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抄録：下顎臼歯部欠如症例にインプラント治療を行

う場合の，fixture の植立位置が，fixture 周囲骨組

織の応力に与える影響について，三次元有限要素法

解析を用いて検討を行った。その結果，４本の fix-

ture を植立し，上部構造で連結する場合，水平荷

重により，全ての fixture 周囲緻密骨に生じた牽引

および圧迫負担は，fixture の植立位置を水平的に

偏心させることで減少した。また全ての fixture 周

囲緻密骨に生じた応力は，fixture の植立位置を水

平的に偏心させ，咬合面観での fixture の中心を結

んだ仮想線が，弧を描く状況となった場合に最小と

なった。従って，fixture の植立位置を水平的に偏

心させることは，上部構造への水平荷重による緻密

骨での応力を減少させ，緻密骨による fixture の支

持を力学的に安定させるために，有効な植立様式で

あることが示唆された。

緒 言

無歯顎症例でのインプラント義歯においては，顎

骨の形態に従い fixture を植立することで，fixture

の植立は弧を描く状況となり，上部構造への遊離端

ポンティックの設定が可能となるほど，荷重に対し

高い支持能力を有する，１～６）しかし臼歯部欠如症例

においては，顎骨および歯列の形態から直線的な

fixture の植立がなされる場合が多く，好ましい上

部構造の形態を基準として，fixture の植立位置や

その方向を決定することが推奨されていること

も７），fixture の植立位置が直線的になる要因であ

る，また，fixture 周囲の骨喪失を伴う，fixture の

破折症例の多くが，臼歯部欠如症例に生じたとの報

告もあり８～１０），同部位へのインプラント治療を行う

場合，fixture およびその周囲骨組織の過重負担へ

の配慮が必要となる。

Rangert１）は，生体力学的に理想的な３Unit の上

部構造の設計条件は，３本の fixture の内，中央の

１本が両端の２本のインプラントを結んだ仮想の直

線よりも最小限で２～３mm頬側あるいは舌側にオ

フセットさせて，わずかに弧を描くように配置され

ることであると述べている，いわゆるインプラント

のオフセット植立である。

インプラントのオフセット植立が骨組織に生じる

応力に与える影響については，光弾性試験モデルや

有限要素解析を用いていくつかの報告がなされてい

る，Itoh ら１１）は下顎骨体を模した光弾性試験モデル

による検討から，中間に位置する fixture を頬舌的

に偏心させることにより，直線的な植立条件に対し

て両端に位置する fixture での応力の減少と中間に

位置する fixture での応力の増加が生じたが，その

変化は小さく，生じる応力を十分に減少させるもの

ではないと述べている，またAkca ら１２）は，下顎骨

体を模した三次元有限要素モデルによる検討から，

同径 fixture を使用した場合，骨に生じる応力値に

fixture の植立状況による差異はないと述べてお

り，Murat ら１３）は，三次元有限要素モデルによる検

討から，中間に位置する fixture をオフセットする

ことで，骨に生じる応力は減少すると述べている。

以上のようにインプラントのオフセット植立，つ

まり fixture の植立位置の側方への偏心が，骨組織
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に生じる応力については，様々な結論が述べられて

おり，明確な解答が得られていないのが現状であ

る。そこで我々は，複数のモデルを作成し，モデル

間比較を行う場合に，そのすべてに同一の実験条件

を与えることができ，またモデル間の差異が明瞭と

なる三次元有限要素法解析を用いて１４～１７），下顎臼歯

部欠如症例における fixture の植立位置の差異が，

その周囲骨組織に生じる応力分布に対して，どのよ

うな影響を与えるかについての検討を行った。

実験方法

１．実験モデルの外形

今回構築した三次元有限要素解析モデルの外形を

図１‐１および１‐２に示すが，顎 骨，fixture，abut-

ment，および上部構造からなり，その形態は単純な

ものとした。

顎骨は，均一な厚みの緻密骨に囲まれ，その内部

に海綿骨を充満させた直方体とし，両者の物性値を

変えることで，fixture を植立した場合の支持の主

体が，緻密骨になるようにし，その厚みは従来の報

告１８～２２）から２mmとした。顎骨の頬舌径は，fixture

の植立位置の変更により顎骨側面緻密骨と fixture

が近接し，生じる応力に影響を与えないように，十

分な距離をとり２０mmとした。

Fixture は，シリンダータイプとし，直径を４mm，

長径を１０mmとした，abutment は直径４．５mm，長

径４mmの円柱形とし，上部構造は直方体とした，

本検討では，顎骨に４本の fixture を７mm間隔で

植立し，それらを abutment を介して，遠心に１４mm

の遊離端ポンティックを持つ上部構造で連結した。

Fixture，abutment および上部構造はチタン製と

し，fixture と abutment の間および abutment と上

部構造の間に一切の介在条件を設定せず，全てが連

続した構造とした，また fixture と緻密骨の間も同

様に，一切の介在条件を設定せず，全てが連続した

構造とした，なお fixture を近心から№１，№２，

№３およびNo.４fixture とした。

用いた物性値を表１に示すが，この値は，荒瀧

ら２３，２４）の報告を参考にした，解析モデルの構築に

は，三次元固体要素である SOLID 要素を用いた。

まず１本の fixture，abutment およびその周囲２

表１ 物性値

ヤング率（GPa） ポアソン比

チタン １０８．５ ０．３４
緻密骨 ２０．０ ０．３
海綿骨 ２．０ ０．４

図１‐１ 三次元有限要素法解析モデルの外形

図１‐２ 三次元有限要素法解析モデルの外形
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mmの顎骨を構築し，０．５mmの立方体要素でMesh-

ing を行った，このモデルを必要な部位に複製し，

その周囲に粗い要素でMeshing を行った顎骨およ

び上部構造を付与することで解析モデルを完成させ

た，なお，解析モデルの総節点数は２７２６３，総要素

数は２２４４０であった。

２．基本モデルと条件モデルについて

解析モデルの咬合面観を図２に示すが，上部構造

および顎骨の頬舌的な中心線上に，直線的に fixture

を植立したものを基本モデルとした。

中心線に対して，中間に位置する２本の fixture

のうち，１本を舌側に，もう１本を頬側に同距離偏

心させ，fixture の中心を結んだ仮想線が，舌側お

よび頬側に屈曲されたモデルを条件モデル１とし

た。

また，中心線に対して，両端に位置する２本の fix-

ture を頬側に，中間に位置する２本の fixture を舌

側に同距離偏心させ，fixture の中心を結んだ仮想

線が，弧を描く状況となるモデルを条件モデル２と

した，なお，条件モデルでの，fixture の偏心距離

は１mmおよび２mmとし，偏心距離１mmのもの

を，それぞれ条件モデル１‐１，条件モデル２‐１とし，

偏心距離２mmのものを，それぞれ条件モデル１‐２，

条件モデル２‐２とした。

以上の３種類５個の解析モデルを実験モデルと

し，同一の拘束条件および荷重条件の下，骨組織に

生じた応力分布状況の実験モデル間の比較を行っ

た。

３．拘束条件および荷重条件について

拘束条件は，全ての実験モデルで底面の全節点を

完全拘束した，荷重部位は，図２に示すように，上

部構造の近心より１３．５mmの部位と最遠心の２部位

に設定した，なお１３．５mmの部位を“上部構造中央

部”とし，最遠心を“上部構造遊離端”とした。

上部構造中央部荷重の意義は，全ての fixture が

均等に荷重される最も良好な荷重条件を設定するこ

とにあり，上部構造遊離端荷重の意義は，近遠心的

に最も不利な荷重条件を設定することにある。

それぞれの部位に対し，単一荷重条件として咬合

面中央への６０Ｎの垂直荷重と，頬側面中央への４０Ｎ

の水平荷重を頬側から舌側方向に設定し，複合荷重

条件として垂直荷重と水平荷重の同時荷重を設定し

た。

解析には，汎用有限要素法解析プログラムCOS-

NOS/M Ver.１．７５（SRAC社／横河技術情報社製）を

使用し，静的解析を行った。

４．評価方法

本検討では，骨組織に生じた応力を主応力として

評価した。今回構築した実験モデルでは，顎骨上面

緻密骨の最表層で，fixture と緻密骨との界面に，

最大の最大主応力と最小の最小主応力が認められた

ことから，同部を計測対象とした。

また各 fixture 周囲緻密骨では，近遠心方向およ

び頬舌側方向への，主応力の主な分布が認められた

ことから，各 fixture と緻密骨との界面上の，最近

心節点，最遠心節点，最頬側節点および最舌側節点

を計測点とした。

各計測点での最大主応力値および最小主応力値の

計測を行い，各 fixture 周囲計測点の最大主応力最

大値および最小主応力最小値の実験モデルの同名

fixture 間の比較を行い，また，各 fixture での最大

主応力最大値と最小主応力最小値の絶対値の和を，

各 fixture 周囲緻密骨での主応力の変動量として評

価し，同様の比較を行った。

図２ 解析モデルの咬合面観
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実験結果

１．垂直荷重時の比較

１）上部構造中央部への垂直荷重

上部構造中央部への垂直荷重により，すべての実

験モデルで，fixture 周囲計測点には，最小主応力

のみが生じた，本荷重条件による各 fixture での最

小主応力最小値を図３に示す。

基本モデルの最小主応力最小値に対して，条件モ

デル１‐１および１‐２では，№１および№４fixture で

同様の値を示し，№２および№３fixture で０．１MPa

の増加を示した，また，条件モデル２‐１では，基本

モデルに対して，№１および№４fixture で０．１MPa

の増加を示し，№２および№３fixture で０．２MPa

の増加を示し，条件モデル２‐２では，№１および№

４fixture で０．３MPa の増加を示したが，№２およ

び№３fixture で同様の値を示した。

２）上部構造遊離端への垂直荷重

上部構造遊離端への垂直荷重による各 fixture で

の最大主応力最大値および最小主応力最小値を図４

に示す，全ての実験モデルで，№１fixture の最大

主応力最大値および№４fixture の最小主応力最小

値が顕著に認められた。

№１fixture では，近心計測点での最大主応力値

が，最大主応力最大値となり，№４fixture では，

遠心計測点での最小主応力値が，最小主応力最小値

となった，また，すべての実験モデルで，最も遊離

端側に位置する№４fixture 周囲計測点では，最大

主応力値が認められなかった。

基本モデルの№１fixture の最大主応力最大値に

対して，条件モデル１‐１および１‐２では同様の値を示

した，また条件モデル２‐１の№１fixture では，０．５

MPa の増加を示し，条件モデル２‐２の№１fixture

では１．２MPa の増加を示した。

基本モデルの№４fixture の最小主応力の最小値

に対して，条件モデル１‐１では同様の値を示し，条

件モデル１‐２では０．２MPa の減少を示し，また条件

モデル２‐１の№４fixture では，０．３MPa の減少を示

し，条件モデル２‐２の№４fixture では０．９MPa の減

少を示した。

次に本荷重条件による各 fixture 周囲緻密骨での

主応力の変動量を図５に示す。

基本モデルの主応力の変動量に対して，条件モデ

ル１‐１では，№１fixture で０．１MPa の減少を示し，

№２および№３fixture で０．１MPa の増加を示した

が，№４fixture では同様の値を示した，条件モデ

ル１‐２では，№１fixture で０．３MPa の減少と№４fix-

ture で０．２MPa の減少を示し，No.３fixture で０．３

MPa の増加を示したが，№２fixture では同様の値

を示した。

条件モデル２‐１では，基本モデルに対して，№１fix-

ture で０．２MPa の増加と№３fixture で１．２MPa の

増加を示し，№２fixture で０．２MPa の減少と№４fix-

ture で０．３MPa の減少を示した，条件モデル２‐２で

図３ 上部構造中央部への垂直荷重による最大主応力最大
値および最小主応力最小値

図４ 上部構造遊離端への垂直荷重による最大主応力最大
値および最小主応力最小値

図５ 上部構造遊離端への垂直荷重による主応力の変動量

本間，他：フィクスチャーの植立位置が骨組織に及ぼす影響について４０２

― 100 ―



は，基本モデルに対して，№１fixture で０．６MPa

の増加と№３fixture で１．９MPa の増加を示し，№

２fixture で０．６MPa の減少と№４fixture で０．９MPa

の減少を示した。

２．水平荷重時の比較

１）上部構造中央部への水平荷重

上部構造中央部への水平荷重による各 fixture で

の最大主応力最大値および最小主応力最小値を図６

に示す，すべての実験モデルで，すべての fixture

の頬側計測点に最大主応力最大値が生じ，舌側計測

点に最小主応力最小値が生じた。

基本モデルの最大主応力最大値に対して，条件モ

デル１‐１では，№３fixture で０．４MPa の増加，№１fix-

ture で０．９MPa の減少，№２fixture で３．４MPa の減

少および№４fixture で２．１MPa の減少を示し，条

件モデル１‐２では，№１fixture で３．２MPa の減少，

№２fixture で６．５MPa の減少，№３fixture で１．４M-

Pa の減少および№４fixture で４．８MPa の減少を示

した。

条件モデル２‐１では，基本モデルに対して，№１

および№４fixture で０．９MPa の減少と，№２および

№３fixture で３．６MPa の減少を示し，条件モデル２

‐２では，№１および№４fixture で３．４MPa の減少

と，№２および№３fixture で６．６MPa の減少を示

した。

基本モデルの最小主応力最小値に対して，条件モ

デル１‐１では，№２fixture で０．３MPa の増加，№１fix-

ture で２．１MPa の 減 少，№３fixture で３．３MPa の

減少および№４fixture で０．９MPa の減少を示し，

条件モデル１‐２では，№１fixture で４．８MPa の減少，

№２fixture で０．５MPa の 減 少，№３fixture で６．５

MPa の減少および№４fixture で３．２MPa の減少を

示した。

条件モデル２‐１では，基本モデルに対して，№１

および№４fixture で３．６MPa の減少と，№２およ

び№３fixture で０．８MPa の減少を示し，条件モデ

ル２‐２では，基本モデルに対して，№１および№４fix-

ture で６．７MPa の減少と，№２および№３fixture

で３．３MPa の減少を示した。

次に本荷重条件による各 fixture 周囲緻密骨での

主応力の変動量を図７に示す。

基本モデルの主応力の変動量に対して，条件モデ

ル１‐１では，№１および№４fixture で３．０MPa の減

少，№２fixture で３．１MPa の減少および№３fixture

で２．９MPa の減少を示し，条件モデル１‐２では，№

１，№２および№４fixture で８．０MPa の減少と№

３fixture で７．９MPa の減少を示した。

条件モデル２‐１では，基本モデルに対して，№１

および№４fixture で４．５MPa の減少と№２および

№３fixture で４．４MPa の減少を示し，条件モデル２

‐２では，№１および№４fixture で１０．１MPa の減少

と№２および№３fixture で９．９MPa の減少を示し

た。

２）上部構造遊離端への水平荷重

上部構造遊離端への水平荷重による各 fixture で

の最大主応力最大値および最小主応力最小値を図８

に示す，すべての実験モデルで，すべての fixture

の頬側計測点に最大主応力最大値が生じ，舌側計測

点に最小主応力最小値が生じたが，遊離端側に位置

する fixture ほど高値となり，№４fixture に最大主

応力最大値と最小主応力最小値が顕著に認められ

た。

基本モデルの№４fixture の最大主応力最大値に

図６ 上部構造中央部への水平荷重による最大主応力最大
値および最小主応力最小値

図７ 上部構造中央部への水平荷重による主応力の変動量
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対して，条件モデル１‐１では２．２MPa の減少を示し，

条件モデル１‐２では５．１MPa の減少を示した，条件

モデル２‐１では，０．６MPa の減少を示し，条件モデ

ル２‐２では３．３MPa の減少を示した。

基本モデルの№４fixture での最小主応力最小値

に対して，条件モデル１‐１では０．６MPa の減少を示

し，条件モデル１‐２では２．９MPa の減少を示した，

条件モデル２‐１では，３．６MPa の減少を示し，条件

モデル２‐２では６．９MPa の減少を示した。

次に本荷重条件による各 fixture 周囲緻密骨での

主応力の変動量を図９に示す。

基本モデルの主応力の変動量に対して，条件モデ

ル１‐１では，№１および№４fixture で２．８MPa の減

少，№２fixture で２．９MPa の減少および№３fixture

で３．０MPa の減少を示し，条件モデル１‐２では№１

fixture で６．８MPa の減少，№２fixture で７．５MPa の

減少，№３fixture で７．９MPa の減少および№４fix-

ture で８．０MPa の減少を示した。

条件モデル２‐１では，基本モデルに対して，№１fix-

ture で４．０MPa の減少，№２fixture で４．３MPa の減

少，No.３fixture で８．２MPa の減少および№４fix-

ture で４．２MPa の減少を示し，条件モデル２‐２では，

基本モデルに対して，№１fixture で６．８MPa の減

少，№２fixture で９．６MPa の 減 少，№３fixture で

９．８MPa の減少および№４fixture で１０．２MPa の減

少を示した。

３．複合荷重時の比較

１）上部構造中央部への複合荷重

上部構造中央部への複合荷重による各 fixture で

の最大主応力最大値および最小主応力最小値を図１０

に示す，すべての実験モデルで，すべての fixture

の頬側計測点に最大主応力最大値が生じ，舌側計測

点に最小主応力最小値が生じた。

基本モデルの最大主応力最大値に対して，条件モ

デル１‐１では，№３fixture で０．２MPa の増加と№１

fixture で０．９MPa の減少，№２fixture で３．４MPa の

減少および№４fixture で２．１MPa の減少を示し，

条件モデル１‐２では，№１fixture で３．６MPa の減

少，№２fixture で６．５MPa の 減 少，№３fixture で

１．７MPa の減少および№４fixture で４．７MPa の減少

を示した。

条件モデル２‐１では，基本モデルに対して，№１

および№４fixture で２．４MPa の減少と，№２およ

び№３fixture で３．９MPa の減少を示し，条件モデ

ル２‐２では，基本モデルに対して，№１および№４fix-

図８ 上部構造遊離端への水平荷重による最大主応力最大
値および最小主応力最小値

図９ 上部構造遊離端への水平荷重による主応力の変動量

図１０ 上部構造中央部への複合荷重による最大主応力最大
値および最小主応力最小値

図１１ 上部構造中央部への複合荷重による主応力の変動量
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ture で４．２MPa の減少と，№２および№３fixture

で６．９MPa の減少を示した。

基本モデルの最小主応力最小値に対して，条件モ

デル１‐１では，№２fixture で０．４MPa の増加と№１

fixture で２．１MPa の 減 少，№３fixture で３．５MPa

の減少および№４fixture で０．９MPa の減少を示し，

条件モデル１‐２では，№１fixture で４．８MPa の減

少，№２fixture で１．４MPa の 減 少，№３fixture で

６．６MPa の減少および№４fixture で３．１MPa の減少

を示した。

条件モデル２‐１では，基本モデルに対して，№１

および№４fixture で３．９MPa の減少と，№２およ

び№３fixture で１．３MPa の減少を示し，条件モデ

ル２‐２では，№１および№４fixture で６．９MPa の減

少と，№２および№３fixture で３．８MPa の減少を

示した。

次に本荷重条件による各 fixture 周囲緻密骨での

主応力の変動量を図１１に示す。

基本モデルの主応力の変動量に対して，条件モデ

ル１‐１では，№１，№２および№４fixture で３．０MPa

の減少を示し，№３fixture で３．３MPa の減少を示

した，また，条件モデル１‐２では，№１fixture で

８．４MPa の減少，№２fixture で７．９MPa の減少，№

３fixture で８．３MPa の減少および№４fixture で７．８

MPa の減少を示した。

条件モデル２‐１では，基本モデルに対して，№１fix-

ture で５．３MPa の減少，№２および№３fixture で

５．２MPa の減少および№４fixture で５．４MPa の減少

を示し，条件モデル２‐２では，№１および№４fxiture

で１１．１MPa の減少と№２および№３fixture で１０．７

MPa の減少を示した。

２）上部構造遊離端への複合荷重

上部構造遊離端への複合荷重による各 fixture で

の最大主応力最大値および最小主応力最小値を図１２

に示す，すべての実験モデルで，№１fixture では

近心計測点に最大主応力最大値が生じ，№２，№３

および№４fixture では，頬側計測点に最大主応力

最大値が生じた。

また，すべての fixture の舌側計測点に最小主応

力最小値が生じ，№４fixture での最小主応力最小

値が，顕著に認められた。

基本モデルの№４fixture での最小主応力最小値

に対して，条件モデル１‐１では０．２MPa の減少を示

し，条件モデル１‐２では２．２MPa の減少を示した，

また条件モデル２‐１では，２．１MPa の減少を示し，

条件モデル２‐２では５．９MPa の減少を示した。

次に本荷重条件による各 fixture 周囲緻密骨での

主応力の変動量を図１３に示す。

基本モデルの主応力の変動量に対して，条件モデ

ル１‐１では，№１および№４fixture で１．９MPa の減

少，№２fixture で２．４MPa の減少および№３fixture

で２．０MPa の減少を示し，条件モデル１‐２では，№

１fixture で４．３MPa の減少，№２fixture で６．７MPa

の減少，№３fixture で６．５MPa の減少および№４fix-

ture で６．６MPa の減少を示した。

条件モデル２‐１では，基本モデルに対して，№１fix-

ture で０．６MPa の 減 少，№２fixture で１．１MPa の

減少，№３fixture で０．１MPa の増加および№４fix-

ture で０．１MPa の減少を示し，条件モデル２‐２では，

基本モデルに対して，№１fixture で０．６MPa の減

少，№２fixture で６．５MPa の 減 少，№３fixture で

５．０MPa の減少および№４fixture で５．７MPa の減少

を示した。

図１２ 上部構造遊離端への複合荷重による最大主応力最大
値および最小主応力最小値

図１３ 上部構造遊離端へり複合荷重による主応力の変動量
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考 察

１．解析モデルについて

Akca ら１２），Murat ら１３）は，fixture の植立位置の

差異が，骨組織に生じる応力に与える影響につい

て，全く異なった形態の解析モデルを構築し，その

結果から相反する結論を述べたように，有限要素法

解析を行った場合には，解析モデルの形態により，

全く異なった結論が生じる場合がある。

有限要素解析は，工業界で用いられる構造解析手

法であり２５），解析モデルと同様の構造物を，実際に

作製することが可能であるため，精巧な解析モデル

を構築することが必要となる，しかし我々が対象と

する，顎骨などの口腔内構造物は，形態や物性に個

体差があるため，解剖学的形態を付与した解析モデ

ルから得られた結果が，全ての個体に当てはまる結

果とはいい切れない。

よって歯科領域の問題について，有限要素法解析

を用いた検討を行う場合には，その問題を検討する

のに適した，単純な形態の解析モデルを用いること

で，臨床的な示唆がより得やすくなると考えられ

る，そこで本検討では，単純な形態で fixture の植

立位置のみが異なる，複数の解析モデルを構築し，

その結果のモデル間比較を行った。

１）顎骨の形態について

Akca らの解析モデルの顎骨は，解剖学的な形態

を再現したため，顎骨の頬舌径や緻密骨の厚径に部

位差が存在する，そのため複数の fixture を植立し

た場合には，fixture 周囲骨組織の状態が，fixture

ごとに異なっていると考えられる，それに対して，

Murat らの解析モデルの顎骨は単純な形態で，緻

密骨の厚径を一定にしたため，複数の fixture を植

立した場合の，fixture 周囲骨組織の状態が，全て

一定であるといえる。

両者の結論を見ると，Akca らは，fixture の植立

位置をオフセットさせたにもかかわらず，緻密骨に

生じる応力は，fixture を直線的に植立した場合と

変わらなかったと述べたのに対し，Murat らは fix-

ture の植立位置をオフセットさせることで緻密骨

に生じる応力を減少させることが出来ると述べてい

る。

この事から，fixture 周囲緻密骨に生じる応力

は，その周囲の骨組織の状態に，大きな影響を受け

ると考えられ，fixture の植立位置の差異が，骨組

織に生じる応力への影響を検討するためには，植立

する fixture 周囲の骨組織の状態が，全て一定であ

ることが必要と考えられる，そこで本検討での解析

モデルの顎骨形態は，直方体とし，緻密骨を均一に

設定した，また，fixture の植立位置を偏心させる

ことで，頬舌側緻密骨壁と fixture が近接し，生じ

る応力に影響を与えないように，顎骨の頬舌径を２０

mmに設定した。

２）fixture の植立位置について

本検討の解析モデルは，下顎臼歯部欠如症例を想

定しており，通常４歯欠如に対して，４本の fixture

が植立されることになる，fixture の直径および長

径の差異は，その周囲緻密骨に生じる応力に影響を

与えると考えられるため１２，２６，２７），本検討では，fixture

の直径および長径を一定に設定した。

Fixture の直径を４mmに設定したが，この直径

は一般的なインプラントコンポーネントにおいて，

レギュラープラットフォームとして使用されている

直径であり，その植立間隔は約７mmとされてい

る，１，２８）そのため本検討では，fixture を７mm間隔

で植立した。

また本検討では，fixture の植立位置を頬舌的に

偏心させ，実験モデルに fixture の植立位置の差異

を与えたが，偏心距離を１～２mmに設定した根拠

は，上部構造の設計にある，日本人の下顎小臼歯で

の咬合面頬舌径は約６mmであり，下顎大臼歯での

咬合面頬舌径は約８mmである２９），スクリューリテ

イニングタイプの上部構造を設計する場合，上部構

造に約３mmのアクセスホールが開口するが，その

開口部は咬合面の範囲内に設定されるべきである，

直線的に fixture を植立した場合の，アクセスホー

ルの開口部が，咬合面の中央に位置するならば，そ

の頬舌的な偏心可能距離は，２mmが限界と考えら

れる，そのため本検討では，fixture の頬舌的な偏

心距離を１～２mmに設定した。

３）解析モデルの力学的応答について

上部構造への荷重により，fixture は変位し，そ

の結果 fixture 周囲骨組織に応力が生じる，よって

荷重に対する fixture の力学的応答が，実測値に則

していることが，本検討での解析モデルに求められ

本間，他：フィクスチャーの植立位置が骨組織に及ぼす影響について４０６
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る最も重要な項目となる，そこで，上部構造により

連結されていない，基本モデルの№２fixture を用

い，単独のインプラント体の変位量を計測し，口腔

内での実測値との比較を行った，その状態を図１４に

示す。

№２fixture には，abutment と同じ直径で，高径

５mmの上部構造を付与し，上部構造の咬合面中央

に対して６０Ｎの垂直荷重を行い，また頬側面中央に

対して４０Ｎの水平荷重を行った。

計測点は，上部構造咬合面の最頬側節点と最舌側

節点とした，それらの計測点での，垂直荷重による

Ｙ軸方向の変位量および水平荷重によるＺ軸方向の

変位量を計測し，両計測点の平均を単独のインプラ

ント体の変位量とした。

堀田らは３０），下顎臼歯部に適用され，１年以上良

好に経過した３１本の単独植立状態の fixture に装着

した，上部構造の被圧変位特性について，５０００ｇの

垂直荷重に対して３．６±１．９µmの変位を示し，２０００

gの水平荷重に対して４１．０±１２．８µmの変位を示し

たと報告している。

今回構築した実験モデルでは垂直荷重に対して

３．２８×１０－３µmの変位を示し，水平荷重に対して

５１．３４×１０－３µmの変位を示した，このことから荷重

に対する本実験モデルの変位量は，実測値の約

１／１０００であると言えるが，垂直荷重による変位量と

水平荷重による変位量の割合は，実測値とほぼ一致

したことから，今回構築した三次元有限要素法解析

モデルは，本検討の主旨に対して，妥当な解析モデ

ルであると考える。

２．fixture の植立位置と骨組織に生じる応力分布

について

１）各 fixture 周囲計測点での最大主応力最大値お

よび最小主応力最小値について

物体が，荷重により牽引されると引っ張り応力が

生じ，圧迫されると圧縮応力が生じ，またずれが生

じると剪断応力が生じる。

本検討では，骨組織に生じた応力を主応力として

評価したが，主応力とは，全ての応力を引っ張り応

力と圧縮応力とで現したもので，最大主応力がいわ

ゆる引っ張り応力であり正数値で表現され，最小主

応力がいわゆる圧縮応力であり負数値で表現され

る。

本検討では，まず各 fixture 周囲計測点での最大

主応力最大値および最小主応力最小値の比較を行っ

た，これは各 fixture 周囲緻密骨での牽引および圧

迫負担状況の指標であり，各実験モデルでの，最大

の最大主応力値または最小の最小主応力値が生じた

fixture 周囲緻密骨は，上部構造への荷重により fix-

ture 周囲緻密骨に生じた，牽引または圧迫を，最

も負担する部位といえる。

� 中央部荷重について

図３に示したように，上部構造中央部への垂直荷

重により，すべての実験モデルで，№２および№３

fixture での最小主応力最小値が，最小の最小主応

力値となった，しかし№１および№４fixture の最

小主応力最小値との差がわずかであったことから，

すべての実験モデルで fixture 周囲緻密骨には，同

様の圧迫負担が生じたといえる，また，基本モデル

の最小の最小主応力値に対する条件モデルでの変化

も，わずかであったことから，４本の fixture を植

立し，上部構造で連結する場合，垂直荷重によって

全ての fixture が均等に荷重される状況では，fix-

ture の水平的な植立位置を問わず，fixture 周囲緻

密骨に，同様の圧迫負担が生じると考えられる。

図６に示すように上部構造中央部への水平荷重に

より，基本モデルでは，すべての fixture での最大

主応力最大値および最小主応力最小値が同様の値と

なった，よって，本荷重条件により，基本モデルの

図１４ 解析モデルの力学的応答の検証

歯科学報 Vol．１０５，No．４（２００５） ４０７

― 105 ―



すべての fixture 周囲緻密骨には，均等に牽引負担

と圧迫負担が生じたといえる。

条件モデルでは，水平荷重の荷重側となる頬側に

偏心させた fixture での，最大主応力最大値が，最

大の最大主応力値となり，非荷重側となる舌側に偏

心させた fixture での，最小主応力最小値が，最小

の最小主応力値となった。

この事から，上部構造中央部への水平荷重によ

り，fixture 周囲緻密骨に生じる牽引および圧迫負

担は，fixture の植立位置を水平的に偏心させるこ

とで不均等となり，fixture の植立位置を荷重側へ

偏心させた場合には，その fixture 周囲緻密骨が，

荷重により生じた牽引を最も負担する部位となり，

逆に非荷重側へ偏心させた場合には，圧迫を最も負

担する部位となるといえる。

しかし，条件モデルでの最大の最大主応力値およ

び最小の最小主応力値は，基本モデルの最大主応力

最大値および最小主応力最小値を大きくこえる事は

なく，最大限に fixture を偏心させた場合には，最

大の最大主応力値および最小の最小主応力値の減少

が認められた，また，fixture の偏心距離を増大さ

せることで，条件モデル１の№１，№２および№４

fixture での最大主応力最大値や，№１，№３およ

び№４fixture での最小主応力最小値は減少を示

し，条件モデル２の№１および№４fixture での最

小主応力最小値および№２および№３fixture での

最大主応力最大値が減少を示した。

この事から，本荷重条件下において，fixture の

植立位置を水平的に偏心させることで，fixture 周

囲緻密骨での牽引および圧迫負担状況は，不均等に

なり，荷重側へ偏心させた fixture 周囲緻密骨が荷

重による牽引を最も負担する部位となり，非荷重側

へ偏心させた fixture 周囲緻密骨が，圧迫を最も負

担する部位となるが，植立位置を偏心させた fixture

周囲緻密骨での，牽引または圧迫負担が大きくなる

のでは無く，他の fixture 周囲緻密骨での牽引およ

び圧迫負担が小さくなるため，見かけ上，植立位置

を偏心させた fixture 周囲緻密骨での牽引および圧

迫負担が，他の fixture より大きくなったと考えら

れる。

また，条件モデル１‐２および２‐２での最大の最大主

応力値および最小の最小主応力値は，基本モデルの

最大主応力最大値および最小主応力最小値に対して

減少を示したことから，最大限に fixture の植立位

置を偏心させた場合には，全ての fixture 周囲緻密

骨での牽引および圧迫負担は，直線的に fixture を

植立した場合より小さくなり，条件モデル２‐２での，

最大主応力最大値および最小主応力最小値が最も小

さくなったことから，fixture の植立位置を最大限

に偏心させ，咬合面観での fixture の中心を結んだ

仮想線が，弧を描く状況となった場合に，全ての fix-

ture 周囲緻密骨での牽引および圧迫負担は，最も

小さくなると考えられる。

図１０に示すように，上部構造中央部への複合荷重

による，各 fixture での最大主応力最大値および最

小主応力最小値は，すべての実験モデルで図６に示

した上部構造中央部への水平荷重による結果に類似

した，この事から本検討での上部構造中央部への複

合荷重は，垂直荷重よりも水平荷重が優位であった

と考えられるが，口腔内の上部構造に対して負荷さ

れる，垂直荷重と水平荷重の割合が，本検討での荷

重条件と一致するとはいえず，水平荷重に対して垂

直荷重が優位となる状況も十分考えられる。

しかし図３に示したように，上部構造中央部への

垂直荷重が fixture 周囲緻密骨に与える影響はわず

かであり，fixture の植立位置を水平的に偏心させ

ても，大きな変化を生じなかったことから，水平荷

重による fixture 周囲緻密骨での牽引および圧迫負

担を小さくすることを目的として，fixture の植立

位置を水平的に偏心させることは，有効な手段と考

えられる。

以上の事から，４本の fixture を植立し，上部構

造で連結する場合に，上部構造への垂直荷重によ

り，全ての fixture 周囲緻密骨が均等に圧迫される

状況では，fixture の植立位置を水平的に偏心させ

たとしても，その状況に変化は生じないと考えられ

る，しかし，水平荷重により全ての fixture が均等

に荷重される状況においては，fixture の植立位置

を水平的に偏心させることで，まず偏心させた fix-

ture 以外での，牽引または圧迫負担が小さくな

り，fixture の植立位置を最大限偏心させ，咬合面

観での fixture の中心を結んだ仮想線が，弧を描く

状況となった場合に全ての fixture 周囲緻密骨で

の，牽引および圧迫負担が最も小さくなると考えら
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れる。

� 遊離端荷重について

上部構造遊離端への単一荷重による結果をみる

と，図４に示したように上部構造遊離端への垂直荷

重により，全ての実験モデルで，№１fixture に最

大の最大主応力値が生じ，№４fixture に最小の最

小主応力値が生じたが，後者が大きくなったことか

ら，本荷重条件により，最も遊離端に位置する fix-

ture 周囲緻密骨での，圧迫負担による過重負担が

危惧される状況になるといえるが，基本モデルの上

部構造遊離端への垂直荷重により，№４fixture に

生じた最小の最小主応力値に対して，条件モデルで

の変化はわずかであり，全ての実験モデルで同様の

値を示したといえることから，上部構造遊離端への

垂直荷重による，最も遊離端側に位置する fixture

周囲緻密骨での，過重負担が危惧される状況に対し

て，fixture の植立位置を水平的に偏心させたとし

ても，その状況に大きな変化を与えないと考えられ

る。

次に，図８に示したように，上部構造遊離端への

水平荷重により，全ての実験モデルで，№４fixture

に最大の最大主応力値および最小の最小主応力値が

生じたことから，上部構造遊離端への水平荷重によ

り，最も遊離端側に位置する fixture 周囲緻密骨で

は，牽引および圧迫負担により，過重負担が危惧さ

れる状況となるといえるが，基本モデルの№４fix-

ture での最大の最大主応力値および最小の最小主

応力値に対して，条件モデルでは，最大限に fixture

の植立位置を偏心した場合に，両主応力値の減少が

認められたことから，上部構造遊離端への水平荷重

による，最も遊離端側に位置する fixture 周囲緻密

骨での，牽引および圧迫負担は小さくなると考えら

れる。

そこで図１２に示した，上部構造遊離端への複合荷

重による結果をみると，すべての実験モデルで№４

fixture に最小の最小主応力値が生じたことから，

上部構造遊離端への複合荷重により，最も遊離端側

に位置する fixture 周囲緻密骨で，圧迫負担によ

る，過重負担が危惧される状況となるといえる。

本荷重条件による基本モデルの№４fiture での最

小の最小主応力値に対して，条件モデルでは fixture

の偏心距離の増大により減少が認められたが，図４

で示したように，上部構造遊離端への垂直荷重によ

り№４fixture に生じた最小の最小主応力値に実験

モデル間の差異が認められなかったことから，上部

構造遊離端への水平荷重による№４fixture 周囲緻

密骨に生じた圧迫負担が，fixture の植立位置を偏

心することによって減少したと考えられる。

しかし最も遊離端に位置する fixture 周囲緻密骨

において，過重負担が危惧される状況になんら変化

は認められなかった。

荒瀧ら２４）は，無歯顎症例に代表される馬蹄形（曲

線状）の上部構造の設計においては，総 fixture 間

距離と fixture 排列の曲率を大きくし，fixture の埋

入個数を増加することで延長ポンティックの設計に

おける過重負担が軽減されると述べている。

しかし下顎臼歯部欠如症例に，インプラント治療

を行う場合の，上部構造の形態は直線状になるた

め，曲率を大きくすることは出来ず，また近遠心的

な fixture の植立可能範囲が制限されるため，総 fix-

ture 間距離を延長するにも限界があり，fixture の

植立本数にも限界がある，また本検討の結果では，

fixture 植立位置の水平的な偏心させたとしても，

上部構造遊離端への垂直荷重により，最も遊離端に

位置する fixture 周囲緻密骨に生じた圧迫負担の大

きさに，変化が認められなかったことから，fixture

の植立位置を水平的に偏心させることが，総 fixture

間距離の延長に寄与するとは言い難い。

よって下顎臼歯部欠如症例において，上部構造に

遊離端ポンティックを設定することは，誤った設計

方針であると考えられる。

しかし，上部構造に対して，近遠心的に不均衡な

水平荷重が負荷される状況は，口腔内において十分

考えられる，よって，fixture の植立位置を水平的

に最大限偏心させることで，過大な水平荷重の負荷

により，fixture 周囲緻密骨に生じた牽引および圧

迫負担の減少が期待できることから，下顎臼歯部欠

如症例にインプラント治療を行う場合に，fixture

の植立位置を水平的に偏心させることは有効である

と考えられる。

２）主応力の変動量について

上部構造中央部への水平荷重による，基本モデル

の各 fixture 周囲緻密骨での牽引および圧迫負担状

況は，全ての fixture で均等であったのに対し，条
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件モデルでは fixture の植立位置を水平的に偏心さ

せることで，全ての fixture 周囲緻密骨での，牽引

および圧迫負担状況は不均等となった，つまり，上

部構造によって連結された fixture 周囲緻密骨で

は，水平荷重の荷重方向に対する植立位置によっ

て，牽引および圧迫負担状況が異なると考えられ

る。

各 fixture 周囲緻密骨全体に生じる応力は，上部

構造への荷重により，牽引および圧迫負担が生じた

結果であり，両者が伴に増加した場合には，生じる

応力が大きくなると考えられるが，一方が増加し，

もう一方が減少した場合には，変化を生じない場合

も考えられる，そこで本検討では，fixture 周囲緻

密骨に生じる応力の大きさについて，その植立位置

を問わない，一律の評価を行うため，各 fixture 周

囲緻密骨での最大主応力最大値および最小主応力最

小値の絶対値の和を主応力値の変動量として評価し

た。

まず単一荷重条件での結果を見ると，図３および

図５に示したように，上部構造中央部および遊離端

への垂直荷重による，基本モデルの各 fixture 周囲

緻密骨の主応力の変動量に対して，条件モデルで

は，同様の大きさを示した。

図７に示したように，上部構造中央部への水平荷

重により，基本モデルの各 fixture 周囲緻密骨での

主応力の変動量に対して，条件モデルでは，fixture

の偏心距離を増大させることで，全ての fixture 周

囲緻密骨での主応力の変動量は小さくなり，咬合面

観での fixture の中心を結んだ仮想線が，弧を描く

状況となった場合に最小となった。

また図９に示したように，上部構造遊離端への水

平荷重による，基本モデルの各 fixture 周囲緻密骨

での主応力の変動量に対して，条件モデルでは，fix-

ture の植立位置を水平的に偏心させることで，全

ての fixture での主応力の変動量は小さくなり，咬

合面観での fixture の中心を結んだ仮想線が，弧を

描く状況となった場合に最小となった。

よって垂直荷重により各 fixture 周囲緻密骨の生

じた応力は，fixture の植立位置を水平的に偏心さ

せたとしても，大きな変化は生じないが，水平荷重

により，各 fixture 周囲緻密骨の生じた応力は，fix-

ture の植立位置を水平的に偏心させることで，全

ての fixture 周囲緻密骨で小さくなり，咬合面観で

の fixture の中心を結んだ仮想線が，弧を描く状況

となった場合に最小となると考えられる。

次に複合荷重条件での結果を見ると，図１１に示し

たように，上部構造中央部への複合荷重により各

fixture 周囲緻密骨での主応力の変動量は，fixture

の偏心距離を増大させることで小さくなり，咬合面

観での fixture の中心を結んだ仮想線が，弧を描く

状況となった場合に最小となった。

しかし図１３に示したように，上部構造遊離端への

複合荷重による，各 fixture 周囲緻密骨での主応力

の変動量は，fixture の偏心距離を増大させること

で小さくなったが，条件モデル１‐２の№１および№

２fixture での主応力の変動量より，条件モデル２‐２

での№１および№２fixture での主応力の変動量が

大きくなり，また№３および№４fixture での主応

力の変動量に，両条件モデルでの明確な差が認めら

れなかった。

以上のことから，４本の fixture を植立し，上部

構造で連結する場合，垂直荷重により各 fixture 周

囲緻密骨の生じた応力は，fixture の植立位置を水

平的に偏心させたとしても，大きな変化は生じな

い。

しかし水平荷重の負荷により，各 fixture 周囲緻

密骨の生じた応力は，fixture の植立位置を水平的

に偏心させ，偏心距離を増大することで，全ての fix-

ture 周囲緻密骨で小さくなり，上部構造への荷重

によって，すべての fixture 周囲緻密骨が均等に荷

重される状況では，咬合面観での fixture の中心を

結んだ仮想線が，弧を描く状況となった場合に最小

となると考えられる。

なお，本検討の条件モデルでの，fixture の植立

方向を逆にした場合，各 fixture 周囲緻密骨での牽

引および圧迫負担状況は変化すると考えられるが，

fixture 周囲緻密骨に生じた応力の大きさを見た場

合には，本検討と同様の結果となると考えられる。

３．fixture の支持様式の差異について

Itoh ら１１）は下顎骨体を模した光弾性試験モデルに

よる検討から，中間に位置する fixture を頬舌的に

偏心させることによる，fixture 周囲での応力の変

化は小さく，生じる応力を十分に減少させるもので
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はないと述べている。

本検討の実験条件と Itoh らの実験条件の大きな

差異は，顎骨による fixture の支持様式であると考

えられる，我々は fixture の顎骨による支持を，そ

の物性値を変更することで，緻密骨上縁部のみとし

たのに対し，Itoh らは，均一な材料で光弾性試験

モデルを作製しているため，fixture は，接する顎

骨全体で支持された状態となっている。

粟沢ら３１）は，水平力に対する fixture の被圧変位

量は，fixture 上縁部と緻密骨との接触範囲に大き

な影響を受けると述べ，野村ら３２）は，二次元有限要

素法解析から，fixture 先端部が，対向する緻密骨

に達している場合には，fixture の被圧変位量は，

最小となると述べている。

よって fixture が，接する全ての骨組織により支

持される，Itoh，H.らの検討では，fixture の植立

状況の差異による，応力の変化は小さくなったと考

えられる。

fixture が，先端部および上縁部の緻密骨で支持

される，いわゆる bi-cortical support は，骨組織が

fixture の支持に最も有効に作用している状態とい

える，しかし下顎臼歯部欠如症例において，bi-

cortical support を得ることは，解剖学的要因によ

り困難な場合が多く，また意図的に実行するには，

fixture の植立方向を咬合平面に対し，頬舌的に傾

斜させる必要が生じる。

よって下顎臼歯部欠如症例に対して，複数の fix-

ture を植立し，それらを上部構造で連結する場

合，顎骨の形態に従い fixture を植立することで，

bi-cortical support が得られるならば，緻密骨によ

る fixture の支持が最も安定した状態となるが，bi-

cortical support が得られない状態であっても，fix-

ture の植立位置が水平的に偏心された場合には，

fixture 周囲緻密骨の水平荷重による影響が減少す

ると考えられる。

総括および結論

下顎臼歯部欠如症例に対するインプラント治療に

おいて，fixture の植立位置の水平的な偏心が，骨

組織に生じる応力に与える影響について，三次元有

限要素法解析を用いて，検討を行った。

その結果，以下の内容が得られた。

１）上部構造中央部への水平荷重により，fixture

周囲緻密骨に生じる最大主応力最大値および最小

主応力最小値は，fixture の植立位置を水平的に

偏心させることで減少する。

２）上部構造遊離端への水平荷重により，最も遊離

端に位置する fixture 周囲緻密骨に生じた，最大

の最大主応力値と最小の最小主応力値は，fixture

の植立位置を水平的に偏心させることで減少す

る。

３）４本の fixture を植立し，それらを上部構造で

連結する場合，上部構造への水平荷重により，す

べての fixture 周囲緻密骨が，均等に荷重される

状況では，fixture の植立位置を最大限に偏心さ

せ，咬合面観での fixture の中心を結んだ仮想線

が，弧を描く状況となった場合に，全ての fixture

周囲緻密骨に生じる応力は最小となる。

以上の事から，下顎臼歯部欠如症例へのインプラ

ント治療において，fixture の植立位置を水平的に

偏心することは，上部構造への水平荷重による緻密

骨への応力を減少させるため，緻密骨による fixture

の支持を力学的に安定させために，有効な植立様式

であることが示唆された。

本論文の要旨は，日本口腔インプラント学会第２４回関東甲
信越支部総会・学術大会（２００３年１０月１９日，東京），日本口腔
インプラント学会第２５回関東甲信越支部総会・学術大会
（２００４年７月１９日，東京）において発表した。
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Influence of fixture placement on stress distribution within
bone tissue in molar region of mandible
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A number of reports have been made on the influence of buccolingual staggered fixture placement on

stress distribution within bone tissue in the molar region． However，lateral shift of fixture position re-

mains controversial． We investigated the magnitude of stress in the supporting bone when fixtures were

arranged in either a straight or offset configuration in the posterior mandible． using 3-dimensional finite

element analysis．

Straight fixture configuration and two kinds of arched fixture configuration in which fixture position

was shifted laterally were compared． We found that，when fixture position was shifted，laterally maxi-

mum and minimum principal stress caused by horizontal loading was reduced in the cortical bone around

the fixtures． when 4 fixtures were connected by a super-structure，resulting in an arch-like configuration

due to lateral shift of fixture position，we found that horizontal loading pooducel the leaft stress in the coa-

tical boue．

A lateral shift in fixture position thus seems to decrease the stress prcduced by horizontal loading in all

fixtures on the surrounding cortical bone． （The Shikwa Gakuho，１０５：３９９～４１３，２００５）
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