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緒 言

インプラント義歯においては，インプラント・

コンポーネントおよび周囲骨組織の過重負担を避

けるために，fixture の埋入位置と埋入個数が重

要な条件となる。特に，fixture の埋入条件や上

部構造の設計が，顎骨や隣在歯および対合関係等

の解剖学的な条件によって制約を受けやすい臼歯

部の少数歯欠如症例においては，fixture が直線

状に配置される場合が多く，遊離端型ブリッジの

設計が，最遠心 fixture に著しい過重負担を引き

起こす危険性が高いことが指摘されている１～６）。

これに対して，臨床的に，下顎無歯顎症例に代表

される馬蹄形の上部構造は，前歯部顎骨に曲線状

に配置した多数の fixture でこれを支持させるな

らば，遊離端型ブリッジの適用が可能であると主

張されている７～１１）。しかしながら，臨床的には，

上部構造の設計範囲は多様であり，fixture の埋

入条件も異なることから，設計条件によって fix-

ture 周囲骨の圧負担状態が大きく変化すること

が予測される。そこで，本研究では，特に曲線状

に配置された fixture に対する上部構造の設計に
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抄 録：無歯顎症例に代表される馬蹄形のインプラント上部構造は，顎骨に曲線状に配置した多数
の fixture で支持させるならば，遊離端型ブリッジの適用が可能であるとされている。しかしなが
ら，臨床的には fixture の埋入条件は多様であり，設計によって fixture 周囲支持骨の圧負担状態
が大きく変化することが予測される。そこで本研究では，曲線状に配置された fixture に対する上
部構造の設計に関して，総 fixture 間距離の変化と，fixture の埋入個数および位置の条件が，fixture
周囲緻密骨の応力分布に及ぼす影響について有限要素法解析を用いて検討を行った。その結果，遊
離端荷重に対して，荷重側最遠心 fixture 周囲緻密骨の最大応力値は，総 fixture 間距離の減少に
伴い著しく増大した．また，fixture の埋入個数が最大応力値に及ぼす影響は少なかったが，fixture
の位置的条件の変化に伴う引張り応力の分布様相に差異が認められ，設計によっては荷重側最遠心
fixture に過重負担をもたらす危険性が示唆された。
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関して，設計範囲の変化に伴う総 fixture 間距離

の変化と，fixture の埋入個数と位置の条件が，fix-

ture 周囲緻密骨の応力分布に及ぼす影響につい

て検討を行った。

実 験 方 法

１．実験モデル

本研究の実験モデルとして，無歯顎骨の前歯部

正中から小臼歯相当部にかけて曲線状に７個の

fixture が設置され，それぞれが abutment を介

して上部構造と連結された有限要素モデルを構築

した（図１）。有限要素モデルは，SHELL 要素を

使用した厚径１mmの二次元平板状顎骨を三次元

空間において顎骨を想定した曲線状に配置し，可

及的にモデル外形の単純化を図った。モデル顎骨

の外寸は，垂直的幅径を１５mm，歯槽弓長を８２．５

mmとし，最遠心 fixture 間距離が４０mmとなる

ように，各 fixture 間の曲率を約１／６に設定し

た。また，緻密骨の上下的な厚みに関しては，従

来の報告１２）１３）を参考にして約１．７mmに設定し，下

部海綿骨の厚みは１３．３mmとした。なお，実験モ

デルを構成する要素の物性値は，荒瀧ら５）の報告

を参考にして表１のごとく決定した。
�Fixture および abutment は，Branemark Sys-

tem（Nobel Biocare 社製）の標準的なチタン製の

インプラント・コンポーネントを参考に構築し，

長径１０mm，幅径３．７５mmの fixture が，長径４

mm，幅径４．５mmの abutment 下縁に接してい

るものとした。また，各 fixture の設置間隔は臨

床的に許容される最小距離である７．５mmとし

た。なお，fixture と周囲骨組織との界面の力学

的特性に関しては，fixture の被圧変位特性の実

測値１４）および野村の報告１５）を参考にして決定し，

fixture と緻密骨の間に厚径１００µm，縦弾性係数
２．０GPa の要素を介在させることとした。さら

に，fixture に abutment がネジ止めされている

状況を表現するための接合部に対する力学的な特

性に関しては，fixture に対する abutment の実

測値１４）および荒瀧らの報告５）を参考にして，厚径

０．５mmの接合部要素に対して７２．３GPa の縦弾性

係数を与えた。

Fixture に対する骨の支持条件は，二次元の近

遠心支持のみとしたが，顎骨の唇（頬）舌側緻密骨

の支持に関しては，緻密骨要素を各 fixture 周囲

の海綿骨中に上縁部緻密骨からモデル下縁まで追

加設定することにより二次元的に表現した。

Fixture および abutment に支持される上部構

造の形状は，顎骨外形と同様の曲率を付与し，片

側に１５mmの長さの延長ポンティックをもつ設計

とした。また，上部構造の材質に関しては，fixture

と abutment と同じくチタン製とした。

２．実験モデルの力学的特性

本研究の実験モデルは，顎骨外形を左右対称で

可及的に単純な形態とし，さらに fixture と周囲

骨組織とをそれぞれ緻密骨で囲まれたユニット構

造としたが，このことにより，fixture はその設

置位置に関係なく同等の被圧変位特性を示し，設

計条件の異なる複数のモデルを同一条件下で比較

表１ 実験モデルの物性値

対象（部位） 縦弾性係数（GPa）ポアソン比

緻密骨 ２０．０ ０．３０
海綿骨 ２．０ ０．４０

Fixture と緻密骨の結合部 ２．０ ０．３０
Fixture １０８．５ ０．３４

Abutment および人工歯冠部 １０８．５ ０．３４
Fixture と Abutment の連結部 ７２．３ ０．３４

図１ 実験モデル

７２０ 荒瀧，他：fixture の埋入条件と周囲骨の応力分布
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検討することが可能となった。fixture の被圧変

位特性に関しては，設置した７個の fixture にお

いて，骨縁部における変位量，fixture の変位量

に対する abutment の変位量の比，回転中心の緻

密骨上縁部からの距離，および垂直荷重時の変位

量のいずれについても近遠心的，唇（頬）舌的に，

実測値の範囲に含まれることを確認した。

３．比較モデル

比較モデルとして，総 fixture 間距離を１単位

から５単位まで変化させた５種類のモデル（図

２，１～５）と，総 fixture 間距離が一定で，fixture

の埋入個数と位置の異なる５種類の両側設計モデ

ル（図３，Ａ１～Ａ５）および４種類の片側設計モ

デル（図３，Ｂ１～Ｂ４）を構築した。これらの比

較モデルは，実験モデルを基本モデルとし，その

顎骨外形を変化させることなく fixture 要素の物

性値のみを，チタンや骨の物性値に変換すること

でそれぞれ構築した。

４．解析条件

モデルの拘束条件は，すべてのモデルにおい

図２ 総 fixture 間距離を変化させたモデル

図３ fixture の埋入個数および位置を変化させたモデル

歯科学報 Vol．１０２，No．９（２００２） ７２１

― 17 ―



て，モデル底面の全節点と上縁部緻密骨の遠心端

の節点を完全に拘束した。また，荷重条件は最遠

心 fixture 直上より１５mm遠心の延長ポンティッ

ク上の節点に対して垂直荷重を付与したが，荷重

量に関しては，本実験モデルが，実際の約１／１０

の厚みの二次元モデルであることを考慮して，第

二小臼歯相当部の一般的な咬合力１６）の約１／１０の

５０Ｎを付与することとした。

有限要素モデルの構築および解析は，汎用有限

要素法解析プログラム・COSMOS／M Ver. ２．０

（SRAC／横河技術情報社製）の線形静解析モ

ジュールを使用して，パーソナルコンピュー

ター・PC－９８２１Xa１０（日本電気社製）により実行

した。

５．解析結果の評価法

設定荷重に対する各種モデルの fixture 周囲骨

組織の圧負担状態を比較するために，応力評価を

行った。応力評価部位としては，fixture 支持の

主体をなす fixture 周囲の緻密骨要素とした。す

なわち，図４に示すように，Ｃ，Ｒ１～Ｒ３およ

びＬ１～Ｌ３の７個の fixture における１～１４の

fixture 頸部緻密骨要素を応力評価部位とした。

なお，評価応力は，最大主応力，最小主応力およ

び相当応力とし，１～１４の各評価部位において，

緻密骨を構成する複数の要素に発現した応力値の

最大値をそれぞれの該当部応力とした。

実 験 結 果

１．総 fixture 間距離の変化が fixture 周囲緻密

骨の応力分布に及ぼす影響

基本モデル（モデルB. M.）および総 fixture 間

距離を変化させた比較モデル（モデル１～５）の，

各評価部位における応力値を表２に示す。また，

荷重側の最遠心 fixture と荷重の反対側端の fix-

ture の評価部位に関して，比較モデルの基本モ

デルに対する最大応力値の比率を表３に示す。

１）主応力分布

遊離端荷重に対する最大主応力（以下引張り応

力）の最大値の発現部位は，モデルによって異

なったが，最小主応力（以下圧縮応力）の最大値の

発現部位は，いずれのモデルにおいても荷重側最

遠心 fixture の遠心緻密骨部（１４部）であった。

荷重側最遠心 fixture 周囲緻密骨部（１３および

１４部）における圧縮応力は，基本モデルが最大で

１０．６２MPa の値を示したのに対して，総 fixture

間距離が最小の設計であるモデル１では，１５．１３

MPa の値を示し，その比率は約１４２％と応力値が

増大した。一方，同部位の引張り応力は，いずれ

のモデルも圧縮応力の１／５以下の値を示し，モデ

ル２において最大の２．０２MPa の値を示したが，

図４ Fixture 頸部緻密骨要素と応力評価部位

７２２ 荒瀧，他：fixture の埋入条件と周囲骨の応力分布
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基本モデルに対して約１１７％の比率で，応力値の

増加は僅かであった。

荷重の反対側端の fixture 周囲緻密骨の主応力

分布は，総 fixture 間距離の増大に伴い，引張り

応力から圧縮応力へと分布が変化した。ここで，

引張り応力は，基本モデルが０．３８MPa の値を示

したのに対して，総 fixture 間距離が最小のモデ

ル１では，１１．８３MPa の値を示し，その比率は約

３，１１３％と著しく増大した。一方，圧縮応力は，

モデル４で最大４．６４MPa の値を示し，基本モデ

ルの３．５５MPa の値に対する比率は約１３１％であっ

た。また，荷重の反対側端の fixture 周囲緻密骨

の荷重側最遠心 fixture 周囲緻密骨に対する圧縮

応力の比率は，総 fixture 間距離が最大である基

本モデルにおいて約３３％の値を示し，総 fixture

間距離が最小であるモデル１では約１７％で，総

表２ 総 fixture 間距離を変化させた比較モデルの応力値

評価応力 モデル

応力評価部位と応力値（MPa）

Ｒ３ Ｒ２ Ｒ１ Ｃ Ｌ１ Ｌ２ Ｌ３

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４

最大主応力

B. M. ０．３８ ０．３１ ０．３７ ０．８９ ０．６１ ０．９１ ０．４４ １．１８ ０．３８ ０．９１ ０．１５ ０．３０ ０．０１ １．７２＊

１ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― １１．８３＊ １．２２ ０．０１ ２．０１
２ ― ― ― ― ― ― ― ― ５．５０＊ ０．４５ ０．４２ ０．４５ ０．０１ ２．０２
３ ― ― ― ― ― ― ２．１７＊ ０．３３ ０．６６ ０．８１ ０．２２ ０．３８ ０．０１ １．８５
４ ― ― ― ― ０．８３ ０．２１ ０．３４ １．０２ ０．４７ ０．９８ ０．１７ ０．３２ ０．０１ １．７１＊

５ ― ― ０．３４ ０．３０ ０．３１ ０．８８ ０．４０ １．２０ ０．４０ ０．９５ ０．１６ ０．３０ ０．０１ １．６９＊

最小主応力

B. M. ３．５５ ０．６１ １．０４ ０．４０ ０．７５ ０．２５ ０．３７ ０．４８ ０．９８ １．０１ ２．３５ ３．５１ ８．４４ １０．６２＊

１ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ２．６２ ３．９３ ８．１８ １５．１３＊

２ ― ― ― ― ― ― ― ― ２．０５ １．２４ １．４９ ３．７０ ８．５６ １２．７９＊

３ ― ― ― ― ― ― ２．７７ ０．７１ ０．８３ １．１３ １．８０ ３．６１ ８．５８ １２．２６＊

４ ― ― ― ― ４．６４ ０．６２ ０．４９ ０．５８ ０．６５ １．０５ ２．０９ ３．５１ ８．５０ １１．７４＊

５ ― ― ４．４４ ０．６３ ０．８７ ０．３５ ０．３７ ０．５０ ０．８４ １．０１ ２．２８ ３．４９ ８．４５ １１．１０＊

相 当 応 力

B. M. ３．３７ ０．６５ １．０３ ０．８５ ０．７８ ０．９０ ０．６４ １．０８ ０．８６ １．３２ ２．０４ ３．６０ ８．０２ １０．５２＊

１ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― １０．８６ ４．１０ ７．８１ １５．００＊

２ ― ― ― ― ― ― ― ― ５．８０ １．５０ １．３３ ３．７５ ８．１５ １２．７６＊

３ ― ― ― ― ― ― ４．０１ ０．９０ ０．７５ １．４０ １．６１ ３．６８ ８．１６ １２．１８＊

４ ― ― ― ― ４．６９ ０．７５ ０．６４ ０．９９ ０．６２ １．３２ １．８３ ３．５９ ８．０８ １１．６２＊

５ ― ― ４．３０ ０．６８ ０．９１ ０．８９ ０．５５ １．１１ ０．７４ １．３０ １．９８ ３．５７ ８．０３ １０．９７＊

B. M.：基本モデル
＊各モデルにおける最大の応力値

表３ 総 fixture 間距離を変化させた比較モデルの基
本モデル対する応力値の比率

評価応力
モ
デ
ル

基本モデルに対する応力値の比率（％）

荷重側の最遠心
fixture

荷重の反対側端
の fixture

最大主応力

１ １１７ ３，１１３
２ １１７ １，４４７
３ １０８ ５７１
４ ９９ ２１８
５ ９８ ８９

最小主応力

１ １４２ ７４
２ １２０ ５８
３ １１５ ７８
４ １１１ １３１
５ １０５ １２５

相 当 応 力

１ １４３ ３２２
２ １２１ １７２
３ １１６ １１９
４ １１０ １３９
５ １０４ １２８
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fixture 間距離の減少に伴いその比率が低下した。

圧縮応力は，すべてのモデルにおいて荷重側最

遠心 fixture の遠心緻密骨部（１４部）で最大の値を

示したのに対して，引張り応力の最大値の発現部

位は，モデルによって異なった（図５）。すなわ

ち，前歯部正中を越えて fixture が設置された両

側設計モデルである基本モデルや，モデル４およ

び５は，引張り応力の最大値の発現部位が，荷重

側最遠心 fixture の遠心緻密骨部（１４部）であるの

に対して，片側設計のモデル１，２および３では

荷重の反対側端の fixture 周囲緻密骨部（それぞ

れ１１，９，７部）であった。そして，それらの引

張り応力の最大値は，基本モデルと比較して，両

側設計モデルでは，あまり差が認められなかった

が，片側設計モデルにおいては応力値の増大が認

められ，特にモデル１において最大６８８％の値を

示した。また，片側設計モデルでは，荷重の反対

側端の fixture 周囲緻密骨部に過大な引張り応力

が発現するのに対して，両側設計モデルでは，前

歯部正中の fixture 周囲緻密骨部（８部）に，最遠

心 fixture の緻密骨部と同程度の引張り応力が確

認され，荷重の反対側端の fixture 周囲緻密骨部

における引張り応力値は減少した。そして，８部

における引張り応力値は，荷重の反対側の犬歯相

当部に荷重の反対側端の fixture が設置されたモ

デル５において最小であった。

２）相当応力分布

相当応力は，いずれのモデルにおいても，荷重

側最遠心 fixture の遠心緻密骨部（１４部）において

最大値を示し，モデル１において最大で１５．００

MPa の値を示し，基本モデルに対して約１４３％の

比率を示した。また，この部位の相当応力値は，

総 fixture 間距離の増大に伴って減少し，総 fix-

ture 間距離が最大の基本モデルにおいては１０．５２

MPa の値であった。

一方，荷重の反対側端の fixture 周囲緻密骨部

においては，モデル１において最大１０．８６MPa の

値を示し，基本モデルに対する比率は約３２２％と

応力値は著しく増大した。また，荷重側同様，総

fixture 間距離の増大に伴う応力値の減少が認め

られたが，荷重側と比較して減少の度合いが顕著

であった。

２．fixture の埋入個数と位置の変化が fixture 周

囲緻密骨の応力分布に及ぼす影響

基本モデル（モデルB. M.）および fixture の埋

入個数と位置を変化させた比較モデル（モデルＡ

１～Ａ５，Ｂ１～Ｂ４）の，各評価部位における

応力値を表４に示す。また，荷重側の最遠心 fix-

ture と荷重の反対側端の fixture の評価部位に関

して，比較モデルの基本モデルに対する最大応力

図５ 各種モデルにおいて最大の引張り応力を示す fixture の部位お
よび基本モデルに対する応力値の比率

７２４ 荒瀧，他：fixture の埋入条件と周囲骨の応力分布
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値の比率を表５に示す。

１）両側設計モデル（モデルＡ１～Ａ５）

� 主応力分布

両側設計モデルにおいては，引張り応力の最大

値の発現部位は，モデルによって異なったが，圧

縮応力の最大値の発現部位はいずれのモデルにお

いても最遠心 fixture の遠心緻密骨部（１４部）で

あった。

荷重側最遠心 fixture 周囲緻密骨部における圧

縮応力は，モデルＡ３が最大で１１．８２MPa の値を

表４ fixture の埋入個数と位置の異なる比較モデルの応力値

評価
応力

設計
モ
デ
ル

応力評価部位と応力値（MPa）

Ｒ３ Ｒ２ Ｒ１ Ｃ Ｌ１ Ｌ２ Ｌ３

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４

最 大
主応力

両側

B. M. ０．３８ ０．３１ ０．３７ ０．８９ ０．６１ ０．９１ ０．４４ １．１８ ０．３８ ０．９１ ０．１５ ０．３０ ０．０１ １．７２＊

Ａ１ ０．３８ ０．７２ ― ― ０．５１ １．０４ ０．４５ １．５１ ０．５７ １．１１ ― ― １．０１ １．９７＊

Ａ２ ０．３８ ０．２５ ０．３１ １．１２ ― ― １．４７ ０．８４ ― ― ３．３０＊０．３４ ０．０１ １．８５
Ａ３ ０．３５ ０．６９ ― ― ― ― ２．５３ ２．６１ ― ― ― ― ３．１７＊ ２．２２
Ａ４ ０．３８ ０．２８ ０．３４ ０．７２ ０．４６ １．１１ ― ― ２．７６＊１．１０ ０．２２ ０．３１ ０．０１ １．７６
Ａ５ ０．３９ ０．６１ ― ― ０．４５ １．１８ ― ― ３．３９＊１．３０ ― ― １．０９ ２．０１

片側

Ｂ１ ― ― ― ― ― ― ２．１７＊０．３３ ０．６６ ０．８１ ０．２２ ０．３８ ０．０１ １．８５
Ｂ２ ― ― ― ― ― ― ２．２６ １．４７ ― ― ４．０９＊０．５１ ０．０１ ２．０１
Ｂ３ ― ― ― ― ― ― ２．３４＊０．４４ ０．９６ ２．２７ ― ― １．２７ ２．０９
Ｂ４ ― ― ― ― ― ― ３．１５ ５．２７＊ ― ― ― ― ４．５８ ２．５０

最 小
主応力

両側

B. M. ３．５５ ０．６１ １．０４ ０．４０ ０．７５ ０．２５ ０．３７ ０．４８ ０．９８ １．０１ ２．３５ ３．５１ ８．４４ １０．６２＊

Ａ１ ３．８４ ０．７０ ― ― ０．９７ ０．２７ ０．３７ ０．４９ １．３９ １．５２ ― ― ４．８３ １０．９１＊

Ａ２ ３．５６ ０．５９ ０．９２ ０．５８ ― ― ０．３６ ０．９７ ― ― １．６２ ３．５４ ８．１４ １１．０７＊

Ａ３ ４．２２ １．１３ ― ― ― ― ０．５０ １．４９ ― ― ― ― ２．８６ １１．８２＊

Ａ４ ３．５１ ０．５８ ０．８９ ０．３２ ０．５５ ０．７０ ― ― ０．７８ １．０４ １．９８ ３．５０ ８．３８ １０．８５＊

Ａ５ ３．７６ ０．６５ ― ― ０．７２ ０．６２ ― ― ０．８５ １．５５ ― ― ４．６７ １１．１７＊

片側

Ｂ１ ― ― ― ― ― ― ２．７７ ０．７１ ０．８３ １．１３ １．８０ ３．６１ ８．５８ １２．２６＊

Ｂ２ ― ― ― ― ― ― ２．７３ １．３５ ― ― １．９４ ３．７９ ８．３６ １２．７０＊

Ｂ３ ― ― ― ― ― ― ３．１０ ０．７５ １．１３ １．７８ ― ― ４．５５ １２．６０＊

Ｂ４ ― ― ― ― ― ― ３．２３ ２．１０ ― ― ― ― ３．２８ １３．７４＊

相 当
応 力

両側

B. M. ３．３７ ０．６５ １．０３ ０．８５ ０．７８ ０．９０ ０．６４ １．０８ ０．８６ １．３２ ２．０４ ３．６０ ８．０２ １０．５２＊

Ａ１ ３．６４ ０．８０ ― ― １．１７ １．０２ ０．６２ １．４２ １．２１ １．７９ ― ― ５．４１ １０．９２＊

Ａ２ ３．３８ ０．６０ ０．９２ １．１２ ― ― １．３５ １．２５ ― ― ３．０４ ３．６６ ７．７４ １０．９７＊

Ａ３ ４．００ １．１７ ― ― ― ― １．３５ ２．３６ ― ― ― ― ４．２０ １１．８６＊

Ａ４ ３．３３ ０．６１ ０．９８ ０．７０ ０．６０ １．２０ ― ― ２．５０ １．４０ １．７４ ３．６０ ７．９７ １０．７４＊

Ａ５ ３．５７ ０．７２ ― ― ０．９９ １．１５ ― ― ３．０６ １．８６ ― ― ５．２９ １１．１７＊

片側

Ｂ１ ― ― ― ― ― ― ４．０１ ０．９０ ０．７５ １．４０ １．６１ ３．６８ ８．１６ １２．１８＊

Ｂ２ ― ― ― ― ― ― ４．１５ １．６２ ― ― ３．７７ ３．８９ ７．９７ １２．６４＊

Ｂ３ ― ― ― ― ― ― ４．４２ ０．８５ １．０３ ２．１２ ― ― ５．３０ １２．６４＊

Ｂ４ ― ― ― ― ― ― ５．４１ ４．７６ ― ― ― ― ５．１１ １３．９２＊

B. M.：基本モデル
＊各モデルにおける最大の応力値
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示したが，基本モデルに対する比率は約１１１％と

著明な応力値の増大は認められなかった。一方，

同部位の引張り応力は，モデルＡ３において最大

の３．１７MPa の値を示し，基本モデルに対する比

率は約１８４％と応力値の増大が認められた。

荷重の反対側端の fixture 周囲緻密骨の主応力

分布は，いずれのモデルにおいても圧縮応力が主

であり，モデルＡ３において最大４．２２MPa の値

を示したが，基本モデルに対する比率は約１１９％

と著明な応力値の増大は認められなかった。

引張り応力の最大値の発現部位は，モデルに

よって異なったが，モデルＡ５において最大の

３．３９MPa の値を示し，基本モデルに対して１９７％

の比率であった（図６）。

� 相当応力分布

相当応力は，いずれのモデルにおいても，荷重

側最遠心 fixture の遠心緻密骨部（１４部）において

最大値を示した。応力値は，モデルＡ３が最大で

表５ fixture の埋入個数と位置を変化させた比較モデルの基本モデルに対する応力値の比率

評価応力 設計 モデル
基本モデルに対する応力値の比率（％）

荷重側の最遠心 fixture 荷重の反対側端の fixture

最大主応力

両側

Ａ１ １１５ １８９
Ａ２ １０８ １００
Ａ３ １８４ １８２
Ａ４ １０２ １００
Ａ５ １１７ １６１

片側

Ｂ１ １０８（１００） ５７１（１００）
Ｂ２ １１７（１０９） ５９５（１０４）
Ｂ３ １２２（１１３） ６１６（１０８）
Ｂ４ ２６６（１３５） １，３８７（２４３）

最小主応力

両側

Ａ１ １０３ １０８
Ａ２ １０４ １００
Ａ３ １１１ １１９
Ａ４ １０２ ９９
Ａ５ １０５ １０６

片側

Ｂ１ １１５（１００） ７８（１００）
Ｂ２ １２０（１０４） ７７（９９）
Ｂ３ １１９（１０３） ８７（１１２）
Ｂ４ １２９（１１２） ９１（１１７）

相 当 応 力

両側

Ａ１ １０４ １０８
Ａ２ １０４ １００
Ａ３ １１３ １１９
Ａ４ １０２ ９９
Ａ５ １０６ １０６

片側

Ｂ１ １１９（１００） １１６（１００）
Ｂ２ １２３（１０４） １２０（１０３）
Ｂ３ １３１（１０４） １２０（１１０）
Ｂ４ １６１（１１４） １３２（１３５）

（ ）内の数字はモデルＢ１に対する比率を示す．

７２６ 荒瀧，他：fixture の埋入条件と周囲骨の応力分布
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１１．８６MPa の値を示したが，基本モデルに対する

比率は１１３％と著明な増大は認められなかった。

一方，荷重の反対側端の fixture 周囲緻密骨部に

おいても，モデルＡ３が最大で４．００MPa の値を

示したが，基本モデルに対して１１９％と応力値の

著明な増大は認められなかった。

２）片側設計モデル（モデルＢ１～Ｂ４）

� 主応力分布

片側設計モデルにおける引張り応力の最大値の

発現部位は，Ｂ２以外のすべてのモデルにおいて，

荷重の反対側端の fixture 周囲緻密骨部であった

（図６）。一方，圧縮応力の最大値の発現部位は，両

側設計モデル同様いずれのモデルにおいても最遠

心 fixture の遠心緻密骨部（１４部）であった。

荷重側最遠心 fixture 周囲緻密骨部における圧

縮応力は，モデルＢ４が最大で１３．７４MPa の値を

示したが，基本モデルに対する比率は約１２９％，

総 fixture 間距離が等しいモデルＢ１に対しては

約１１２％と著明な応力値の増大は認められなかっ

た。一方，同部位の引張り応力は，モデルＢ４に

おいて最大の４．５８MPa の値を示し，基本モデル

に対する比率は約２６６％と応力値の増大が認めら

れたがモデルＢ１に対しては約１３５％と著明な増

大は認められなかった。

荷重の反対側端の fixture 周囲緻密骨の主応力

分布は，引張り応力および圧縮応力が同程度に発

現し，特にモデルＢ４における引張り応力値が，

最大で５．２７MPa の値を示し，基本モデルに対し

て１，３８７％，モデルＢ１に対して２４３％と著明な応

力値の増大が認められた。

� 相当応力分布

相当応力は，いずれのモデルにおいても，荷重

側最遠心 fixture の遠心緻密骨部（１４部）において

最大値を示し，両側設計モデルと比較してやや大

きな値を示した。応力値は，モデルＢ４が最大で

１３．９２MPa の値を示し，基本モデルに対する比率

は約１６２％と増大したが，モデルＢ１に対しては

約１１４％と著明な応力値の増大は認められなかっ

た。一方，荷重の反対側端の fixture 周囲緻密骨

部においても，モデルＢ４が最大で５．４１MPa の

値を示したが，基本モデルに対して約１３２％，モ

デルＢ１に対して約１３５％と応力値の著明な増大

は認められなかった。しかしながら，両側設計モ

デルと比較した場合，fixture の個数減少に伴う

図６ 各種モデルにおいて最大の引張り応力を示す fixture の部位および基本モデルに対する
応力値の比率

歯科学報 Vol．１０２，No．９（２００２） ７２７

― 23 ―



応力値の増大は大きかった。

考 察

１．解析モデルについて

インプラント義歯の設計方針に関して，有限要

素モデルを用いて検討を行った報告は多く，それ

らは，インプラント体のデザインから，上部構造

の設計に至るまで多岐にわたる。しかしながら，

それらの報告の多くは，顎骨の外形や物性などの

解剖学的条件や，fixture の形状等をいかに有限

要素モデルに正確に再現するかということに重き

が置かれる感があり，特に三次元モデル等の複雑

な形態を有するモデルにおいては，臨床的な示唆

を導くというよりも，そのシミュレーションモデ

ルにおいてのみ論ぜられる評価となる傾向が認め

られる。臨床的には，個体差の多い顎骨を対象と

するわけであるから，一つの顎骨の正確なモデル

化よりも，fixture の被圧変位特性が部位によっ

て一様で，モデル顎骨の形態が単純である方が，

個々の症例に対する臨床的示唆を導きやすいと考

える。本研究では，モデルの顎骨外形を可及的に

左右対称な単純な形態とし，各 fixture と周囲骨

組織とを緻密骨で囲まれたユニット構造としたこ

とにより，fixture はその設置位置に関わらず同

等の被圧変位特性を示し，設計条件の異なる複数

の条件モデルを同一条件下で比較検討することが

可能となった。また，fixture に対する顎骨の支

持条件を二次元の近遠心部支持のみとしたことか

ら，応力評価部位が単純化され，モデル間での比

較が明確で容易となった。

２．総 fixture 間距離の影響について

遊離端荷重においては，いずれのモデルにおい

ても荷重側最遠心 fixture 周囲緻密骨部に圧縮応

力を主とした最大の応力が生じ，総 fixture 間距

離の減少に伴い，応力値は増大した。それに対し

て，荷重の反対側端の fixture 周囲緻密骨部にお

いては，総 fixture 間距離の減少に伴って，引張

り応力が増大し，特に，片側設計のモデルにおい

て応力値の増大が顕著であった。これらの結果

は，前歯部を含む曲線的な設計であっても，片側

設計であれば，fixture の排列は曲率が小さい直

線状になりやすく，荷重側最遠心 fixture 周囲緻

密骨に対して過重負担を招く危険性があることを

示唆している。さらに，総 fixture 間距離の減少

に伴う荷重の反対側端の fixture 周囲緻密骨の引

張り応力の増大から，特に片側設計においては，

遊離端荷重に対して，最遠心 fixture を支点とし

た上部構造の近遠心的な回転変位が生じる危険性

が高いと考えられる。図７に，荷重側最遠心 fix-

ture の近遠心緻密骨に生じた相当応力の近遠心

比を示すが，この結果からも，総 fixture 間距離

の減少は，応力値の近遠心比を減少させ，最遠心

fixture の回転モーメントを増大させていること

が明らかである。

一方，前歯部正中を越えて荷重の反対側に fix-

ture が設置された両側設計モデルにおいては，

引張り応力の最大値が荷重側の最遠心 fixture 周

囲緻密骨部に発現し，さらにそれと同等の引張り

応力が，前歯部正中に設置された fixture 周囲に

も観察された。これは，遊離端荷重に対する荷重

側最遠心 fixture と荷重の反対側端の fixture を

結んだ支点間線を軸とした上部構造の前後的な回

転において，前歯部正中付近に設置された fixture

が，支点間線に対して最も前方に存在するため

に，その部位にも引張り応力が発現したものと考

えられる。しかしながら，その引張り応力値は片

側設計モデルの最大値と比較して軽微であること

から，曲線的に総 fixture 間距離を増大させ，上

部構造の曲率を大きくすることは，遊離端荷重に

対する上部構造の回転を減少させ，局所の著しい

応力集中を避ける一手段であると考えられる。

３．fixture の埋入個数と位置の影響について

本研究の実験結果より，総 fixture 間距離が一

定であれば，遊離端荷重に対して，fixture の埋

入個数や位置が，最遠心および最近心 fixture 周

囲骨組織の相当応力の最大値に及ぼす影響は少な

いことが明らかであるが，このことは，直線状の

局部的な上部構造の設計に関して検討を行った荒

瀧らの報告５）と一致する。しかし，荷重側最遠心

fixture の近遠心緻密骨に生じた相当応力の近遠
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心比に注目すると，図７に示すように，最遠心 fix-

ture に近接した fixture の有無により変化が認め

られた。すなわち，荷重側最遠心 fixture の近心

に fixture が存在しないモデルにおいては，近遠

心比がいずれも０．５以下であるのに対して，fix-

ture が存在するモデルにおいては，いずれも０．５

以上の比率を示した。このことは，荷重側最遠心

fixture の近心に隣接した fixture が存在しない場

合には，荷重量の増大に伴って，最遠心 fixture

の近遠心的な回転変位を増大させる危険性が高い

ことを示唆している。臨床的には，両端の fixture

の位置を決定した後に，その中間の fixture の個

数や位置を検討する場合が多いが，上部構造に遠

心延長ポンティックを設計する場合には，最遠心

fixture に近接した近心部に fixture を追加設置す

ることが，最遠心 fixture の過重負担を軽減する

ために重要であるといえる。そして，それは片側

設計モデルのように，fixture の排列が直線状に

なりやすい設計において特に重要となる。

また，引張り応力に注目すると，図６に示すよ

うに，両側設計および片側設計のいずれにおいて

も，fixture の総数が最大応力値に及ぼす影響よ

りも，最遠心 fixture に対するその他の fixture

の位置的条件の影響が大きいことが明らかであ

る。これらの応力値は，最大圧縮応力値に比較す

ると１／２以下の値ではあるが，設計間での引張り

応力の分布の変化において，その値が小さいほ

ど，遊離端荷重に対して，より力学的に均衡のと

れた設計であると考えられる。

一般に，fixture，abutment および上部構造と

からなるインプラント・コンポーネントは，それ

らの間で緩圧機構がなく，上部構造に加わった荷

重に対して一塊の剛体として顎骨に作用すると考

えられ，fixture の排列および上部構造の設計

は，一塊のインプラント・コンポーネントとして

最も不利な荷重条件に対して力学的な均衡を得ら

れるべく考慮される必要がある。本研究の結果よ

り，無歯顎症例に代表される馬蹄形（曲線状）の上

部構造設計においては，総 fixture 間距離と fix-

ture 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

ける最遠心 fixture の過重負担が軽減されること

が示唆された。また，臨床的に，fixture の埋入

個数が制限される場合には，最低限の個数で，最

大の総 fixture 間距離と曲率を確保した上で，最

遠心 fixture の近接部に fixture を追加設定する

ことが有効であると考えられた。

結 論

曲線状に配置された fixture に対するインプラ

ント上部構造の設計に関して，総 fixture 間距離

の変化と，fixture の埋入個数および位置の条件

が，fixture 周囲緻密骨の応力分布に及ぼす影響

について有限要素法解析を用いて検討を行った。

その結果，遊離端荷重に対して，荷重側最遠心 fix-

ture 周囲緻密骨の最大応力値は，総 fixture 間距

離の減少に伴い著しく増大したが，fixture の埋

入個数の影響は少なかった。しかしながら，fix-

ture の位置的条件の変化に伴う，引張り応力の

分布様相の変化から，設計によっては，最遠心 fix-

ture に過重負担をもたらす危険性があることが

示唆された。

本論文の要旨の一部は，第２６８回東京歯科大学学会総
会（１９９９年１１月６日，千葉）および第２７０回東京歯科大学
学会総会（２０００年１１月４日，千葉）において発表した。

図７ 荷重側最遠心 fixture 周囲緻密骨の最大相当応
力値の近遠心比
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Clinically, if an implant superstructure in a horse－shoe form applied to the fully edentulous jaw

can provide support for many fixtures in the jawbone, the application of the cantilever prostheses is fa-

cilitated. However, the stress distribution of the support bone surrounding the fixtures seems to change

because designs involving a curve in the horse－shoe superstructure vary with the installation condi-

tion of fixtures. Therefore, this research, examined the influence of the total inter－fixture distance, the

installation conditions and the number of fixtures on the stress distribution to the bone surrounding the

curved superstructure using the finite element model. As a result, the maximal stress value of the cor-

tical bone around most of the distal fixture of the loading side increased remarkably with decreases in

total inter－fixture distance, irrespective of the number of fixtures.

（The Shikwa Gakuho，１０２：７１９～７３１，２００２）
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