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緒 言

歯の欠損を放置することは，顎・口腔系を形態

的・機能的に崩壊させ，ひいては全身の健康状態に

重大な影響を生じることから，何らかの方法で咬合

の再構成がなされることが好ましいことは論を待た

ない。歯の欠損に対して，従来，架工義歯あるいは

可撤性義歯により補われてきたが，近年，歯科イン

プラント治療の応用が広がりつつある。

残存する天然歯を支台とすることなしに固定性の

歯冠の回復が可能であるインプラント治療はきわめ

て有効な歯列回復法であるが，様々な面で患者に大

きな負担を強いることとなる。また，何らかの原因

でインプラントの脱落あるいは除去を要する症例が

存在することも事実であり，その適用には熟慮を要

する。ここで，インプラントシステムと治療技術の

変遷（図１）を省みてみるならば，１９７０年代にはイン

プラント体の動揺を許容するタイプのシステムが主

に使用されていた。これらのインプラントは，短期

的な可撤性補綴物の回避が主目的とされインプラン

トと天然歯とを積極的に連結することが推奨されて

いた。それらのインプラントは長期にわたり良好に

経過したものがある一方，総合的な臨床成績は芳し

いものではなかった。

その後，スウェーデン・イエテボリ大学のブロー

ネマルク教授が，一定の条件下において，チタンが

直接骨と結合することを報告し１）１０年に及ぶ臨床知

見においてきわめて良好な成績を示したことを報告

した２）。このように，長期に良好な経過を示すイン

プラントの新しい概念が世界中に広まり，１９８０年代

には「５年間で８５％以上，１０年間で８０％以上の生

存」を成功の基準とする，骨結合：オッセオインテ

グレーションの概念が，事実上，世界共通の成功の

基準として認められた３）。さらに，このような安全

で予知性の高いインプラント治療を実現するための

方法，すなわち骨結合獲得のために遵守するべきプ

ロトコールが明示され，臨床応用における基準と

なった。

骨結合型インプラントは，開発当初には，上下顎

とも無歯顎症例を対象として臨床応用がスタートさ

れたが，インプラント治療に関する基礎的研究が充

実し，インプラントの形状や表面性状の改良による

性能の向上により，部分的な歯の欠損に対する応用

から単独歯欠損への応用へと，適応症例の範囲が広

がり，歯科臨床におけるインプラント治療の頻度は

高まっている。

この様な，インプラント治療の概念の急激な変化

を受けて，１９９０年代の後半には，インプラント治療

の成功の基準として，インプラントが長期に渡り良

好に機能し続けることのみならず，患者の満足度す

なわち QOL の向上が重要であり，科学的根拠に基

づく，治療効果の高いインプラント治療の実践が求

められることとなった４）。

このような最新のインプラント治療においては，

高い審美生の回復への要望，従来ではインプラント

治療の適用が困難と診断されたような症例への適用な

どとともに，治療期間の短縮が強く望まれている。

特に，インプラント埋入直後に上部構造を装着し，

機能圧の負荷を開始する術式については，一定の成

績を示す報告がなされている５）。そこで，このたび

は下顎無歯顎患者に対してインプラント埋入直後に

固定性修復を行った症例をとおし，インプラントへ

の負荷開始時期に関する課題の抽出を試みた。

症 例

症 例：５４歳，男性。

症例提示

下顎無歯顎患者に対して即時負荷を試みた症例

関根秀志
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初診日：２００４年１月。

主 訴：義歯が外れやすい。話をしていて，義歯が

浮いてしまう。

口腔内所見：７歯残存，２１歯欠如，Eichner C２。

既往歴：特記すべき全身疾患 なし。喫煙 なし。

現病歴：２００１年 上顎前歯を抜歯，可撤性義歯装着。

２００３年 下顎臼歯部を抜歯，可撤性義歯装

着。

治療経過：使用中の義歯に対する調整とともに，残

存歯の診査を行ったところ，歯周疾患により保存は

困難と診断した。その旨を患者に説明し，抜歯なら

びに新義歯作製の了承を得た。

２００４年２月，上下顎総義歯を装着した。その後，

義歯調整を繰り返すが，固定性修復に対する患者の

強い希望があり，インプラント治療適用診査を開始

した。

各種画像診断により，上顎臼歯部にはインプラン

ト埋入にのための骨高径が不足しており，インプラ

ント治療による歯列回復のためには，骨移植などの

付加的処置を要すると診断された（図２）。

一方，下顎においてはインプラント埋入を許容す

る顎骨の存在を確認した。

患者との治療方針の相談の上，上顎総義歯に対応

した下顎歯列をインプラント支持型固定性修復物と

することとした。

２００４年６月，インプラント埋入手術を実施した。

＃４６，４４，４３，３３，３４，３６部位に６本のインプラン

トを埋入した（図３）。同時に，埋入されたインプラ

ントの客観的評価として，埋入トルク値の計測なら

びに共振周波数特性分析を実施した。すべてのイン

プラントにおいて，埋入トルク値が４０N 以上であ

り，共振周波数特性値が６０以上であったことから，

即時負荷が可能と診断した。埋入手術後，印象採得

ならびに咬合採得を実施し，レジン製スクリュー固

定型の暫間上部構造を作製し，埋入手術翌日に装着

した。

埋入・上部構造装着後，４週，８週ならびに１２週

時に共振周波数特性分析を実施したところ，若干の

数値の低下を認めたものの，著しい低下を示したも

のはなかった（図４）。

図１ インプラントシステムと治療技術の変遷

図３ インプラント埋入直後のパノラマＸ線写真

図２ 症例の治療経過
ａ．上顎咬合面観 ｂ．下顎咬合面観 ｃ．パノラマＸ

線写真 図４ インプラントの客観的指標の推移
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考 察

下顎に対するインプラント適用については，局所

の解剖学的要因の把握を目的とした診断技術が確立

され，きわめて高い治療成績が報告されている。特

に，下顎無歯顎患者においては固定性修復物装着に

よる患者の QOL の向上は著しいと判断される。一

方，骨結合獲得のためのプロトコールにのっとるな

らば，インプラント埋入後には３ヶ月の治癒期間を

要すること，治癒期間中の確実な免荷のために２回

法の術式を用い，埋入直後の約２週間は義歯の装着

を禁止することなど，インプラント治療に伴う制約

が少なくない。最近では，インプラント治療成績を

維持しつつ，インプラント埋入後の QOL の向上を

目的とした多くの試みが報告されている。本症例で

は，治療計画に基づいて埋入したインプラントの客

観的評価を行い，所定の条件を満たしたことを確認

した後に即時負荷が可能と診断し，固定性暫間上部

構造の装着を実施した。術後の疼痛，出血などの著

明な不快症状の訴えはなく，装着直後に患者から発

音に関する違和感の訴えがあったが，上部構造の形

態修正を行うことにより経時的に解消した。術中，

術後には各インプラントの共振周波数特性分析を実

施した。埋入直後から１２週までの間に共振周波数分

析値に若干の変動が認められたが，著しい低下を示

したものはなく，順調に骨結合が獲得されたものと

考えられる６）。したがって，本症例に対して実施さ

れた即時負荷術式を伴うインプラント治療の臨床的

効果はきわめて高いと判断される。しかしながら，

確実な骨結合獲得と長期維持の前提の下にあらゆる

症例に対して即時負荷術式を用いることが出来ない

ことは明らかである。患者からの希望に対して的確

に答えるために，術前・術中の診断が重要であるこ

とは論を待たないが，①即時荷重，早期荷重の定

義，②即時荷重に関する考え方，術式の変遷，③即

時荷重の成績報告，④即時荷重の適応症，選択基

準，⑤即時荷重を成功させるための補綴学的配慮な

どを明らかにすることが重要であり，歯科基礎医学

分野において⑥即時荷重を成立可能とする理論的背

景，⑦即時荷重に好ましいインプラントの条件につ

いての検証が行われることが望ましいと考えられ

る。
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