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臨床報告

メインテナンス未来院患者に対するインプラント再治療の一症例

小笠原龍一 吉田光孝 平野友基 法月良江
伊藤太一 古谷義隆 矢島安朝

抄録：上部構造装着後，一度もメインテナンスに来
院せずインプラント周囲炎に罹患した患者に対し，
インプラント周囲炎の予防を重視した再治療を行
い，良好な経過が得られた症例について報告する。
患者は６１歳，男性。咀嚼障害を主訴に受診した。メ
インテナンス未来院の結果として，インプラント周
囲炎への罹患と上部構造の破損が認められた。まず，
インプラント周囲炎に罹患しているインプラントの
除去を行い，上顎は総義歯，下顎は清掃性とメイン
テナンス時の対応を考慮しスタッドタイプアタッチ
メントを使用した  Implant  Overdenture（IOD）を製
作し装着した。IODは，本症例のような患者が自
身で外して清掃できるという大きな利点がある。ま
た，インプラント周囲炎の再発を防ぐための患者教
育を徹底して行った。そのため，上部構造装着後３
年経過したが清掃状態は良好で，アタッチメントの
破損なども生じておらず経過良好である。

緒 言

近年インプラント治療は欠損補綴の一手段とし
て，単歯から多数歯欠損まで幅広く臨床応用されて
おり，治療を行う患者は年々増加している。それに
伴いインプラント治療終了後のメインテナンスへ移
行する患者も増加しているが，患者のメインテナン
ス意識の欠如が，インプラントの長期安定の妨げと
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なっている場合がある。メインテナンスの重要性に
ついて，Hultin らはメインテナンスがインプラン
ト周囲組織の疾患発生の予防に有効である１）として
おり，さらに Roccuzzo らはメインテナンスの欠如
とインプラント周囲の骨吸収およびインプラント喪
失の発生率の高さには相関が認められ，インプラン
トの長期安定性を高めるためにはメインテナンスは
重要である２）としている。また，Costa らは５年間
の追跡調査においてインプラント周囲炎の発生率
は，メインテナンスを受けていた患者で１８％，受け
ていなかった患者では４３．９％であり，メインテナン
スの欠如がインプラント周囲炎の高い発生率と関連
していた３）と報告している。すなわち，インプラン
ト治療後にメインテナンスを受けていない患者は，
受けていた患者と比べてインプラントの残存率が低
く，トラブルの発生頻度が高いことが考えられる。
トラブルの内容としては，補綴装置の破損，スク
リューの緩みや破損，インプラント体の破損，イン
プラント周囲炎，審美障害など様々な問題があげら
れる。
また，患者のメインテナンス意識の欠如だけが問

題でなく，日本は超高齢社会により要介護者が増加
し，診療室に通院困難なメインテナンスを受けられ
ないインプラント受療患者が増加しており，メイン
テナンス時の対応が問題となりつつある。
本症例では，上部構造装着後一度もメインテナン

スに通院せずインプラント周囲炎に罹患した患者に
対し，メインテナンス時の対応を考慮して清掃性に
優れた可撤性補綴装置を用いインプラント再治療を
行ったので報告する。
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症 例

患 者：６１歳，男性
初 診：２０１３年１１月
主 訴：咀嚼障害
既往歴：Ｃ型肝炎（インターフェロン治療済み），喫
煙（３０本／日）
現病歴：本学補綴科において２５年前にインプラント
治療（Brånemark System，Nobel Biocare 社製，ス

イス）を行ったが，上部構造装着後は一度もメイン
テナンスに来院していなかった。２０１３年８月頃より
何回か上顎のインプラントの疼痛，腫脹を自覚する
が，１週間程で症状が消失するため放置していた。
しかし咀嚼障害が著しいため，東京歯科大学千葉病
院口腔インプラント科を受診した。
現 症：上顎にはバータイプの  Implant  Overden-
ture（以下 IOD）が装着されていたが，フィメールは
破損しており義歯の維持は得られていなかった。ま

図１ 初診時口腔内写真およびパノラマエックス線写真
上顎にはバータイプの IODが装着されていたが，フィメールは破損しており義歯の維持は得られておらず，下

顎のボーンアンカードブリッジは右側遠心カンチレバー部で上部構造の破折が認められた。
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た，下顎はボーンアンカードブリッジが装着されて
いたが，右側遠心カンチレバー部で上部構造の破損
が認められた（図１）。上顎は４本全て，下顎は６本
のインプラント中２本がインプラント周囲炎に罹患
し著しい骨吸収が認められた（図２）。
初診時に行った咀嚼機能評価と患者満足度評価で

は，sato らの咀嚼スコア４）は２２．２，患者満足度を示
すフェイススケール５）は１８／２０であった（図３）。

治療経過

インプラント周囲炎および上部構造の破損と診断
し治療を開始した。
最初にインプラント周囲炎に罹患し骨吸収の著し

い上顎のインプラント全てと下顎の前歯部２本のイ
ンプラント除去を行った（図４）。既存の義歯と上部
構造を修理し，暫間義歯として顎位の安定と機能回

図２ 初診時 CBCT画像
上顎は４本全て，下顎は３１，４１部のインプラントがインプラント周囲炎に罹患し著しい骨吸

収が認められた。

図３ 初診時咀嚼機能評価および患者満足度評価
sato らの咀嚼スコアは２２．２，患者満足度を示すフェイススケールは１８／２０であった。
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図４ インプラント除去後の口腔内写真
インプラント周囲炎に罹患していた上顎のインプラントすべてと下顎の３１，４１部のインプラントの除去を行った。

復を図った。上顎は骨吸収が著しく，再度の IOD
による治療に際しては骨造成が必要と思われたが，
患者が骨移植や再度のインプラント埋入には難色を
示したため，残存インプラントによる補綴治療を計
画した。２０１４年７月，上顎は総義歯，下顎はバーア
タッチメントやボールアタッチメントによる IOD
の検討も行ったが，清掃性とメインテナンス時の対
応，また維持力の調整の容易さを考慮しロケーター
アタッチメント（LOCATOR Ⓡ，Zest Anchors 社製，
アメリカ）を使用した IOD を作製し装着した（図５）。
ロケーターアタッチメントの装着部位は３５，４５部と
し，義歯粘膜面にロケーターリテンションディスク
を装着した。ロケーターリテンションディスクは
IOD の維持力に関わり，０．５，０．７，０．９，１．４，１．８，
２．３kgの間で調整できるため，実際に口腔内で IOD
の着脱を行い，着脱時に無理な負荷がかからず十分
な維持力が得られた０．７kgを選択した。
上部構造装着後，インプラント周囲炎の再発を防

ぐための患者教育を徹底して行った。まず口腔内写
真とレントゲン写真を利用し，自身の口腔内状態の

把握と上部構造の破損やインプラント周囲炎に罹患
してしまった原因を説明，インプラント周囲炎につ
いて理解してもらうところからはじめた。そして，
今後このような症状を繰り返さないために重要なこ
とは「プラークコントロール」「禁煙」「メインテナ
ンス」であることを示し６），これらについて重点的
な指導を行った。使用したロケーターアタッチメン
トは，バーやボールアタッチメントと比較して衛生
面で優れており７），可撤式であるため患者自身での
清掃が行いやすいが，アタッチメント周囲のプラー
クコントロールには十分に注意が必要である。その
ため通常のブラシではなくエンドタフトブラシを用
いた口腔清掃指導を行った。また，喫煙はインプラ
ントの生存率に悪影響を及ぼし，インプラントの失
敗率が高く，インプラント周囲の骨吸収に関連があ

－るとする報告もあるため８ １０），患者には徹底した禁
煙指導を行った。さらにメインテナンスの重要性に
ついての説明を行い，リコール間隔を２～３ヶ月毎
と短く設定した。
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図５ 上顎総義歯，下顎 IOD装着時口腔内写真
上顎は総義歯，下顎は清掃性とメインテナンス時の対応を考慮しロケーターアタッチメントを使用した IODを

作製し装着した。
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結 果

上部構造装着１年後の２０１５年７月のメインテナン
ス時に行った咀嚼機能評価と患者満足度評価では，
sato らの咀嚼スコアは初診時の２２．２から７３．３へ，
フェイススケールは１８／２０から１／２０へ上昇した（図
６）。さらに，患者教育の徹底と患者の協力により
口腔清掃状態は良好であり，インプラント周囲組織
に炎症所見は認められず，エックス線所見において
も骨吸収像はみられなかった（図７）。２０１７年７月に
上部構造装着から３年が経過したが，３ヶ月に１度
のメインテナンスには欠かさず来院している。その
ため，口腔清掃状態，義歯清掃状態ともに良好で，
アタッチメントの破損なども生じていない。また，
禁煙も続いており予後は良好である。

考 察

近年インプラント上部構造のトラブルやインプラ
ント周囲炎が増加しているといわれている１１）。イン
プラントの長期安定性を高めるためにはメインテナ
ンスが重要２）であり，さらにメインテナンス時の対
応も考慮する必要がある。
本症例では，２５年間のメインテナンス欠如によ

り，咬耗・磨耗による咬合接触状態の変化や上部構
造の破損，また，インプラント周囲炎の早期発見・
早期治療を行えなかったことによるインプラント周
囲の著明な骨吸収が認められ，上部構造とインプラ

ント周囲組織の安定した機能は失われていた。その
ため，インプラント体の除去と上部構造の再作製を
行うこととなった。
再作製にあたっては残存インプラントを有効に活

用して咬合再構成を行い，かつ良好な維持安定性
とメインテナンス時の対応を考慮した設計として
IODを採用した。
IODは，通常の義歯と比較して咀嚼能率の向上

や最大咬合力の増加，患者の高い満足度が得られる
と報告されている１２）。さらにインプラントボーンア
ンカードブリッジと比較すると，歯槽部の形態や
リップサポートの回復が容易で，さらに本症例のよ
うな患者が自身で外して清掃できるため，口腔ケア
の簡便化と効率化ができるという大きなメリットが
ある。
本症例で使用したロケーターアタッチメントのト

ラブルの発生頻度は比較的少ないといわれている
が１３），５，０００回程度の着脱で維持力が低下するとい
う報告もある１４）。また，IOD装着患者におけるイン
プラント周囲粘膜炎・周囲炎の発生率はそれぞれ１０
年で４７．０％，２０．３％との報告もある１５）。今後は義歯
やアタッチメントの破損だけでなく，インプラント
の清掃状態，患者の全身状態の変化にも十分な注意
が必要であろう。
今後，インプラント受療患者が高齢化するにつれ

て，「メインテナンスに通院出来ない」「自身での口
腔清掃が困難」などの理由でインプラントのトラブ

図６ 上部構造装着１年後の咀嚼機能評価および患者満足度評価
sato らの咀嚼スコアは初診時の２２．２から７３．３へ，フェイススケールは１８／２０から１／２０へ上昇した。
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図７ 上部構造装着１年後の口腔内写真およびパノラマエックス線写真
口腔清掃状態は良好であり，インプラント周囲組織に炎症所見は認められず，エックス線所見においても骨吸収

像はみられない。

ルの増加が予想される。IODは家族や施設の介護
スタッフによる清掃が比較的行いやすくトラブルも
少ないため，患者の状況にあわせて事前に固定性上
部構造から IODへの変更を検討することも必要と
考えられる。
本症例では，患者教育の徹底と可撤性補綴装置を

用いることによってメインテナンス時の対応を考慮
して治療を行い，良好な経過が得られた。

本論文の要旨は，第４５回日本口腔インプラント学会学術大
会（平成２７年９月２３日，岡山市）において発表した。
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A case of implant re-treatment for a patient who did not visit for maintenance 
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Herein，we report a case in which good progress was obtained following re-treatment with a focus 
on preventing peri-implantitis in a patient who did not visit for maintenance after receiving an implant
superstructure． The patient was a 61-year-old man who visited the hospital with a chief complaint of
masticatory disturbance． As the patient did not visit the hospital for maintenance，peri-implantitis
infection and a broken superstructure were observed． The implants infected with peri-implantitis were
removed and a complete denture was placed in the upper jaw． In addition，an implant overdenture
（IOD）with a stud type attachment was placed in the lower jaw in consideration of the patient’s cleaning
performance and compliance with maintenance． A major advantage of an IOD in this type of case is that
the patient can remove the IOD for cleaning． In addition，thorough patient education to prevent the
recurrence of peri-implantitis was performed for this patient． After 3 years of wearing the IOD，oral
cleanliness is good，the attachment is intact，and good progress has been obtained．

（The Shikwa Gakuho，１１７：３９３－４００，２０１７）
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