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抄録：インプラント治療患者の動向を明らかにする
ことを目的に臨床統計的検討を行った。調査期間
は新患が２０１４～２０１６年，手術患者が２０１１～２０１６年で
あった。インプラント治療希望患者は５０～５９歳の女
性が多く（１５％），１～３歯欠損への希望患者が多
かった（７７％）。新患のうち，合併症の治療を希望す
る患者やメインテナンスを希望する患者が増加傾
向であった。２０１１～２０１６年の総インプラント埋入本
数は２，２８８本で，一人平均埋入本数は１．９１本であっ
た。手術患者の有病者率は増加傾向であり，高血圧
性疾患，代謝性疾患および虚血性心疾患が主な既往
症であった。２０１４～２０１６年からナロー径インプラン
トの使用頻度が増加し，上顎へのインプラント埋入
本数が増加した。インプラント治療は患者の利便性
を向上させるためにさらなる改善が必要であると考
えられた。

緒 言

インプラント治療は，長期的に安定した予知性の
高い治療方法であると報告され１），欠損補綴法とし
て広く国民に周知されている。また，インプラント
治療患者数も増加傾向にあるといわれている２）。

東京歯科大学水道橋病院口腔インプラント科に
は，インプラント治療を希望する患者のほか，他施
設で行われた治療について，種々の問題を抱えた患

者や，メインテナンスを希望する患者など，様々な
主訴を持った患者が来院している。インプラント治
療が歯科医療の一環として効率的に機能するために
は，そのような患者実態を十分に把握し正しい対応
を行う必要があり，患者に関する臨床統計的観察を
行うことは重要である３－５）。

今回我々は，インプラント治療の現状把握を目的
として，東京歯科大学水道橋病院口腔インプラント
科に来院した新来患者（以下，新患），手術患者につ
いての臨床統計的検討を行ったので報告する。

対象および方法

本調査は，東京歯科大学倫理審査委員会の承認の
もと実施された（承認番号６３５）。調査期間は，２０１１
年１月から２０１６年１２月とし後ろ向きの調査を行っ
た。東京歯科大学水道橋病院口腔インプラント科を
受診した新患，手術患者を対象とした。診療録，手
術記録およびエックス線検査結果を用いて調査を
行った。新患の調査期間は２０１４～２０１６年とし，調査
項目は，患者数，インプラント治療歴の有無，主
訴，年齢，性別および受診後の経過とした。手術患
者の調査期間は２０１１～２０１６年とし，調査項目は，患
者数，年齢，性別，既往症の有無，患者の術中管
理，埋入本数，埋入部位および使用インプラント
体のサイズとした。統計処理は，one-way ANOVA
と Tukey’s test および Student’s t-test を使用した。
統計解析ソフトは Graph Pad Prism ６を使用した。

結 果

１．新患について
２０１４～２０１６年における新患総数は１，６０７人であっ

た。新患のインプラント治療歴は，他施設でインプ
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ラント治療が行われている患者（以下，治療後の患
者）は４３３人，インプラント治療が未経験の患者（以
下，未経験の患者）は１，１７４人であった。治療後の患
者の主訴は，合併症の対応，追加処置希望（インプ
ラントの追加埋入，上部構造の製作など）およびメ
インテナンス希望の３種類に分類される。合併症
の対応を求めた患者は２３２人，追加処置を希望した
患者は１４４人，メインテナンスを希望した患者は５７
人であった。合併症の対応を求めた患者数（年平均
７７．３人），追加処置を希望した患者数（年平均４８．０
人）は調査年間で増減が認められたが，メインテナ
ンスを希望した患者数は２０１４年が１２人，２０１５年が１５
人，２０１６年が３０人となり増加傾向であった。インプ
ラント治療の合併症は，生物学的合併症（インプラ
ント周囲粘膜炎，インプラント周囲炎），補綴的合
併症（上部構造の損耗，形態不良など）および外科的
合併症（手術の併発症，術後疼痛など）に分類され
る。合併症の対応を求めた患者の主訴の多くは，生
物学的合併症（１１３人），補綴的合併症（１０２人）につい
てであり，外科的合併症を有する患者（１７人）は少数
であった。

２０１４～２０１６年の期間に，のべ１，３８５人（含 治療後
の患者）の新患が，新規のインプラント治療を希望
した（以下，治療希望患者）。治療希望患者は男性に
対して女性が多く，年齢は，４０～４９歳代，５０～５９歳
代の患者数が多かった（表１）。

インプラント治療では，術前の精密検査として，
エックス線検査（CT，CBCT 検査など），スクリー
ニング検査（血液・尿検査），口腔内細菌検査が実施

される。治療希望患者のうち１，１９３人に精密検査が
実施され（以下，検査実施患者），４５１人にインプラ
ント治療が施術された（以下，施術患者）（２０１７年８
月現在）。検査実施患者，施術患者の患者数に年間
の差は認められなかった。

検査実施患者を，インプラント治療を希望してい
る欠損歯数（以下，治療希望歯数）で，１～３歯，４
～７歯および８歯以上の３群に分類すると，多くの
患者は１～３歯欠損へのインプラント治療を希望し
た。また，２０１４～２０１６年の期間に行われたインプラ
ント治療の多くは１～３歯欠損に対してであり，４
～７歯欠損や８歯以上の欠損に対するインプラント
治療は少数であった（表２）。

検査実施患者を，インプラント治療を希望してい
る部位で，上顎（前歯部，小臼歯部，大臼歯部），下
顎（前歯部，小臼歯部，大臼歯部）の６群に分類する
と，上顎総数と下顎総数とでは差は認められなかっ
た。部位ごとの評価では，上顎は部位間の差は認め
られず，下顎では，大臼歯部に対して，小臼歯部，
前歯部を希望する患者数は少なかった。治療希望部
位ごとの施術患者の比率（施術率）をみると，上顎で
は，部位間の差は認められず（平均３６．９８％），下顎
では，小臼歯部，大臼歯部に対して前歯部で低かっ
た（表３）。

２．手術患者について
手術患者総数は１，２３２人であり，男性患者に対し

て女性患者が多く，年齢は，５０～５９歳代，６０～６９歳
代の患者が多かった（表４）。

表１ 治療希望患者の年齢と性別
調査期間２０１４～２０１６年における，各項目の該当人数を示す。

（人） ２９歳以下 ３０～３９歳 ４０～４９歳 ５０～５９歳 ６０～６９歳 ７０歳以上

男 性 ３３ ６０ １４３ １３６ １３２ ５４
女 性 ６０ ９２ ２２１ ２１７ １６６ ７４

表２ 検査実施患者の治療希望歯数と治療希望歯数ごとの施術患者数
調査期間２０１４～２０１６年における，各項目の該当人数を示す。

（人）
治療希望歯数 施術患者数

１～３歯 ４～７歯 ８歯以上 １～３歯 ４～７歯 ８歯以上

２０１４年 ２６２ ４９ ２５ １３３ １８ ４
２０１５年 ３４０ ５７ ３５ １４３ １７ １２
２０１６年 ３２２ ６６ ３７ １０１ １８ ５
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手術患者のうち，何らかの既往症を有する患者
（以下，有病者）の比率をみると，２０１１年は３０．４％，
２０１２年は２５．１％，２０１３年は４５．２％，２０１４年は４５．５％，
２０１５年は４２．５％および２０１６年は４５．３％となり増加傾
向を示した。有病者の既往症を国際疾病分類第１０版

（ICD１０）に従い分類すると，高血圧性疾患（１１．９％），
代謝障害（４．０％），虚血性心疾患（１．９％）を有する患

者が多く，この傾向に年間の差は認められなかった
（表５）。当科で行われるインプラント埋入手術時の
術中患者管理に，静脈内鎮静法が併用された患者数
は１，１２８人であった。

調査期間を通したインプラント体総埋入本数は
２，２８８本であり，一人平均埋入本数は１．９１本であっ
た。インプラント埋入本数の年間の変化をみると，

表３ 治療希望部位ごとの検査実施患者数，施術患者数と施術率
治療希望部位１ヶ所に対し，評価対象を１人とした（例 希望部位２カ所→評価対象２人）。その結果，本項目の評

価対象人数は１，８８４人となった。検査実施患者における施術患者の比率を施術率として算出した。

検査実施患者数（人） 施術患者数（人） 施術率（％）
２０１４年 ２０１５年 ２０１６年 ２０１４年 ２０１５年 ２０１６年 ２０１４年 ２０１５年 ２０１６年

前歯部 ４３ ９３ １４７ ２１ ３１ ４２ ４８．８４ ３３．３３ ２８．５７
小臼歯部 ３２ ６０ ２００ １４ ２９ ５２ ４３．７５ ４８．３３ ２６．００
大臼歯部 ２８ ９３ ２２５ １１ ３５ ６１ ３９．２９ ３７．６３ ２７．１１
上顎 計 １０３ ２４６ ５７２ ４６ ９５ １５５ － － －

前歯部 ５ １０ ５６ １ １ １２ ２０．００ １０．００ ２１．４３
小臼歯部 ２７ ５２ １９８ １２ ２５ ６０ ４４．４４ ４８．０８ ３０．３０
大臼歯部 ７４ ２２１ ３２０ ３９ ９９ １０２ ５２．７０ ４４．８０ ３１．８８
下顎 計 １０６ ２８３ ５７４ ５２ １２５ １７４ － － －

表４ 手術患者の年齢と性別
調査期間２０１１～２０１６年における，各項目の該当人数を示す。

（人） ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年 ２０１６年

手術患者数 １８１ １７１ １６６ ２２６ ２４７ ２４１

男 性 ８３ ７７ ６６ １０６ １１３ ９８
女 性 ９８ ９４ １００ １２０ １３４ １４３

２９歳以下 ４ ９ ６ ５ １０ １４
３０～３９歳 ８ １３ １４ １３ １２ ２０
４０～４９歳 ３７ １９ ２１ ３９ ３５ ３３
５０～５９歳 ４５ ５９ ４３ ７６ ７０ ６５
６０～６９歳 ６１ ４５ ５０ ７４ ９５ ７９
７０歳以上 ２６ ２６ ３２ １９ ２５ ３０

表５ 手術患者の既往症（調査期間総数）
その他に分類された既往症には，呼吸器系疾患，腎尿路生殖器系の疾患，精神及び行動の障

害，感染症及び寄生虫症などがあるが，いずれの疾患も患者数は少数であった。

（人） ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年 ２０１６年

手術患者数 １８１ １７１ １６６ ２２６ ２４７ ２４１

高血圧系疾患 ２０ １７ １９ １７ ３２ ４１
代謝障害 ６ ５ ５ ８ ９ １６

虚血性心疾患 ７ ４ ２ ５ ２ ４
その他 ２２ １７ ４９ ７３ ６２ ２４

無 １２６ １２８ ９１ １２３ １４２ １５６
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２０１１～２０１３年は計９３９本，２０１４～２０１６年は計１，３４９本
であった。２０１１～２０１３年に対して２０１４～２０１６年では
インプラント埋入本数が４３．７％の増加を示し，両期
間に有意差が認められた（Student’s t-test P＜０．０５）。
そこで，両期間におけるインプラント体の使用状況
について調査を行った。

埋入されたインプラント体の本数を上顎と下顎と
で比較すると，２０１１～２０１３年では，上顎より下顎に
多くのインプラント体が埋入されており，２０１４～
２０１６年では，上顎と下顎にほぼ同数のインプラント
体が埋入された。２０１１～２０１３年に対して２０１４～２０１６
年で，上顎のインプラント体埋入本数に有意差が認
められた（図１）。上顎におけるインプラント体の埋
入本数は，２０１１～２０１３年では３７１本，２０１４～２０１６年
では６６６本であった。上顎前歯部，小臼歯部および
大臼歯部でのインプラント体埋入本数を２０１１～２０１３
年と２０１４～２０１６年とで比較すると，２０１１～２０１３年に

対して２０１４～２０１６年ではすべての部位で増加し，有
意差が認められた（図２）。

本研究では，インプラント体の直径を，ナロー径
（～３．４mm），レギュラー径（３．５～４．４mm），ワイド
径（４．５mm～）とした。上顎に埋入されたインプラ
ント体を直径によって分類すると，２０１１～２０１３年で
は，ナロー径インプラント体が３４本，レギュラー
径インプラントが３０３本，ワイド径が３４本であり，
２０１４～２０１６年では，ナロー径インプラント体が１９６
本，レギュラー径インプラントが４６２本，ワイド径
が３８本となり，ナロー径インプラント体の埋入本数
が増加した。上顎前歯部，小臼歯部および大臼歯部
に埋入されたインプラント体を直径で分類し，２０１１
～２０１３年と２０１４～２０１６年とで比較した。上顎前歯部
に最も多く埋入されたインプラント体は，２０１１～
２０１３年ではレギュラー径インプラント体であった
が，２０１４～２０１６年ではナロー径インプラント体で
あった。上顎前歯部における２０１１～２０１３年と２０１４～
２０１６年のナロー径インプラント体の埋入本数に有意
差が認められた。上顎小臼歯部で最も多く埋入され
たインプラント体は，レギュラー径インプラント体
であったが，ナロー径インプラントの埋入本数は
２０１１～２０１３年対して２０１４～２０１６年で増加した。上顎
大臼歯部で最も多く埋入されたインプラント体はレ
ギュラー径インプラント体であり，レギュラー径イ
ンプラント体の埋入本数は，２０１１～２０１３年に対し
２０１４～２０１６年で増加した。上顎大臼歯部における
２０１１～２０１３年と２０１４～２０１６年のレギュラー径インプ
ラント体の埋入本数に有意差が認められた（図３）。

Student’s t-test ＊P＜０．０５

図２ 上顎におけるインプラント埋入状況
２０１１～２０１３年と２０１４～２０１６年における，上顎前歯部，小臼歯部および大臼歯部に埋入されたインプラント体の平均埋

入本数を示す。部位ごとに統計解析を行った。

one-way ANOVA，Tukey’s test ＊P＜０．０５

図１ 上下顎別のインプラント埋入状況
２０１１～２０１３年と２０１４～２０１６年における，上顎と下顎に

埋入されたインプラント体の平均埋入本数を示す。
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考 察

１．新患について
新患における治療後の患者の比率は２６．９４％で

あった。他の臨床統計報告をみると，都市部で多い
傾向が認められるが，平均すると同様の比率であっ
た３－５）。インプラント治療を希望する患者は増加傾
向にあり２），多くの歯科診療施設でインプラント治
療が行われていることから，新患に占める治療後の
患者数は今後も増加傾向にあると考えられる。

治療後の患者の主訴の多くは，生物学的合併症と
補綴的合併症の対応であった。生物学的合併症と補
綴的合併症は，いずれもインプラント治療終了後の
メインテナンス期間中に生じる合併症である。イン
プラントの機能を維持・安定させるためには，定期
的なメインテナンスを行う必要がある。しかしなが
ら，使用されたインプラントシステムごとに治療器
具が異なるため，他施設で行われたインプラント治
療の事後対応を患者が希望したとしても，器具の不
備により対応できない場合がある。このことは現在
のインプラント治療の問題点の一つと考えられる。

本調査の結果，４０～４９歳，５０～５９歳が，最もイン
プラント治療を希望する年齢層であった。また，多
くの治療希望患者が１～３歯欠損に対するインプラ
ント治療を希望した。平成２８年歯科疾患実態調査に
よると，一人平均喪失歯数は，４０～４９歳で０．８０本，
５０～５９歳で２．５５本であった７）。可撤性義歯の使用率
は，４０～４９歳で１．３５％，５０～５９歳で９．７０％であった。

３歯以上の歯の欠損に対する補綴治療の選択肢は可
撤性義歯またはインプラント治療となる。インプラ
ント治療の希望患者が多い年齢層は，欠損歯数が増
加する年齢層であり，可撤性義歯の使用率が増加す
る年齢層であった。このことから，インプラント治
療を希望する患者の受診動機の一つに，可撤性義歯
の使用を回避することがあると考えられた。

本調査では，下顎では前歯部と小臼歯部，大臼歯
部を希望する患者数に差が認められた。５０～５９歳，
６０～６９歳における下顎の現在歯を歯群別にみると，
４７％が前歯部，２８．２４％が小臼歯部，２４．７７％が大臼
歯部であった。下顎は前歯部より小臼歯部，大臼歯
部での歯の欠損が多いと言える７）。そのため，下顎
における治療希望部位に歯群間の差が生じたと考え
られる７）。

本調査では，インプラント治療を希望した約７０％
の患者にインプラント治療が行われなかった。今回
の調査では，患者や治療担当者への聞き取り調査な
どを行っていないためその理由は定かではないが，
過去の報告では，患者に対してインプラント治療が
行われない理由の多くは，治療部位の骨量不足，治
療期間の問題，費用の問題であると述べられてい
る３）。治療部位の骨量が不足している場合，骨造成
法を併用したインプラント治療が行われる。骨造成
法を併用した場合，通常のインプラント治療に対し
て，治療期間は延長され治療費用も高額となる。

本邦では，欠損歯列に対する補綴治療に固定性ブ
リッジと可撤性義歯が多く用いられる７）。インプラ

one-way ANOVA，Tukey’s test ＊P＜０．０５

図３ 上顎における直径ごとのインプラント体の埋入状況
２０１１～２０１３年と２０１４～２０１６年における，上顎前歯部，小臼歯部および大臼歯部に埋入されたインプラント体の，直径

ごとの平均埋入本数を示す。２０１１～２０１３年の上顎大臼歯部にナロー径インプラント体は埋入されなかった。部位ごとに
統計解析を行った。
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ントで補綴治療がおこなわれた最多年齢層は６０～６９
歳であった。同年齢層における，インプラント補綴
装置の装着率は３．４５％であり，他の補綴装置の装着
率に対して非常に低い比率であった７）。

インプラント治療は，適応の判断に，既往症など
の全身的要因，骨量などの局所的要因のほか，就業
環境などの社会的要因や，経済的要因が大きく影響
する。インプラント治療をより患者が選択しやすい
治療とするためには，治療期間の短縮や受診回数の
減少など，治療方法の改善が必要であると考える。

２．手術患者について
本調査では，５０～５９歳，６０～６９歳の女性患者に対

して多くのインプラント治療が行われた。この傾向
は他の臨床統計報告とも同様であった２－５）。その理
由として，審美的な要求や可撤性義歯に対する心理
的な抵抗感が女性のほうが強いこと，大学附属病院
の診療時間が就労している男性に不利であることが
あげられている６）。

手術患者の有病者率は増加傾向であり，高血圧性
疾患，代謝障害，虚血性心疾患が主な既往症であっ
た。厚生労働省の「平成２６年患者調査の概要」によ
ると，高血圧性疾患の患者は全国で１０１０万８，０００人
おり，平成２３年の調査から増加傾向にあったとい
う。同調査では，脂質異常症の患者は２０６万２，０００
人，虚血性心疾患の患者は１７２万９，０００人とされ，高
血圧性疾患の患者と同様に，平成２３年の調査から増
加したと述べられている。また，「平成２８年国民健
康・栄養調査」では，糖尿病が強く疑われる患者は
全国で１，０００万人おり，平成９年以降増加傾向であ
るという。当科における，手術患者の主な既往症
は，いずれも患者数が増加傾向にあったことから，
今後も，手術患者の有病者率は増加すると考えられ
る。高血圧性疾患や虚血性心疾患は，インプラント
埋入手術へのリスクファクターであり，代謝性疾患
は，骨結合の獲得と維持に関するリスクファクター
である。今後も安全なインプラント治療を患者に提
供するためには，術前の全身状態の評価が重要とな
る。また，既往症への対応について医科との連携強
化も必要であると考えられる。

本調査では，２０１１～２０１３年に対して２０１４～２０１６年
で，上顎へのインプラント体埋入本数は増加した。

特にナロー径インプラントの埋入本数が増加したこ
とから，ナロー径インプラント体の使用により上顎
へのインプラント治療の適応症例が拡大したと考え
られる。

インプラント治療を行う部位の骨幅が狭い場合，
通常は，骨造成法を併用し，インプラント埋入手術
を行うが，その場合，治療侵襲の増加，治療期間の
延長，治療費の増加など，患者の負担が大きくなる
ため，患者がインプラント治療を断念する場合があ
ると考えられる３）。Comfort らは，ナロー径インプ
ラント体は，骨幅のない治療部位に対して骨造成法
を併用せず，低侵襲なインプラント治療を行う場合
に有効であると述べている８）。しかしながら，cpTi
製ナロー径インプラント体を使用した過去の研究で
は，レギュラー径インプラント体に対して，低強度
であることから，骨に伝達される応力が増加する可
能性があることや，インプラント体の破折のリスク
があることなどが報告されている９，１０）。そのため，
ナロー径インプラント体の材質には，Ti-６Al-４V
や Ti-Zr などのチタン合金を使用することが推奨さ
れている１１）。当科では，Ti-Zr 合金製ナロー径イン
プラントを主に使用している。Ti-Zr 合金は，cpTi
に対して機械的強度が改善されており，cpTi と同
様の表面改質が行える材料であると報告されてい
る１２）。また，Ti-Zr 合金製ナロー径インプラント体
の生存率は，cpTi 製レギュラー径インプラント体
と同様であったとも報告されている１３）。

本調査の結果から，ナロー径インプラントの使用
は，インプラント治療の適応症例の拡大に有効であ
ることが示唆された。今後，様々なサイズのインプ
ラント体が開発され，患者固有の骨形態に合わせた
インプラント体の選択が行えるようになることで，
インプラント治療の適応症例がさらに拡大すると考
える。

結 論

インプラント治療の現状把握を目的として，２０１１
年１月から２０１６年１２月の期間に，東京歯科大学水道
橋病院口腔インプラント科に来院した新患，手術患
者についての臨床統計的検討を行った。その結果以
下の結論を得た。
・他施設でインプラント治療が行われた患者は増加
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傾向であり，その多くはインプラント治療後の合
併症の対応を主訴に来院していた。

・インプラント治療を希望する患者は，４０～４９歳，
５０～５９歳の女性が多かった。

・１～３歯欠損へのインプラント治療を希望する患
者が多かった。

・５０～５９歳，６０～６９歳の女性に対してインプラント
埋入手術が多く行われた。

・手術患者の有病者率は増加傾向であった。
・ナロー径インプラント体を使用したことで，上顎

へのインプラント埋入本数が増加した。

本論文の要旨は，第４７回公益社団法人日本口腔インプラン
ト学会学術大会（２０１７年９月 仙台市）で発表した。

著者の利益相反：開示すべき利益相反はない。
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Patient trends at the Department of Oral Implantology
of Tokyo Dental College Suidobashi Hospital
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This study involved a clinical statistical survey of dental implant treatment． The purpose of this sur-
vey was to investigate current trends in dental implant treatment． The survey period ran from January
２０１１ to December ２０１６． The subjects were the patients of the Department of Oral Implantology at To-
kyo Dental College Suidobashi Hospital． The survey was approved by the Tokyo Dental College ethics
committee． The total number of new patients during the period from ２０１４－２０１６ was １，６０７． There
were more female patients than male patients． There were many new patients in the４０－４９and５０－５９
age groups． The number of patients that had undergone dental implant treatment at another dental
clinic was increased． The numbers of new patients who needed treatment for biological or prosthetic
complications and the number of patients who needed maintenance were also increased． Many new pa-
tients who had lost １ to ３ teeth wanted implant treatment． In total，３３．０％ of patients who wanted
dental implant treatment received it． The total number of surgical patients during the survey period
was１，２３２，which represented an increase． There were many surgical patients in the５０－５９and６０－６９
age groups． The number of implant bodies inserted into the maxilla and the number of narrow-diameter
implant bodies inserted into the maxilla were increased． As a result，it was suggested that narrow-
diameter implant bodies contributed to the increase in the number of patients undergoing dental implant
treatment． It is considered that the development of implant bodies of various sizes is necessary to im-
prove dental implant treatment． （The Shikwa Gakuho，１１８：３０－３７，２０１８）
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