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１．はじめに

欠損歯列の補綴，咬合の機能回復を目的とした口

腔インプラント療法は，長年の臨床経過から，現在

では本邦においてもその有効性と安全性そして長期

的な安定性が十分に確認されたといえる１）。しか

し，その一般的な臨床術式が，頻回の外科侵襲と長

期の治療期間を必要としたことから，近年では特に

患者の負担軽減を目的として，より低侵襲で治療期

間の短縮が可能な術式へと変更が望まれるように

なってきた。そのような中，忘れてはならないこと

は，今では一般的となった口腔インプラント療法の

良好な臨床成績の多くが，長年にわたりオリジナル

なプロトコル術式を遵守して得られてきたものであ

るということである。そしてその術式が，現在にい

たっては多くのエビデンスベースに裏付けられたも

のであることから，術者本意の安易で挑戦的な術式

の変更は行うべきでないと考える。

そのような観点から，今回は特に近年頻繁に行わ

れるようになってきた早期荷重や即時荷重といった

荷重プロトコルの変更術式に関して，口腔インプラ

ント療法の現在にいたるまでの荷重プロトコルの変

遷を鑑みて，最新の臨床報告の文献レビューを行

い，それらの日常臨床における適応の是非について

考えてみる。

２．インプラント治療術式における荷重プロト
コルの変遷

インプラント治療における免荷期間，すなわちイ

ンプラントの埋入から上部構造を装着するまでの治

癒期間は，デンタルインプラントのオッセオインテ

グレーション獲得のための必要条件であると長らく

考えられてきた。現在，このような免荷期間を設け

�る通常荷重や待時荷重と呼ばれる術式は，Brane-

mark らによって提唱され確立された２回法のイン

プラント治療術式を指す場合が多い２）。その術式と

は，インプラント埋入後に一度創を完全閉鎖し，３

～６ヶ月の治癒期間後に改めて粘膜貫通を施し補綴

修復を行うことで，治癒期間中により確実なオッセ

オインテグレーションの獲得を期待しようとするも

ので，現在においても最も一般的なインプラント治

療術式であるといえる。

しかし，当初この３～６ヶ月の免荷期間の設定に

関しては，臨床的な根拠に基づくものが大であった

ことから，治癒期間とオッセオインテグレーション

の獲得およびその維持に関する科学的な根拠を導く

ために多くの基礎的研究が開始されるに至った。そ

れらの治癒期間の妥当性を探求した基礎的研究は，

その結果から大きく２つのグループに分類すること

ができる３）。すなわち，治癒期間の短縮によってオッ

セオインテグレーションが獲得されずインプラント

周囲に線維性組織による被包が生じたグループと，

オッセオインテグレーションが獲得できたグループ

である。議論の分かれるところであるが，前者は主

に整形外科学分野で多く行われた研究で，設定され

た荷重条件が歯科の再建の場合と異なったことか

ら，顎口腔領域における適切な荷重条件を考慮し

て，２つのグループ間における研究設計や骨質，使

用材料等の違いが比較検討され考察された結果，

オッセオインテグレーションの獲得過程において容

認可能なマイクロモーションが存在することが示さ

れるに至り，その閾値の探求が現在もすすめられて

いる。

現在では，オッセオインテグレーションの獲得過

程における容認可能なマイクロモーションの閾値は

５０～１５０μm 位であろうことが基礎的な研究で明ら
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かになってきている３）。インプラントの動揺度をコ

ントロールしてインプラントのマイクロモーション

をオッセオインテグレーション獲得の阻害閾値以下

に抑制すべきであることは重要であるが，臨床的な

側面からその値を考えた場合，それはほぼ不動の状

態と考えられる４）。したがって，インプラント埋入

後の高い初期固定度を絶対条件として，上部構造設

計に対するインプラントの配置や，リジッドな設計

といったよりメカニカルな側面からの荷重のコント

ロールが早期および即時荷重の必要条件として示さ

れたといえる。そしてその結果，解剖学的な局所条

件から高い初期固定が得られやすく，上部構造設計

に対しても生体力学的に有利なインプラントの配置

が行いやすい下顎無歯顎が早期荷重や即時荷重の最

適応症例として考えられるようになり，実際に多く

の臨床応用が行われるようになった５）６）。

３．早期および即時荷重の適応について

現地点での早期および即時荷重の適応症に関して

は，第３回 ITI コンセンサス会議において臨床成績

の文献レビューに基づく合意声明７）が出されている

ので以下にそれを紹介する。結論としては，下顎無

歯顎以外の欠損歯列への早期および即時荷重法の適

用に関しては，現地点ではまだ十分なエビデンス

ベースがなく予知性が不明であるので，それらの部

位への適用を日常手法として行うことは避けた方が

良いといえる。

１）早期荷重

� 無歯顎症例

ａ．上顎無歯顎症例

骨質１～３（Lekholm と Zarb の分類）に部位に

限定し，最短６週間の治癒期間を設け，４本のイ

ンプラントによるオーバーデンチャーあるいは５

本以上のインプラントによる固定性ブリッジであ

れば可能であると思われるが，臨床的にはさらに

多くのデータが必要である。

ｂ．下顎無歯顎症例

最短６週間の治癒期間を与え，２本のインプラ

ントによるオーバーデンチャーあるいは４本以上

のインプラントによる固定性ブリッジが推奨さ

れ，信頼できる手法であるといえるが，日常手法

として提案するにはさらに多くのデータが必要で

ある。

ｃ．部分欠如症例

骨質１～３の部位に，６～８週間の治癒期間を

設け，粗面インプラントを用いた早期荷重は患者

の要因（欠損歯数，対向関係，パラファンクショ

ン等）を考慮した上で可能であると思われるが，

臨床的にはさらに多くのデータが必要である。

２）即時荷重

� 無歯顎症例

ａ．上顎無歯顎症例

インプラント支持の可撤性オーバーデンチャー

と固定性補綴物は十分なデータの裏付けがない。

下顎無歯顎症例に比較して多くのインプラントが

必要であることを多くの著者が述べている。現地

点では推奨されていない。

ｂ．下顎無歯顎症例

オトガイ孔間に複数埋入されたインプラントで

支持されるフルアーチの固定性補綴物と，オー

バーデンチャーは臨床的なエビデンスベースが十

分にある。４本から５本のインプラントに対す

る，強固な金属あるいはレジンによるプライマ

リースプリンティングを条件として，現地点では

最も予知性が高い荷重プロトコルの変更術式であ

る。

ｃ．部分欠如症例

上下顎共に，インプラント支持の固定性補綴物

の即時荷重は十分なデータの裏付けがなく，現地

点では推奨されていない。

文 献
１）Miyashita, Y., Arataki, T., Nomura, T., Atsuta, S., Hotta,
H., Shimamura, I., Adachi, Y., Kishi, M : Clinical evalu-
ation of osseointegrated implants in Tokyo Dental Col-
lege Hospital（third report）: long-term observation of
functioning survival rate of fixtures. Bull Tokyo Dent
Coll，４４�：１６９～１７５，２００３．

�２）Branemark, P-I., Hansson, B. O., Adell, R., Breine, U.,
Lindstrom, J., Hallen, O., Ohman, A. : Osseointegrated im-
plants in the treatment of the edentulous jaw : Experi-
ence from a １０‐year period. Scand J Plast Reconstr
Surg，１６：１～１３２，１９７７．

３）Chiapasco, M. : Early and immediate restoration and
loading of implants in completely edentulous patients.
Proceedings of the Third ITI（International Team forIm-
plantology）Consensus Conference. Gstaad, Switzerland,
August２００３．Int J Oral Maxillofac Implants，１９（Suppl）：
７６～９１，２００４．

歯科学報 Vol．１０７，No．２（２００７） ２０１

― 49 ―



４）Arataki, T., Adachi, Y. and Kishi, M. : Two-dimensional
finite element analysis of the influence of bridge design
on stress distribution in bone tissues surrounding fix-
tures of osseointegrated implants in the lower molar re-
gion. Bull Tokyo dent Coll，３９，１９９～２０９，１９９８．

� �５）Branemark P-I, Engstrand P, Ohrnell LO, et al. Brane-
mark Novum: A new treatment concept for rehabilita-
tion of the edentulous mandible. Preliminary results from
a prospective clinical follow-up study. Clin implant Dent
Relat Res，１：２～１６，１９９９．

６）De Bruyn H, Kirsh J, Collaert B, Linden U, Nilner K,

Dvarsarter L. Fixed mandibular restorations on three
�early-loaded regular platform Branemark implants. Clin

Implant Dent Relat Res，３：１７６～１８４，２００１．
７）Cochran, D. L., Morton, D., Weber, H.P. : Consensus

statements and recommendedclinical procedures regard-
ing loading protocols for endosseous dental implants. Pro-
ceedings of the Third ITI（International Team for Im-
plantology）Consensus Conference. Gstaad, Switzerland,
August２００３．Int J Oral Maxillofac Implants，１９（Suppl）：
１０９～１１３，２００４．

インプラントシンポジウム２０２

― 50 ―


