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抄録：上下顎にわたる両側歯牙欠損を有する４１歳の
女性に対して，インプラント治療を応用した咬合の
再構成を行った。
画像診断では，上顎左右側小臼歯部において顎骨

幅径が不足しており，既存骨へのインプラント体の
埋入は困難と診断された。治療計画の検討の結果，
自家骨移植を伴う骨造成術を行った後にインプラン
ト治療を行うこととした。骨造成にあたり，自家骨
移植に伴う侵襲を軽減する目的で，下顎欠損部に対
して実施するインプラント埋入時に，下顎前歯部よ
り自家骨を採取し，上顎両側小臼歯部に移植した。
移植骨が生着したのちに，上顎に対するインプラン
ト埋入を行った。その後，通法に従い上部構造を作
製し，装着した。荷重開始から３年を経過し，イン
プラント周囲に著明な骨吸収を認めず，良好に経過
している。
生体への侵襲を最小限にとどめるために，インプ

ラント埋入手術時に採取した自家骨を骨造成に用い
ることは，臨床的に極めて有効と考えられる。

緒 言

優れた科学的根拠に裏づけられた骨結合型インプ
ラントは，２０世紀後半から，補綴歯科治療に新しい
時代をもたらした。昨今，インプラント治療の信頼
性，安全性が立証され，臨床に用いられる頻度が高
まっている１）。残存歯に負担を増加することなく，
固定性補綴物による歯列の回復が可能なインプラン
ト治療は，治療効果が極めて高い。従来の可撤性義
歯による咬合回復が困難と診断された，いわゆる難
症例の無歯顎患者に対する臨床応用からスタートし
た骨結合型インプラント治療は，部分欠損症例，単
独歯欠損症例へと適用範囲が広がり，広く臨床に応
用されるに至っている。
一方，インプラント治療には，外科的処置を伴う

こと，治療期間が長期化すること，治療費が高額と
なることなど，患者にとって負担の大きな治療であ
り，その適用には熟慮を要する。また，神経，脈管
の存在，顎骨量の不足などの解剖学的要素により，
インプラント治療の適用が困難と診断される症例が
存在する。
近年，インプラント治療の成功の基準には，術者

のみならず，患者の満足，すなわちQOLの向上が
求められており３），口腔外科的処置，歯周病学的処
置などをインプラント治療と組み合わせて治療を遂
行する学際的治療が推奨されている。
今回，顎骨吸収が著しく，インプラント治療が困

難と診断された症例に対して，外科的侵襲を最小に
とどめるよう配慮した自家骨移植による骨造成術を
行った後に，上下顎にわたる多数歯欠損をインプラ
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ント治療にて咬合再構成し，良好な結果を得たので
報告する。

症 例

患 者：４１歳，女性
初 診：２００４年２月
主 訴：長期に放置されている広範囲の歯の欠損の
回復を希望し来院。
口腔内所見：１０歯残存，１８歯欠如。咬合支持数：２
箇所。Eichner 分類：C１。宮地の咬合三角：第４
エリア（図１a．b）。
既往歴：歯科恐怖症
現病歴：１９９４年 上顎前歯を固定性補綴。

以降，歯科受診なし。
歯の欠損は，歯周病による自然脱落。

ａ 初診時口腔内

ａ 上顎右側第一小臼歯部
CTエックス線像

ｂ 上顎左側第一小臼歯部
CTエックス線像

ｃ 下顎前歯部
CTエックス線像

図２

ｂ 初診時パノラマエックス線写真
図１
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治療経過：残存歯の診査の結果，歯周疾患により保
存が困難である歯が存在した。その旨を患者に説明
し，抜歯ならびにその後の可撤性暫間義歯装着の了
承を得た。歯科恐怖症であることから，静脈内鎮静
下において上顎右側第一大臼歯，上顎左側犬歯およ
び下顎右側第一小臼歯を抜歯した。
２００４年３月，上下顎欠損部に可撤性局部義歯を装
着した。その後，抜歯窩の治癒期間中，義歯調整を
繰り返したが，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，上顎小臼歯部にはインプラント
埋入の為の骨幅径が不足しており，インプラント治
療による歯列回復の為には，骨造成術の適用を要す
ると診断された。一方，下顎においては，顎堤を平
坦化すれば，インプラント埋入を許容する顎骨の存
在を確認した（図２a．b．c）。
骨造成術として，腸骨からの骨採取を伴う自家骨

移植の治療計画を検討したが，入院加療が必要とな

ることから患者の了承は得られなかった。
以上のことを考慮し，将来性の乏しい歯牙を抜歯

し，上下顎へのインプラント支持型固定性修復物に
て咬合再構成を図ることとした。また，上顎両側小
臼歯部における骨幅径の不足への対応として，骨幅
径の不足から下顎インプラント埋入時に削去するこ
ととなる下顎前歯の歯槽突起部をブロック状に採取
し，骨造成術に使用することとした。
２００４年１２月，全身麻酔下にて，下顎左側中切歯，
下顎左側側切歯および下顎右側中切歯の抜歯を行
い，その後，下顎前歯部付近の下顎骨歯槽突起部を
ブロック状に採取し，分割，形態修正した後に，上
顎両側小臼歯部の上顎骨頬側へスクリュー固定し
た。また，余剰骨を細片状にして，同部位への移植
に利用した（図３a．b．c．d．e．f．g．h）。同時
に下顎両側第一大臼歯部に対して，それぞれ ITI ス
タンダードインプラント（直径４．１mm，長径１０
mm，ストローマン社製）を，下顎両側第一小臼歯

ａ 下顎骨水平断部の明示 ｂ 骨切断時に用いたボーンソウ

ｃ 下顎骨水平断時の口腔内 ｄ 平坦化した下顎骨歯槽頂部
図３－１
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部，犬歯部に対して，それぞれ ITI ソリッドスク
リューインプラント（直径３．３mm，長径１２mm，ス
トローマン社製）を埋入した。治癒期間のの
ち，２００５年３月，下顎に対してインプラント支持型
暫間補綴物を装着し，インプラントに荷重を開始し

た。同年４月，上顎右側第二大臼歯を抜歯し，同年
５月，上顎右側第一小臼歯部，第二小臼歯部，上顎
左側犬歯部に対して，それぞれテーパードスク
リューベントインプラント（直径３．７mm，長径１０
mm，Zimmer 社製）を，上顎右側第一大臼歯部，

ｅ 採取した下顎骨 ｆ 下顎へのインプラント埋入

ｇ 上顎右側部への自家骨移植 ｈ 上顎左側部への自家骨移植
図３－２

ａ 上顎右側部へのインプラント埋入 ｂ 上顎左側部へのインプラント埋入
図４
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上顎左側第一小臼歯部，第二大臼歯部に対して，そ
れぞれテーパードスクリューベントインプラント
（直径４．７mm，長径１０mm，Zimmer 社製）を埋入し
た（図４a．b）。
２００６年１月，上顎へインプラント支持型暫間補綴
物を装着し，上顎臼歯部へ埋入したインプラントへ

の荷重を開始した。同時に，上顎右側側切歯，上顎
左側中切歯および上顎左側側切歯の抜歯を行い，上
顎右側側切歯部に対してテーパードスクリューベン
トインプラント（直径３．７mm，長径１０mm，Zim-
mer 社製）を，上顎左側中切歯部に対してテーパー
ドスクリューベントインプラント（直径３．７mm，長

ａ 上顎メタルフレーム ｂ 下顎メタルフレーム

ｃ メタルフレームの試適 ｄ 最終上部構造物

ｅ 上部構造装着時の口腔内 ｆ 上部構造装着時の顔貌
図５
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径１１．５mm，Zimmer 社製）を抜歯即時埋入し，同
年８月にインプラント支持型暫間補綴物を装着し，
荷重を開始した。暫間補綴物の調整と，セルフケア
によるメインテナンスに関わるトレーニングの
後，２００７年６月に，白金加金製内冠と，AGCにて
作製した外冠により支持されるハイブリッドセラ
ミックス前装の最終補綴物を装着した（図５a．b．
c．d．e．f）。
インプラント荷重開始後約３年を経過し，骨造成

術を施行した部位を含むすべてのインプラント周囲
に著しい骨吸収，歯肉の炎症などは認められず，経
過は良好である（図６）。

考 察

一般に，インプラント治療において，埋入後，下
顎では３カ月，上顎では６カ月の治癒期間を設ける
ことが推奨されている４）。このような治癒期間によ
り，治療期間が長期にわたることが術者・患者双方
の負担を大きくする。重ねて，インプラント埋入部
位の骨量が不足している症例では，しばしば骨造成
術を要する。骨造成術の適用は，外科的処置の機会
が増えることに加えて，治療期間がさらに長期化す
る傾向が認められ，患者の身体的負担，精神的負担
を増加することとなる。しかし，インプラント治療
を可能にするという意味では，骨量が不足している
症例に対し，インプラント埋入前処置として骨造成
術を行うことは，大変有意義であると思われる５）。
今回，上下顎の広範囲な欠損に対し，自家骨移植

を用いた骨造成術を併用してインプラント治療を実
施し，咬合の再構成を行った。自家骨は，骨形成能

を有することから移植材料として有用性が高いが，
一方では，骨採取部位における外科的侵襲が大きく
なりやすい傾向がある。本症例では，対顎のインプ
ラント埋入時に，削去される骨を採取し，移植材料
として使用した。これにより，外科的侵襲を軽減
し，患者のQOL向上に役立ったものと考えられ
る。
インプラントへの荷重を開始してから約３年を経

過し，臨床的にきわめて良好に経過しており，自家
骨移植による骨造成術の効果は高いと考えられる。
一方，現在，移植骨の長期的な経年変化と，骨移植
部に埋入されたインプラントの成功率，失敗率に関
する報告は少なく６），骨造成術のコンセンサスが充
分に得られていない現状にある。今後，移植骨と，
同部に埋入されたインプラントについて，慎重かつ
長期的に経過を観察することが肝要であると考え
る。

本論文の要旨は、第２７回日本口腔インプラント学会関東・
甲信越支部学術大会（２００８年２月２日・３日，東京都）におい
て発表した。
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Occlusal reconstruction using dental implants was performed in a 41-year-old woman with multiple
missing teeth in the upper and lower jaws．
Diagnostic imaging revealed that the jaw width in the maxillary premolar region was insufficient and

placement of an implant into the existing bone was considered difficult． Therefore，it was proposed to
place the dental implants after bone graft with autogenous bone graft． For bone augmentation，autoge-
nous bone was harvested from the mandibular anterior region during implant placement in the mandibular
edentulous region and grafted in the maxillary premolar region in order to minimize invasion associated
with autogenous bone grafting． After bone healing had occurred，implants were placed in the maxilla．
It has been three years since the initial load was applied． There was no marked bone resorption around
the implant and the course has been favorable．
To minimize invasion，it is highly effective to use autogenous bone harvested during implant place-

ment for bone graft． （The Shikwa Gakuho，１１０：１２０～１２６，２０１０）
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