１０１：４５７～４７０，２００１）
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