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緒 言

Osseointegrated implant が１９８３年に我が国に

導入されてから１９年が経過したが，osseointe-

grated implant の大部分の症例において，その術

後経過が良好であること１）２）３）４）が報告されており，

インプラント治療の基本として周知されつつあ

る。しかしながら，implant の術後経過について

の報告は，比較的短期間のものがほとんどであ

り，長期におよぶ osseointegrated implant の術

後経過についての報告は少ない現状にある。

我々は１９８５年より２０００年に至る１５年間に高度先

進医療として，３６７名の患者に１，４８７本の fixture

の埋入を行った。東京歯科大学病院で適用した os-

seointegrated implant の症例の全てが成功して

いるわけではないが５）６）７）８），大部分の症例では上部

構造装着後に何らの不快症状が認められないこと

を報告している。

osseointegrated implant の survival rare に関

する報告はあるが，実際に咬合・咀嚼力を長期間

支持している状態におけるものすなわち機能残存

率（functioning survival rate）に関する報告９）１０）は

少ない。本論文では第３報として，fixture の機

能残存率および症例当たりの除去頻度についての
別刷請求先：〒２６１‐８５０２ 千葉市美浜区真砂１－２－２
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�抄 録：東京歯科大学千葉病院においてBranemark implant を適用された患者３６７例について，そ
れらの症例に埋入された fixture １，４８７本を調査対象とし，上部構造装着後１年未満，１～３
年，３～５年，５～７年，７～１０年および１０年以上のそれぞれの期間に行われた fixture の機能残
存率および除去率を算出した。その結果，１．上部構造装着後の fixture の除去率は，上顎では約
１３％，下顎では約２％であることが認められた。２．症例あたりの除去 fixture は，上顎では約
２３％，下顎では約６％であることが認められた。３．除去症例の平均除去本数は，上顎では１．８
本，下顎では１．２本であることが認められた。４．上顎における fixture の除去は，その約８０％が装
着後１年未満に集中するが，下顎における fixture の除去には，経過期間の特徴が現れなかった。

キーワード：fixture の機能残存率，オッセオインテグレーテッドインプラント，後向き調査
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検討結果を報告する。

材料および方法

本調査においては，東京歯科大学千葉病院にお
�いてBranemark implant を適用され，継続的な

経過観察が行われている症例を対象とした。患者

総数は３６７例であり，埋入された fixture は１，４８７

本であった。その内訳は，上顎無歯顎では２７例，１７２

本であり，上顎部分的欠如顎では６９例，２２７本で

あり，下顎無歯顎では９８例，５５０本であり，下顎

部分的欠如顎では１７３例，５３８本であった。

これらの患者について fixture と周囲骨組織と

の integration の喪失によって除去を行った fix-

ture とその時期を調査したが，上部構造装着後

の期間を，１年未満，１～３年，３～５年，５～

７年，７～１０年，および１０年以上の６群に区分し

た。

なお，fixture の除去後に何らかの対応処置を

行うことによって上部構造が継続使用されている

場合には，その症例が継続して上部構造を使用し

ているものと判定した。

成 績

１．fixture の期間内除去率および fixture の機能

残存率について

１）fixture の期間内除去率

Osseointegrated implant の fixture は，上顎，

下顎，無歯顎，部分的欠如顎のいずれの症例にお

いても上部構造装着後に除去が行われた。fixture

の除去数は，上顎においては３６５本中４３本，下顎

においては１，０７９本中１９本であった。

まず，表１に見られるように，上顎無歯顎症例

において，上部構造装着後の fixture の除去率

は，１年未満では８．８％，１～３年では０．７％，３

～５年では５．０％，５～７年では０％，７～１０年

では２．０％，１０年以上では０％であった。した

がって，上部構造装着後の fixture の期間内残存

率 は，１年 未 満 で は９１．２％，１～３年 で は

９９．３％，３～５年 で は９５．０％，５～７年 で は

１００％，７～１０年では９８．０％，１０年以上では１００％

となった。

つぎに，上顎部分的欠如顎症例においては，１

年未満では９．７％，１～３年では０％，３～５年

では１．４％，５～７年，７～１０年および１０年以上

では０％であった。したがって，上部構造装着後

の fixture の期間内残存率は，１年未満では９０．３

％，１～３年では１００％，３～５年では９８．６％，５

～７年では１００％，７～１０年では１００％，１０年以上

では１００％となった。

さらに，下顎無歯顎症例においては，１年未満

では０．７％，１～３年では０．４％，３～５年では

０．８％，５～７年，７～１０年および１０年以上では

０％であった。したがって，上部構造装着後の fix-

ture の期間内残存率は，１年未満では９９．３％，１

～３年では９９．６％，３～５年では９９．２％，５年以

上では１００％となった。

また，下顎部分的欠如顎症例においては，１年

未満では０．９％，１～３年では０．４％，３～５年で

は０．５％，５～７年，７～１０年および１０年以上で

０％であった。したがって，上部構造装着後の fix-

表１ fixture の期間内の除去率

１年未満 １～３年 ３～５年 ５～７年 ７～１０年 １０年以上

上顎無歯顎 １４／１５８ １／１４８ ５／１００ ０／９６ １／４９ ０／２９
上顎部分欠如顎 ２０／２０７ ０／１９８ ２／１４１ ０／８１ ０／４４ ０／１４
上顎症例合計 ３４／３６５ １／３４６ ７／２４１ ０／１７７ １／９３ ０／４３

下顎無歯顎 ４／５４６ ２／５３３ ４／４８６ ０／４４８ ０／３７２ ０／２２８
下顎部分欠如顎 ５／５３３ ２／４９１ ２／４２０ ０／３００ ０／１７４ ０／５９
下顎症例合計 ９／１０７９ ４／１０２４ ６／９０６ ０／７４８ ０／５４６ ０／２８７

（除去 fixture 本数／残存 fixture 本数）

７８０ 宮下，他：Osseointegrated Implant の臨床報告
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ture の期間内残存率は，１年未満では９９．１％，１

～３年では９９．６％，３～５年では９９．５％，５年以

上では１００％となった。

以上から，上顎では，fixture の期間内除去率

は，１年未満では９．３％，１～３年では０．３％，３

～５年では２．９％，５～７年では０％，７～１０年

では１．１％，１０年以上では０％であった。した

がって，上部構造装着後の fixture の期間内残存

率は，１年未満では９０．７％，１～３年では９９．７

％，３～５年では９７．１％，５～７年では１００％，７

～１０年では９８．９％，１０年以上では１００％となっ

た。また，下顎では，fixture の期間内除去率

は，１年未満では０．８％，１～３年では０．４％，３

～５年では０．７％となり，その他の期間での除去

は行われなかった。したがって，上部構造装着後

の fixture の期間内残存率は，１年未満では

９９．２％，１～３年 で は９９．６％，３～５年 で は

９９．３％，それ以後では１００％となった。

２）fixture の機能残存率

表２に fixture の期間内残存率から算出した

fixture の機能残存率の結果を示す。

まず，上顎無歯顎症例における fixture の機能

残存率は，１年未満では９１．２％，１～３年では

９０．６％，３～５年では８６．０％，５～７年では８６．０

％，７～１０年では８４．３％，１０年以上では８４．３％で

あった。つぎに，上顎部分的欠如顎症例において

は，１年未満では９０．３％，１～３年では９０．３％，３

～５年では８９．０％，５～７年では８９．０％，７～１０

年では８９．０％，１０年以上では８９．０％であった。な

お，上顎症例としては，１年未満では９０．７％，１

～３年では９０．４％，３～５年では８７．８％，５～７

年では８７．８％，７～１０年では８６．８％，１０年以上で

は８６．８％であった。

さらに，下顎無歯顎症例においては，１年未満

では９９．３％，１～３年では９８．９％，３～５年では

９８．１％，５～７年では９８．１％，７～１０年では９８．１

％，１０年以上では９８．１％であった。また，下顎部

分的欠如顎症例においては，１年未満では９９．１

％，１～３年では９８．７％，３～５年では９８．２％，５

～７年では９８．２％，７～１０年では９８．２％，１０年以

上では９８．２％であった。なお，下顎症例としては，

１年未満では９９．２％，１～３年では９８．８％，３～

５年では９８．１％，５年以降では９８．１％あった。

２．fixture 除去の症例の頻度および平均除去数

１）fixture 除去症例と平均除去数

表３に示すように，上部構造装着後に fixture

の除去が行われたのは，４０例６２本であり，その内

訳は，上顎無歯顎で１１例２１本（平均１．８本），上顎

部分的欠如顎で１３例２２本（平均１．８本），下顎無歯

顎で８例１０本（平均１．８本），下顎部分的欠如顎で

８例９本（平均１．１本）となり，上顎では２４例４３本

（平均１．８本），下顎では１６例１９本（平均１．２本）で

あった。

ここで，本調査では，上顎の症例数が９６例，下

顎の症例数が２７１例であるので，上顎における fix-

ture 除去の症例の頻度は２６％（２４／９６＝０．２５）の

高率を示すが，下顎では，fixture 除去の症例の

頻度は６％（１６／２７１＝０．０６）となった。

２）除去症例の発現頻度

除去症例の発現頻度は表４に示すように，全体

表２ fixture の機能残存率

１年未満 １～３年 ３～５年 ５～７年 ７～１０年 １０年以上

上顎無歯顎 ９１．２％ ９０．６％ ８６．０％ ８６．０％ ８４．３％ ８４．３％
上顎部分欠如顎 ９０．３％ ９０．３％ ８９．０％ ８９．０％ ８９．０％ ８９．０％
上顎症例合計 ９０．７％ ９０．４％ ８７．８％ ８７．８％ ８６．８％ ８６．８％

下顎無歯顎 ９９．３％ ９８．９％ ９８．１％ ９８．１％ ９８．１％ ９８．１％
下顎部分欠如顎 ９９．１％ ９８．７％ ９８．２％ ９８．２％ ９８．２％ ９８．２％
下顎症例合計 ９９．２％ ９８．８％ ９８．１％ ９８．１％ ９８．１％ ９８．１％

歯科学報 Vol．１０２，No．１０（２００２） ７８１
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では，１年未満では３６５例中２７例（７．４％），１～３

年では３６５例中５例（１．４％），３～５年では２９２例

中７例（２．４％）で，７～１０年では１７０例中１例（０．６

％）であり，その他の期間では認められなかった。

それらを適用別にみると，まず，上顎無歯顎症

例においては，fixture 除去の症例の頻度は，１

年未満では２８％，１～３年では４．０％，３～５年

では１１．１％，５～７年では０％，７～１０年では５．９

％，１０年以上では０％であった。つぎに，上顎部

分的欠如顎症例においては，１年未満では１７．４

％，１～３年では０％，３～５年では２．０％，５

～７年以降は０％であった。なお，上顎症例とし

ては，１年未満では２０．２％，１～３年では１．１％，

３～５年では４．５％，５～７年では０％，７年以

降は３．３％であった。

さらに，下顎無歯顎症例においては，１年未満

では４．１％，１～３年では２．０％，３～５年では１．４

％，以後は０％であった。また，下顎部分的欠如

顎症例においては，１年未満では２．３％，１～３

年では１．２％，３～５年では１．４％，以後は０％で

あった。なお，下顎症例としては，１年未満では

３．０％，１～３年では１．５％，３～５年では１．７％，

５年以降は０％であった。

３）fixture 除去症例あたりの fixture の平均除去

本数

fixture 除去症例あたりの fixture の平均除去本

数については，表５に示す通りである。fixture

除去症例あたりの fixture の平均除去本数は，全

表３ fixture の除去症例における平均除去数

上顎無歯顎 ２１／１１ 上顎部分欠如顎 ２２／１３ 上顎症例合計 ４３／２４
下顎無歯顎 １０／８ 下顎部分欠如顎 ９／８ 下顎症例合計 １９／１６

（除去 fixture 本数／残存症例数）

表４ fixture の除去症例の発現頻度

１年未満 １～３年 ３～５年 ５～７年 ７～１０年 １０年以上

上顎無歯顎 ７／２７ １／２７ ２／１８ ０／１８ １／１７ ０／１７
上顎部分欠如顎 １２／６９ ０／６９ １／４９ ０／４９ ０／１３ ０／１３
上顎症例合計 １９／９６ １／９６ ３／６７ ０／６７ １／３０ １／３０

下顎無歯顎 ４／９８ ２／９８ ２／８７ ０／８７ ０／８７ ０／８７
下顎部分欠如顎 ４／１７３ ２／１７３ ２／１３８ ０／１３８ ０／５３ ０／５３
下顎症例合計 ８／２７１ ４／２７１ ４／２２５ ０／２２５ ０／１４０ ０／１４０

（除去症例数／適用症例数）

表５ fixture の除去症例における平均除去数数

１年未満 １～３年 ３～５年 ５～７年 ７～１０年 １０年以上

上顎無歯顎 １４／７ １／１ ５／２ ０／０ １／１ ０／０
上顎部分欠如顎 ２０／１２ ０／０ ２／１ ０／０ ０／０ ０／０
上顎症例合計 ３４／１９ １／１ ７／３ ０／０ １／１ ０／０

下顎無歯顎 ４／４ ２／２ ４／２ ０／０ ０／０ ０／０
下顎部分欠如顎 ５／４ ２／２ ２／２ ０／０ ０／０ ０／０
下顎症例合計 ９／８ ４／４ ６／４ ０／０ ０／０ ０／０

（除去 fixture 本数／除去症例数）
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体では，１年未満では１．７４本（４３／２７），１～３年

では１本（５／５），３～５年では１．９本（１３／７）で，

７～１０年では１本（１／１）で，その他の期間では

fixture の除去は行われなかった。

それらを適用別にみるならば，まず，上顎無歯

顎症例においては，fixture の平均除去本数

は，１年未満では２．０本，１～３年では１．０本，３

～５年では１．９本，５～７年では０本，７～１０年

では１本，１０年以上では０本であった。つぎに，

上顎部分的欠如顎症例においては，１年未満では

１．７本，１～３年では０本，３～５年では２本，

５～７年以降は０本であった。さらに，下顎無歯

顎症例においては，１年未満では１．０本，１～３

年では１．０本，３～５年では２．０本，以後は０本で

あった。また，下顎部分的欠如顎症例において

は，１年未満では１．３本，１～３年では１．０本，３

～５年では１．０本，以後は０％であった。

以上から，fixture 除去症例あたりの fixture の

平均除去本数は，上顎では，１年未満で１．８本，１

～３年で１．０本，３～５年では２．３本，５～７年で

は０本，７～１０年では１．０本，１０年以上では０本

を示したのに対して，下顎では，１年未満で１．１

本，１～３年で１．０本，３～５年で１．５本を示し，

以後の fixture の除去は行われなかった。

３．fixture の反復除去症例の頻度

調査対象の中で，上部構造装着後における fix-

ture の除去が反復された症例が２例存在した。

fixture の反復除去が行われたのは，いずれも上

顎部分欠如症例であり，１例は上部構造装着後１

年以内に２本の除去，さらに３～５年後に１本の

除去が行われた。他の１例では，上部構造装着後

１～３年で５本の除去，さらに１～３年後に２本

の除去が行われた。

なお，他の症例では fixture の除去あるいは fix-

ture の追加埋入は行われたが fixture の反復除去

は行われなかった。したがって，上顎部分欠如症

例では，fixture の除去についての症例の頻度は

１７．４％（１２／６９）であったが，再除去の頻度は

３．０％（２／６９）となり，さらに，上顎症例としての

頻度は，２０．２％（１９／９６）であるが，再除去の頻度

は２．１％（２／９６）となった。

考 察

１．fixture の除去について．

今回の調査では fixture の除去数は，上顎にお

いて３６５本中４３本（除去率１１．８％），下顎において

１，０７９本中１９本（除去率１．８％）であったが，前回（第

２報）の報告では，上顎において２３９本中２３本（除

去率９．６％），下顎において７８３本中２４本（除去率

３．１％）であり，前回に比較して，上顎では除去率

が増大したが，下顎では除去率が減少している。

まず，fixture の除去率については，結果にお

いて述べたように，上顎では，１年未満の９．３％

に比べ，１～３年の０．３％，３～５年の２．９％，７

～１０年の１．１％は明らかに小さい。したがって，

上部構造装着後に fixture の除去が生じる頻度

は，１年未満にその大半が集中している。これに

対して，下顎では，１年未満で０．８％，１～３年

で０．４％，３～５年０．７％であり，上部構造装着後

に fixture の除去が生じる頻度に特徴を示す期間

は認められない。

今回の調査からは，上顎では，fixture の期間

内除去率は，１年未満で９．３％，１～３年で０．３％，

３～５年で２．９％，５～７年で０％，７～１０年で

は１．１％，１０年以上で０％であったが，前回（第２

報）では１年未満で７．１％，１～３年で０％，３～

５年で５．９％，５～７年で０％，７年以上で９．１％

であったので，１年未満の除去率が２％増大した

が，それ以後の除去率は減少傾向を示しているこ

とが認められた。

一方，下顎では，fixture の期間内除去率は，１

年未満で０．８％，１～３年で０．４％，３～５年で０．７

％となり，その他の期間での除去は行われなかっ

たので，前回（第２報）の１年未満で２．７％，１～

３年で０．２％，３～５年で０．５％，以後は０％で

あったのに比較して，１年未満の除去率が１．９％

減少したが，それ以後の除去率はほとんど変わっ

ていないことが認められた。

つぎに，先に述べたように，fixture の機能残

存率は，上顎では，１年未満で９１％，１～３年で

歯科学報 Vol．１０２，No．１０（２００２） ７８３

― 27 ―



９０％，３～７年では８８％，７年以上では８７％と，

経過に従って漸減を示したが，前回（第２報）の１

年未満で９３％，１～３年で９３％，３～５年で９２％，

５～７年で９２％，７年以上で８４％であったので，１

年未満で２％減，１～３年で３％減，５～７年で

４％減と機能残存率が若干低下している。これに

対して，下顎では，３年以内で９９％，３年以上で

９８％が持続されたが，前回（第２報）は全ての期間

において９７％を示したので，機能残存率が若干向

上している。したがって，今回の調査では上顎の

機能残存率は，同じ期間の下顎に比較して８％～

１２％低い値を示すことになる。

２．fixture 除去の症例の頻度および平均除去数

まず，上部構造装着後に fixture の除去が生じ

る症例の頻度は，結果において述べたように，上

顎では，９６症例中２３症例すなわち２４．５％である

が，１年未満で２０．２％，１～３年で１．１％，３～５

年では４．５％，５～７年では０％，７～１０年では

３．３％，１０年以上では０％を示した。これに対し

て，下顎では，２７１症例中１６症例すなわち５．９％で

あったが，１年未満で３．０％，１～３年で１．５％，

３～５年で１．８％を示し，以後の fixture の除去

は行われなかった。したがって，上顎では１年未

満に２０％の頻度で，３～５年に５％の頻度で fix-

ture 除去が起こるが，下顎では，上部構造装着

５年未満に症例の２～３％の頻度で fixture 除去

が起こるに過ぎないことが認められた。また，症

例あたりの fixture の平均除去本数についても，

上顎の１．８本は下顎の１．２本に対して１．５倍となる

ことが判明した。

３．骨結合インプラントの長期経過について

osseointegrated implant においては，下顎適用

例では除去の頻度は極めて低く，いずれも良好な

経過を示すが，上顎適用例では fixture の除去の

頻度が下顎に比較して大きいこと，特に，上部構

造装着後１年未満に多発することを前回（第２報）

報告している。今回の調査においても全く同じ結

果が得られた。

この上顎と下顎の除去頻度の差が，支持骨の構

造上の（形態的な）差に基づく支持能力の差による

と考えるならば，骨結合による機能圧の支持の成

否は，機能圧の負荷が開始してから１年以内に決

定し，それを超えると機能圧の支持は長期間持続

する可能性が高いと思われる。

そこで，術後経過の長短によって術後経過に差

異が生ずるか否かついて検討を進めるために，調

査対象を７年以上経過症例と７年未満経過症例と

に二分し，それぞれに fixture 除去率および fix-

ture 除去症例の頻度を算出した結果を表６に示

す。この表に見られるように，上顎無歯顎症例に

おいては，７年以上経過症例に比較して７年未満

経過症例では，fixture 除去率が２０％少なく，fix-

ture 除去症例の頻度が２６％大きい。さらに，上

顎部分的欠如症例においては逆に fixture 除去率

が１０％少なく，fixture 除去症例の頻度が１７％大

きい。したがって，上顎としてみるならば，fixture

表６ 観察期間の差異による fixture 除去率および fixture 除去症例の頻度の差異

fixture 除去率 fixture 除去症例の頻度

７年以上経過例 ７年未満経過例 ７年以上経過例 ７年未満経過例

上顎無歯顎 ２４．６％（１６／６５） ４．７％（５／１０７） ６０．０％（６／１０） ３３．３％（５／１５）
上顎部分欠如顎 ２．２％（１／４５） １１．５％（２１／１８２） ７．６％（１／１３） ２３．２％（１３／５６）
上顎症例合計 １５．５％（１７／１１０） ９．０％（２６／２８９） ３０．４％（７／２３） ２５．４％（１８／７１）

下顎無歯顎 ０．２％（６／３７７） ２．３％（４／１７３） ９．１％（６／６６） ６．３％（２／３２）
下顎部分欠如顎 ０．６％（１／１７５） ２．２％（８／３６３） １．９％（１／５３） ５．８％（７／１２０）
下顎症例合計 １．３％（７／５５２） ２．２％（１２／５３６） ５．９％（７／１１９） ５．９％（９／１５２）

（除去 fixture 本数／残存 fixture 本数） （除去症例数／適用数）
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除去率の６％増大および fixture 除去症例の５％

減少と経過期間が異なっても著しい差異は認めら

れない。

一方，下顎無歯顎症例においては，７年以上経

過症例に比較して７年未満経過症例では，fixture

除去率が２％大きく，fixture 除去症例の頻度が

３％小さいが，下顎部分的欠如症例においては，

fixture 除去率が１％大きく，fixture 除去症例の

頻度は変化していない。したがって，下顎として

みるならば，fixture 除去率が１％増大したに過

ぎない。したがって，症例の経過期間が異なって

も，fixture 除去率および fixture 除去症例の頻度

にはほとんど差異が生じないと判断される。

なお，観察期間７年以上と７年未満とを比較に

おいて，上顎無歯顎症例と上顎部分的欠如症例と

で fixture 除去率および fixture 除去症例の頻度

が逆転したことについては，前回の調査において

上顎無歯顎の fixture 除去率が高いことが判明し

たために，上顎無歯顎における症例あたりの fix-

ture 埋入本数の増加が行われたためと思われ

る。

結 論

Osseointegrated implant の survival rare に関

する報告はあるが，実際に咬合・咀嚼力を指示し

ている状態におけるもの，すなわち機能残存率

（functioning survival rate）に関する報告は少な

い。そこで，fixture の機能残存率および症例当

たりの除去頻度について検討を行った。調査対象
�は，東京歯科大学千葉病院においてBranemark

implant を適用された患者３６７例をであり，それ

らの症例に埋入された fixture は１４８７本である。

上部構造装着後の期間を，１年未満，１～３年，

３～５年，５～７年，７～１０年および１０年以上に

分け，それぞれの期間に行われた fixture の除去

本数を求め，それぞれ除去率を算出した。調査結

果は以下の通りである。

１．上部構造装着後の fixture の除去率は上顎で

は約１３％，下顎では約２％と上下顎の除去率に

約６倍の差が認められた。

２．症例あたりの除去 fixture の頻度は，上顎で

は約２３％，下顎では約６％と上下顎の除去の頻

度に約４倍の差が認められた。

３．除去症例の平均除去本数は，上顎が１．８本，

下顎が１．２本と上下顎の除去本数に１．５倍の差が

認められた。

４．上顎における fixture の除去は，その約８０％

が装着後１年未満に集中するが，下顎における

fixture の除去には，経過期間の特徴が現れな

かった。
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― Long Term Observation of Functioning Survival Rate of Fixtures ―
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Key words : Survival rate, Osseointegrated implant and Retrospective survey.

�Objective in this report was 36７ cases of Branemark implant bridges including１，４８７ fixtures in

patients at Tokyo Dental College Hospital. The term was divided into several phases ; less than 1

year, from 1 year to 3 years, from 3 years to 5 years, from 5 years to 7 years, from 7 years to 10 years,

more than 10 years, and then survival rate and removal rate of fixtures were calculated in each phase.

The removal rate of fixtures after connecting the superstructure was１３％ in maxillary cases and ２％

in mandibular cases. The removal rate of fixtures per patient was２３％ in maxillary cases and ６％ in

mandibular cases. The average number of fixtures removed was 1.8 in maxillary implants and 1.2 in

mandibular implants. The removal of fixtures frequently occurred in less than 1 year in maxillary

cases, but there was no tendency to removal of fixtures in mandibular cases.

（The Shikwa Gakuho，１０２：７７９～７８６，２００２）
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