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１．はじめに

口腔インプラント療法が臨床応用され始めた頃，

その上部構造は残存天然歯と連結されることが殆ど

であった。これは，当時埋入された大部分のインプ

ラントは周囲骨組織と直接接するものではなかった

ため，インプラントへの負担を軽減する目的で選択

された設計であった。

骨結合型インプラント１）が主流となった現在，こ

の上部構造によるインプラントと天然歯との連結に

ついて，力学的観点からその是非を探ってみたい。

２．骨結合型インプラントと天然歯との違い

骨結合型インプラントの力学的特徴を捉える上で

インプラントと天然歯との差違の最大のものは，そ

の支持機構の違いといえる。すなわち，骨結合型イ

ンプラントは直接接する周囲骨組織に支持され，一

方天然歯は繊維組織である歯根膜によって支持され

ているが，この支持機構の違いによって，それぞれ

の力学的特徴としての被圧変位特性の違いが発現す

ると推測される。

３．被圧変位量の計測

１）インプラントの被圧変位特性

骨組織によって直接支持されるインプラントの被

圧変位特性について検討するべく，実際に骨結合型

インプラントが適用された症例において，個々のイ

ンプラントの水平方向および長軸方向への被圧変位

量を計測したところ３）（図－１），天然歯との被圧変

位特性の差が明らかになった。

すなわち，歯根膜に支持された天然歯においては

低荷重時に大きく変位しその後の荷重の増加に対し

ては変位量の増加が緩やかになる二相性の変位を示

す２）５）のに対して，インプラントでは荷重量の増加と

変位量の増加との関係が直線比例を示した（図－

２）。このことから，インプラントが周囲骨組織と

直接接しており，その被圧変位は骨組織の弾性変形

によるものであることが確認された。

２）インプラントの被圧変位量

単独のインプラントの被圧変位量は個々のインプ
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ラントで様々な値を示し，また荷重方向の違いに

よっても様々な値を示したが（図－３），平均すると

水平方向は２kg 荷重時で，唇・頬舌側方向へ４１

μm，近遠心方向へ５２．２μm の変位を示した。ま

た，長軸方向へは５kg 荷重時で３．６μm という極め

て小さな変位しか示さなかった。（表－１）

４．被圧変位特性からみた周囲骨組織
による支持

インプラントの被圧変位量を計測することによっ

て，インプラントと天然歯との被圧変位量や特性の

違いが明らかになったが，インプラントの場合には

その埋入部位や荷重方向の違いによってもそれぞれ

の変位量に差が現れる事が大きな特徴となる。

この特徴は，インプラントは周囲骨組織によって

直接支持されるためインプラント周囲の骨組織の性

状によって発現するものと推測され，特に水平方向

への荷重に対してはインプラント先端部周囲の骨の

性状が変位特性に大きく影響すると考えられる。

すなわち，インプラントの上縁と先端がともに硬

い緻密骨によって強固に支持されるような場合には

その変位量は極めて小さいものになるが，先端周囲

が海綿骨によって支持されるような条件では変位量

が増大することになり，さらに，先端周囲の骨組織

の性状が方向によって異なる場合には，その変位量

に方向差が発現することになる。（図－４，５）

５．インプラントと天然歯との連結は
是か非か？

インプラントの被圧変位特性について天然歯との

相違をまとめると以下のごとくである。

１）被圧量と変位量が直線比例する。

２）被圧量に対する変位量が総じて小さい。

図４
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１）長軸方向の変位量は著しく小さい。

２）被圧方向の違いにより変位量に差が現れる場合

がある。

３）加重除去後のクリープが存在しない。

インプラントと天然歯とを連結するような設計を

行う場合には，上記のような被圧変位特性の差を十

分考慮する必要があり，緩衝機構や可動性の連結機

構を組み込むことが望ましい４）６）７）との考えもある。

たとえば，単独のインプラントと天然歯とを連結

してもインプラントに対する負担軽減の効果は少な

く逆にインプラントの負担増加を招く可能性もある

と考えられる。しかしながら複数のインプラントを

連結しさらに天然歯を組み込むような設計では，連

結されたインプラントは変位量が更に減少すると同

時に荷重の支持能力の増強も期待できることになる

ため，連結される天然歯の位置によっては単純にイ

ンプラントに対する負担増加の要因とならない場合

もあると考えられる。

実際の症例にインプラントを適用する場合，上部

構造の設計にあたって対合歯との咬合関係や審美

性，清掃性など様々な条件について考慮する必要が

あるため，天然歯との連結についてもその状況が極

めて多岐にわたることは容易に推測される。

したがって，結論としてはインプラントと天然歯

との連結に関して単純に是非を決することは難し

く，それぞれの被圧変位特性の差や症例個々の種々

の条件を考慮しつつ，症例ごとに適した設計方針を

検討することが必要と思われる。
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