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緒 言

骨結合インプラントにおいては，fixture とそ

れに接する周囲顎骨との機械的な結合によって，

咬合力の支持が行われることから，fixture の表

面形状の相異に基づく支持能力の差異を把握する

ことは，インプラント義歯の重要な設計基準とな

る。

しかしながらインプラント・骨界面について，

fixture と周囲顎骨との界面の病理組織学的な調

査は多くの報告が行われているが，fixture と周

囲顎骨との力学的な結合状態に関する調査は少な

く，インプラントの除去に要するトルク値に関す

る調査１）～１０）が見られるに過ぎない。

そこで，fixture と支持骨界面との力学的特徴

を明らかにするために，犬下顎骨に埋入した fix-

ture について垂直荷重による除去に要する牽引

力および水平回転による除去に要するトルク値の

両者について比較検討を行い，fixture 除去に伴

う骨組織の破壊所要力量が，fixture の表面形状

の相異によりどのような差異を示すかについて明

らかにしようとした。

材料及び方法

１．被験 fixture

１）fixture の表面形状
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抄 録：犬下顎骨に埋入した fixture を除去するのに必要な力量が，fixture の表面形状によりどの
ような差異を示すかについて検討を行った。fixture の表面形状は，直径４mm，長径１０mmの円筒
状を示す純チタン製の fixture を，表面粗さ０．１μmに研磨したもの（SF），研磨した表面にチタン
をプラズマ溶射したもの（RF）および研磨した表面に深さ０．３mm，ピッチ０．６mmのネジ構造を付
与したもの（TF）の３種類である。抜歯後の犬下顎骨前臼歯部にこれらの fixture を埋入し，術後３
ヶ月間の治癒期間を経た２６本の fixture を計測対象とした。fixture を除去するのに必要な力量につ
いては，fixtue 長軸方向への牽引および fixture 長軸に対する水平回転の２種類を計測した。その
結果，fixture 長軸方向の牽引力では，SFにおいて６２．４N，RFにおいて１８４．４N，TFにおいて
３３５．９Nをそれぞれ示し，水平回転荷重によるトルク値では，SFにおいて９．３Ncm，RFにおいて
６８．７Ncm，TFにおいて３２．０Ncmを示した。

キーワード：除去トルク，除去所要力量，犬下顎骨
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調査の対象とした fixture の表面形状は，直径

４．０mm，長径１０．０mmの円筒状を示す純チタン

製の fixture に対して，表面粗さを約０．１μmに

研磨したもの（SF），直径４．０mm，長径１０．０mm

の円筒状を示す純チタン製の fixture に対して，

研磨した表面にチタンをプラズマ溶射したもの

（RF）および直径３．７５mm，長径９．６mmの円筒状

を示す純チタン製の fixture の研磨した表面に，

深さ約０．３mm，ピッチ０．６mmのネジ構造を付与

したもの（TF）の３種類である（図１）。

２）fixture の埋入と埋入 fixture 数

中型雑種成犬３頭の下顎の両側前臼歯を抜去

後，３ヶ月経過した時点を fixture の埋入時期と

した。通法に従って，抜歯後の前臼歯部にこれら

の fixture を埋入し，埋入手術後３ヶ月の治癒期

間を経た後に，麻酔薬の過剰投与により無痛的に

屠殺した。直ちに頭頸部還流固定を行った後に，

下顎骨を剖出し，さらに約６週間の浸漬固定を

行った。図２に剖出時に撮影した試料の一例を示

す。なお，本実験は東京歯科大学実験動物指針に

則って行われた。

埋入した fixture の数は片側臼歯部に４～５本

の合計２６本であり，SFについては２頭の両側に

埋入した１１本，RFについては１頭の両側に埋入

した７本，TFについては１頭の両側に埋入した

８本である。

３）荷重用試料の作製

固定後の下顎骨を，fixture 間距離を２等分す

る位置で，fixture を含む頬舌断面ブロックに切

断し，これを，アルミ製箱形ブロック内に常温重合

レジンを用いて固定し，荷重用試料とした（図３）。

図２ 剖出後の犬下顎骨

図１－ａ SF 図１－ｂ RF 図１－ｃ TF

図１ fixture の種類

図３ 実験用試料の固定 図４ 長軸方向への牽引荷重
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２．荷重方法

１）fixture 除去に要する長軸方向の最大牽引

力

図４に示すように，万能試験機（Shimadzu 社

製 オートグラフDSC－５０００）に治具を介して

fixture を含む骨組織ブロックを固定し，fixture

の長軸方向に牽引荷重を付与し，fixture 周囲骨

の破壊により fixture が離脱するまで０．５mm／min

の計測速度で牽引荷重を付与し，その時の伸びと

牽引力とを同時記録した。

２）fixture 除去に要する最大トルク値

図５に示すように fixture を含む骨組織ブロッ

クを，fixture の長軸が水平面に対して垂直とな

るように治具を介して固定し，fixture 上面に付

与した切痕にトルクゲージ（東日社製 １５BTG－

N）の先端を fixture の長軸に平行に嵌合させ，

fixture の長軸に対する水平回転荷重を手圧に

よって与え，fixture 周囲骨の破壊により fixture

が水平回転を起こすまで回転力を増大させ，その

時の最大回転力を計測した。

３．剪断による fixture 周囲骨の破壊状況につい

て

fixture が骨組織から離脱した顎骨ブロック

を，fixture 長軸に沿って分割し，骨・fixture 界

面すなわち剪断破壊を起こしたそれぞれの骨組織

ブロックの fixture に接触していた骨表面を，走

査型電子顕微鏡（日立社製 SE２３４－４３２）を用い

て低倍率の観察を行った。

実 験 結 果

１．fixture 除去に要する長軸方向の最大牽引力

fixture の長軸方向への牽引により，fixture が

周囲骨の剪断破壊によって離脱するまでの荷重量

と延びとの関係を示すオッシログラムは，図６に

示す通りである。この図の縦軸は荷重量を，横軸

図５ 水平方向への回転力

図６ 長軸方向牽引荷重による fixture 除去時の荷重
量と延びとの関係

８６２ 熱田，他：犬下顎骨に埋入したFixture の除去所要力量
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は延びを示している。図に見られるように，SF

では荷重初期より大きな延びを生じ，しかも比較

的低荷重で fixture の離脱が生じている。これに

対してTFでは，荷重量と延びとがほぼ直線的に

増大し，ピークを示した後に fixture の離脱が生

じている。さらにRFでは，荷重量と延びとが上

に凸の曲線的な増大を示し，比較的低いピークを

示した後に fixture の離脱が生じている。これら

のオッシログラムのピーク時の荷重量を最大剪断

力として計測した結果は，表１に示すようにそれ

ぞれ SFにおいて６２．４±４２．１N，RFにおいて

１８４．４±２９．２N，TFにおいて３３５．９±９０．２Nを示

した。

２．fixture 除去に要する水平回転のトルク値

fixture の長軸方向に対する水平回転力を与

え，fixture が周囲骨の剪断破壊によって水平回

転を起こすまで回転力を増大した時に，トルク

メーターに表示される最大トルク値を計測した結

果は，表２に示すようにそれぞれ SFにおいて

９．３±１．５Ncm，RFに お い て６８．７±１５．０Ncm，

TFにおいて３２．０±１２．７Ncmを示した。

３．剪断による fixture 周囲骨の破壊状況につい

て

剪断破壊を起こした骨組織ブロックについて，

fixture に接触していた骨表面すなわち骨・fix-

ture 界面を走査型電子顕微鏡（SEM）にて観察し

た。長軸方向への牽引荷重による fixture 除去後

の SF，RFならびにTFそれぞれの骨表面の破

壊像の一例を図７に示す。一方，水平方向への回

転トルクによる fixture 除去後の SF，RFならび

にTFそれぞれの骨表面の破壊像の一例を図８に

示す。

表１ fixture 除去に要する長軸方向の最大剪弾力

表１－ａ：SF
単位：N

被験体 剪断力

１ １３３．６
２ ５５．１
３ １０１．６
４ １３．０
５ ２６．０
６ ４８．９
７ ５８．７

平均±S. D. ６２．４ ４２．１

表１－ｂ：RF
単位：N

被験体 剪断力

１ １６７．１
２ １９４．２
３ １５５．５
４ ２２０．７

平均±S. D. １８４．４ ２９．２

表１－ｃ：TF
単位：N

被験体 剪断力

１ ４５７．１
２ ３４１．３
３ ２４３．４
４ ３０１．９

平均±S. D. ３３５．９ ９０．２

表２ fixture 除去に要する水平方向の最大トルク値

表２－ａ：SF
単位：Ncm

被験体 除去トルク

１ ８
２ １１
３ ８
４ １０

平均±S. D. ９．３ １．５

表２－ｂ：RF
単位：Ncm

被験体 除去トルク

１ ８３
２ ５３
３ ７０

平均±S. D. ６８．７ １５．０

表２－ｃ：TF
単位：Ncm

被験体 除去トルク

１ ４７
２ ３８
３ ２２
４ ２１

平均±S. D. ３２．０ １２．７

歯科学報 Vol．１０３，No．１１（２００３） ８６３
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考 察

１．fixture 除去に要する長軸方向の牽引力

図６に示したように，SFでは荷重初期より大

きな延びを生じ，しかも比較的低荷重で fixture

の離脱が生じている。さらに図７－aに見られる

ように，SFでは fixture・骨界面の骨組織には，

ほとんど破壊が起こっていない。したがって荷重

初期に認められた大きな延びは，fixture・骨界

面での滑りを意味していると判断されるので，力

学的な結合力は極めて小さいことすなわちチタン

と骨の界面は力学的には接触であると判断され

る。

これに対して図６に示したTFでは，荷重量と

延びとがほぼ直線的に増大する。さらにピークを

図７－ａ SF 図７－ｂ RF

図７－ｃ TF

図７ 長軸方向牽引荷重による fixture 除去後の骨表面

８６４ 熱田，他：犬下顎骨に埋入したFixture の除去所要力量
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示した後には，延びに対して荷重量が急激に減少

する現象すなわち fixture・骨界面での滑りを意

味する現象が起こっている。さらに図７－cに見

られるように，TFでは fixture に接する骨の表

面に著しく大きな破壊による骨組織の広くしかも

深い欠損が広範囲に認めらる。このことから，

ピーク直後に fixture に接する骨組織に大きな破

壊が生じたものと推測される。したがって荷重の

ピーク値が，骨組織にかかった最大の剪断力を意

味していると判断される。

一方，図６に示すRFでは，荷重量と延びとが

上に凸の曲線的な増大を示す。その後，比較的低

いピークを示した後に，延びに対して荷重量が急

激に減少する現象すなわち fixture・骨界面での

滑りを意味する現象が起こっている。このことか

ら，ピーク直後に fixture に接する骨組織に破壊

が生じたものと推測される。したがって荷重の

ピーク値が，骨組織にかかった最大の剪断力を意

味していると判断される。

ここで，それぞれの最大の剪断力を比較してみ

ると，SFでは６２．４N，RFでは１８４．４N，TFでは

３３５．９Nであり，SFが最も小さく，RFの１／３，

TFの１／５を示し，またRFは TFの約１／２を示

した。円筒状の研磨面を呈する SFでは，骨とチ

タンとの緊密な接触により引き抜きに対して若干

の抵抗を示すが，その絶対値は小さく約６kgf で

引き抜けてしまう。これに対して表面に機械的な

嵌合構造が付与されたものでは，引き抜きに対し

て表面に嵌合した骨組織が大きな抵抗を示す。し

かしながら，結果として周囲骨組織が破壊される

ために，RFでは約１９kgf，TFでは約３５kgf で引

き抜かれることになると判断される。このように

TFと RFとで除去に要する力量が著しい差を示

すことについては，RFのプラズマスプレーを施

した粗面に嵌合した新生骨の強度と，TFのネジ

構造に嵌合した骨組織すなわち既存骨の表面に新

生骨が形成された骨組織とでは，その強度に大き

な差異が生じるためと考えられる。

なお，これらの表面の違いによる垂直方向の牽

引力について，t検定を行ったところ，SF－

RF，RF－TF，SF－TFのいずれにおいても，

それぞれ１％の危険率で有意差が認められた。

２．fixture 除去に要するトルク値

fixture の removal torque は，そのほとんどが

ウサギの脛骨を対象とした調査であり，C．Jo-

hansson ら１）が，除去トルクは術後１，３，６，

１２月 に そ れ ぞ れ１０Ncm，１７Ncm，６８Ncm，８８

Ncmと治癒期間の延長により増大が認められた

と，L．Carlsson ら２）が，除去トルクは術後６週

においてRough surface で２６Ncm， Polished

surface で１７Ncmであったと，Johansson CB ら３）

が，除去トルクは，術後３月において niobium

implant が３３Ncm， titanium implant が２５Ncm

であったと，関根ら９）が，除去トルクは bi－corti-

cal の方がmono－cortical より大きく，bi－corti-

cal では術後４，８，１６週と経過に比例してトル

クが増大したが，mono－cortical では８週以後に

トルクがほとんど増さなかったこと，等を報告し

ている。しかし，犬の顎骨を対象とした調査は極

めて少ない。

Gotfredsen ら５）は，犬の下顎骨に埋入した fix-

ture の除去に要する最大トルク値が，機械加工

されたスクリューで６０Ncm，機械研磨されたシ

リンダーで３５Ncmを示し，さらに fixture 表面に

TiO２の粗面加工を施した場合には，スクリュー

で１５０Ncm以上，シリンダーで１０５Ncmを示した

と報告している。これらの数値を本実験結果と比

較するならば，SFと機械研磨シリンダー，TF

と機械加工スクリュー，RFと TiO２粗面シリン

ダーとがほぼ対応するが，それらの最大トルク値

はいずれも大きな値を示している。しかしなが

ら，最大トルク値がRF，TF，SFの順に小さく

なることについては，同様に粗面シリンダー，機

械加工スクリュー，機械研磨シリンダーの順に小

さな値を示している。

さらに田中ら６）は，犬の下顎骨に ITI Bonefit

インプラント埋入時のトルクについて１４kgfcm

（１４．２Ncm）のトルクでインプラントヘッドの破

損が，１５kgfcm（１５．３Ncm）を超えるとインプラン

ト体上端の破損が生じたと報告している。

歯科学報 Vol．１０３，No．１１（２００３） ８６５
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一方，Ivanoff ら７）が，ウサギ脛骨に埋入した

fixture の除去に要する最大トルク値が，埋入６

週後で１３．２±５．７Ncm，１２週後で１５．５±９．７Ncm

と報告していることより，fixture 除去トルク値

の増大は fixture 埋入からトルク計測時までの治

癒期間の延長によるものと判断される。

ここで，インプラントの除去トルクについて，

藤井ら１０）は，高濃度ゼラチンを用いた模型実験を

行い，弾性係数３０～１３０Mpa の範囲でスクリュー

が５０～６０Ncm，シリンダーでは５０～１５０Ncmで弾

性係数に比例してトルクが増大すると報告してい

る。したがって，表面に機械的な嵌合構造が付与

されたRFでは，水平回転に対して表面に嵌合し

た骨組織が大きな抵抗力を示し，界面の骨組織が

破壊される時点で回転が生じるが，回転に要する

トルク値は界面付近の骨の強度に影響を受ける。

一方，TFにおいてはRFより小さいトルクで

fixture の回転を起こすが，回転に要するトルク

値は界面付近の骨の強度の影響を受けにくい，ネ

ジが緩む方向の回転を付与した場合には，界面で

の骨組織の破壊は少なく，界面での滑りが生じて

いると推測される。なお，円筒状の研磨面を呈す

る SFでは，fixture の水平回転に対して若干の

抵抗を示すに過ぎない。

さらに，これらの表面の違いによる水平方向の

最大剪断力について t検定を行ったところ，SF

－RFと RF－TFでは１％の危険率で有意差が認

められ，SF－TFでは５％の危険率で有意差が認

められた。

３．除去時のインプラント・骨界面に生じる剪断

力について

インプラントの骨結合に関与する fixture の特

性を検討する際に，骨結合の得られている fix-

ture の引き抜きに要する回転トルク値を計測す

ることは極めて有用である４），７）。この実験におい

ては，RFは fixture の表面構造から，その微細

な粗面に骨組織が嵌合しているために，除去時に

は水平回転，垂直牽引のいずれにおいても骨界面

に生じる剪断力による骨組織の破壊が生じている

と推測される。ここで，骨界面に生じる剪断力を

概算してみるならば，まず垂直牽引時には，骨組

織の破壊に要する力量は約１８４Nである。Fixture

頸部の緻密骨厚径を１．５mmと仮定すると fixture

の直径が４mmなので，このときのインプラン

ト・緻密骨界面の面積は，１８．８mm２となり，界面

での剪断力は１８４N／１８．８mm２＝９．８N／mm２すな

わち約１０Mpa と概算される。一方，水平回転時

には，骨組織の破壊に要する力量（トルク値）は約

６８Ncmである。したがって，骨界面において

は，中心から２mmの位置に６８０Nmmの円周方

向の力が作用しているため，緻密骨界面の円周方

向の力は約３４０Nとなり単位面積当りの力は３４０N

／１８．８mm２＝１８．１N／mm２すなわち約１８Mpa と概

算される。

以上から，fixture に対する約７０Ncmの水平回

転力によりインプラント・骨界面に約１８Mpa の

剪断力が生じ，骨組織が破壊されると推測され

る。しかし，垂直牽引時には fixture に対する約

１８４Nの牽引・水平回転力によりインプラント・

骨界面に約１０Mpa の剪断力が生じ，骨組織が破

壊されることになる。これは垂直牽引荷重の方法

が，fixture を含む幅径６mmの前頭断面ブロッ

クの下顎下縁部と fixture 頭部を牽引したことに

より，牽引力による下顎骨頬舌側緻密骨の変形に

伴い，インプラント・骨界面が離開を起こす分力

が生じたために，骨組織の嵌合の緩み，骨とイン

プラントとの接触面積の減少等が生じ，著しく小

さな剪断力で骨組織が破壊されたものと考察され

る。

４．剪断による fixture 周囲骨の破壊状況につい

て

剪断による fixture 周囲骨の破壊状況について

は，SFにおいて fixture に接する骨の表面に

は，破壊による骨組織の欠損は軽微である（図８

－a）。したがって，SFでは，骨組織の剪断破壊

は起こらず，fixtue が滑りによって骨組織から抜

け出たと推定される。

これに対して，TFでは，fixture に接する骨の

表面に著しく大きな破壊による骨組織の欠損が広

い範囲に認められ，しかもそれらは骨表面から相
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当深い欠損であると推定される（図８－c）。した

がって，TFでは荷重によって骨組織の広範囲の

破壊が生じ，fixture とともに破壊した骨組織が

周囲骨組織から抜け出したものと，推定される。

これは，TFの表面がネジ構造を示すために，荷

重による fixture の引き抜きが起こり，fixture の

谷部に嵌入した骨組織が周囲骨組織から剥ぎ取ら

れる状態で引き抜かれたものと思われれる。

さらにRFでは，fixture に接する骨の表面に

は，比較的大きな破壊による骨組織の欠損が広い

範囲に認められるが，それらの欠損は，TFのよ

うな深い欠損ではなく，比較的浅いと推定される

（図８－b）。したがってRFでは，荷重によって

骨組織の剪断破壊が生じ，fixture とともに破壊

図８－ａ SF 図８－ｂ RF

図８－ｃ TF

図８ 水平方向トルクによる fixture 除去後の骨表面
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した骨組織が周囲骨組織から抜け出すが，骨の破

壊はインプラント・骨界面に近接した範囲に限定

していると推定される。

総括及び結論

骨結合インプラントにおいては，fixture と支

持骨との力学的な結合によって咬合力の支持が行

われることから，fixture の表面形状の差異に基

づく力の支持能力の差異を把握することは，イン

プラントの設計に重要な資料を提供する。そこ

で，犬下顎骨に埋入した fixture を除去するのに

必要な力量すなわち骨組織にかかる最大剪断力

が，fixture の表面形状によりどのような差異を

示すかについて検討を行った。

fixture の表面形状は，いずれも直径約４

mm，長径約１０mmの円筒状を示す純チタン製の

fixture を表面粗さ約０．１μmに研磨したもの

（SF），研磨した表面にチタンをプラズマ溶射し

たもの（RF）および研磨した表面に深さ約０．３

mm，ピッチ約０．６mmのネジ構造を付与したも

の（TF）の３種類であり，最大剪断荷重は，fix-

tue 長軸方向への牽引および fixture 長軸に対す

る水平回転の２種類である。抜歯後の犬下顎骨前

臼歯部への埋入手術後３ヶ月間の治癒期間を経た

２６本の fixture を計測対象とした。

これらの実験条件で得られた結論は，以下に示

すとおりである。

１．fixture 除去に要する長軸方向の牽引力は，

それぞれ SFにおいて６２．４N，RFにおいて１８４．４

N，TFにおいて３３５．９Nを示した。

２．除去に要するトルク値は，それぞれ SFにお

いて９．３Ncm，RFにおいて６８．７Ncm，TFにお

いて３２．０Ncmを示した。

本論文の要旨は，第２６０回東京歯科大学学会例会

（１９９７年３月１日，千葉），第２７回日本口腔インプラン

ト学会総会（１９９７年７月２６日，名古屋）において報告し

た。
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Abstract

The force required to remove fixtures was compared among fixtures with different surface condi-

tions installed into dog mandibular bone. The fixture surface conditions were： smooth surface（SF）of

0.1μm roughness, rough surface（RF）with plasma spraying of Ti and threaded surface（TF）with 0.3

mm depth and 0.6 mm pitch. A total of 26 fixtures were installed into the premolar region of dog man-

dibular bone, and after a three－month healing period they were examined. The force required to re-

move fixtures from alveolar bone was examined by drewing up and horizontally twisting against the

long axis of the fixture. The force required to remove fixtures from alveolar bone by this method was

62.4 N for SF, 184.4 N for RF and 335.9 N for TS, and the torque required to remove fixtures by hori-

zontal twisting was 9.3 Ncm for SF, 68.7 Ncm for RF and 32.0 Ncm for TS.

（The Shikwa Gakuho，１０３：８６０～８６９，２００３）
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