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緒

ト治療では，上顎洞の存在によりインプラント体の埋入

言

に制限があり，更に下顎に比べてインプラント治療の成

無歯顎の症例で臼歯部に十分な骨がない場合，従来の

功率が低いとされている．しかしながら，上顎のインプ

方法であると骨増生手術が必要になる場合がある．無歯

ラント周囲骨に対する応力の解析は未だ十分に行われて

顎の症例において臼歯部にインプラント体を埋入する十

いない．また，上顎埋入インプラント体の有限要素解析

分な骨量がない場合においても，インプラント体を傾斜

において，頭蓋骨全体の有限要素モデルを用いた研究は

させて埋入することにより前歯部にある骨を用いること

行われていない．そこで本研究では，上顎埋入インプラ

が可能なAll−on−

ントの上部構造にカンチレバーを付与する条件におい

コンセプトが近年多く行われてい

る．本手法の利点として，（

）片顎に対して

本のイ

て，傾斜埋入法は垂直埋入法と比較して有効な治療法か

ンプラント体しか用いないため患者に対して侵襲が少な

否かをヒト頭蓋骨全体のCTデータを使用した

い，（

限要素解析にて明らかにすることを目的とした．

）インプラント体の干渉および補綴時の干渉が

回避でき，操作性に自由度が増すため，審美的および機
能的な上部構造が製作できる，（

次元有

材料と方法

）インプラント体の
頭蓋骨モデルは

埋入本数が少ないため，患者側に経済的な余裕ができ

〜

H.Uを持つ無歯顎のヒト乾燥

から

歯分のカンチレ

頭蓋骨骨体標本を使用した．水中に浸漬し脱気された頭

バーを延長でき，骨質が悪くても最低

歯分は延長可能

蓋骨を水中に浸漬したまま， ． mmスライスの条件下

である等が挙げられる．しかし，一般的にカンチレバー

で撮像しCTデータを得た．インプラント体は，直径 ．

の存在は，歯やインプラント体および周囲骨に対して過

mm，長さ ．mm，

酷な条件であると考えられている．カンチレバーを有し

ト体を使用した．マイクロCTを用い，スライス幅 ．

たインプラント補綴における 年生存率は ％と低いと

mmの条件下で撮像して連続画像を得た．

る，（

）骨質が良好であれば

．mmおよび

．mmのインプラン

いう報告もあることから，今後，インプラント体の破折

頭蓋骨のCTデータは，本研究においてモデルの構築

や骨吸収によるインプラント体の脱落報告などが増加す

および解析に用いた有限要素解析ソフトウェア（Me-

る可能性も考えられる．また，上顎におけるインプラン

chanical Finder Version ．，計算力学研究センター）に
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年
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取り込み，モデルに導入した．インプラント体のボリ

とした．垂直

ュームは，有限要素解析ソフトウェアに導入されている

本ずつ計

画像構築ツールを用いて，ピクセルサイズと画像間距離

体を垂直に埋入したモデルを構築した．カンチレバーの

を指定することにより作成した．インプラント体と上部

長さは垂直

本埋入モデルの各インプラント体間に

本設置し，全体として計

本のインプラント

本埋入モデルと同様に， mmであった．

mmの

要素分割は，有限要素解析ソフトウェアに導入されて

円錐台形態にモデル化した．垂直埋入用アバットメント

いる要素分割ソフトウェア（ANSYS ICEM CFD Version

mmの円柱形状にモデル化した．上部構造は顎

．，ANSYS）で行った．頭蓋骨モデルのメッシュサ

構造を連結するアバットメントは，CADで直径
も直径

堤弓に沿って湾曲したプレートとして，CADで高さ

イズは最小 ． mm，最大 ． mmに設定した．インプラ

mm，幅

ント体，アバットメントおよび上部構造に対しては，メ

mmとしたモデルを構築した．

傾斜埋入モデルは，インプラント術前シミュレーショ
ンソフト（SimplantPro

． ，
マテリアライズ デンタル

ッシュサイズを ． mmとした．要素数が膨大になるの
を防ぐために，頭蓋骨メッシュサイズ倍率は

倍に設定

ジャパン）で設計した埋入計画に従って有限要素解析ソ

し，各モデルの要素分割を行った．要素の形状は四面体

フトウェアを用いて，CTデータを基にした頭蓋骨モデ

とし，平均要素数は約

万であった．

ル，マイクロCTデータから構築した各インプラント体

材料種別分類は，有限要素モデルの構築の時に頭蓋骨

モデル，アバットメントモデルおよび上部構造モデルを

と各パーツが重なり合っている領域の種別を決定するた

構築することで有限要素モデル化した．遠心インプラン

めに行った．骨に埋まったインプラント体，アバットメ

ト体

本を上顎洞を避けてインプラント体頚部を遠心に

ントおよび上部構造は，材料特性を別に設定するため他

度傾斜させ設置した．頬舌的角度は，顎堤弓に法線に

材料に設定した．それ以外は，骨材料とした．また，骨

垂直な角度とした．埋入深度は，インプラント体頚部近

とインプラント体はオッセオインテグレーションが達成

心が完全埋入する位置に構築した．前歯部インプラント

されている状態を想定し，節点共有として完全結合状態

体は，垂直に

とした．

本のインプラント体を頚部まで埋入する

ように構築した．インプラント体を設置した後，傾斜埋

メッシュ解析条件によって要素分割され，材料種別分

入用および垂直埋入用アバットメントをそれぞれのイン

類された頭蓋骨有限要素モデルに対して材料特性を与え

プラント体上部に ． mm重ね合わせるように構築し

た．骨領域に対する材料特性は解析ソフトウェアの規定

た．その上に上部構造を上顎骨歯槽突起に接触しないよ

に従いCT値から骨密度に変換し，Keyak et al．の公式に

mmであった．

基づいて要素ごとにヤング率を決定した．また，ポアソ

次元有限要素法によるインプラント体傾斜埋入

ン比は ．とした．インプラント体，アバットメントお

mmのインプラント体

よび上部構造においては，純チタンの物性データを用い

うに設置した．カンチレバーの長さは
また，

モデルの応力解析では，最初に

を用いてモデルを構築し，インプラント体のみを短いイ

た（ヤング率

GPa，ポアソン比 ． ）
．

ンプラント体に置換して行き， mmのインプラント体長

拘束条件は，頭頂部を完全拘束したモデル，後頭窩を

径までモデルを構築した．以下に示す対照モデルにおけ

完全拘束したモデルおよび実際の咬合咀嚼状態をできる

る各インプラント体長径モデルも同様の手法により構築

限り再現性するために閉口筋である咬筋，側頭筋および

を行った．

内側翼突筋を想定して，各筋付着部位に拘束点を付与し

本埋入モデルは，傾斜埋入モデルの比較対象と

完全拘束したモデルをそれぞれ作成し解析を行った．ま

して構築した．傾斜埋入モデルの左右遠心インプラント

た，上部構造左側カンチレバー最遠心部に，咬合平面に

体先端部を軸中心として，咬合面に対し垂直に埋入した

対し垂直に

垂直

Nになるように荷重条件を設定した．

本の垂直埋入インプラント体

応力分布について，指定数値以上あるいは以下の要素

は，傾斜埋入モデルと同じ座標を使用し，埋入深度はイ

だけを抽出し，その表面コンター図を作成した．インプ

ンプラント体頚部とした．傾斜埋入モデルで設定した上

ラント体周囲骨の応力の局在を示すコンター図は，イン

部構造と前歯部インプラント体およびアバットメントは

プラント体の長軸方向の中心軸を含み，かつ歯列弓に対

mmで

してインプラント体の中心での接線方向の面で切断面を

モデルを構築した．前方

同じ座標を維持した．カンチレバーの長さは，

作成し，ボリュームデータを分断した．そして体積の大

あった．
本埋入モデルの左右遠心インプラント体，前歯

きい分断片について，切断面に対して外方から内方へ向

部インプラント体，アバットメントおよび上部構造は，

かう垂直方向に観察したときの断面表面に分布する平均

傾斜埋入モデルと垂直

相当応力のコンター図を作成した．

垂直

本埋入モデルの座標と同じ位置

（ ）
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インプラント体の頚部周囲骨に発生する応力を評価す
るため，インプラント体頚部周囲骨を覆う半径

能性があることが分かった．

mmの

傾斜埋入モデルと垂直

本埋入モデルのインプラント

球状領域をインプラント体軸点と歯槽骨との交点を球中

体頚部周囲骨での応力を比較した結果，いずれのモデル

心として定義し，このデータ採取領域内の応力を算出し

においても垂直

た．この値を用いて，インプラント体頚部周囲骨に生じ

応力の低減を認めた．この結果は，カンチレバーの長さ

る応力の増減傾向を比較した．なお，この領域は引張応

によるものと考えられる．カンチレバーの長さが長くな

力と圧縮応力が混在するため，圧縮・引張を区別しない

ると，インプラント体の軸から荷重が加わる力点が離れ

絶対値である相当応力を計算した．

るため大きなモーメント応力を生むことになる．このこ

本埋入モデルに比べ傾斜埋入モデルで

データ採取領域はモデルごとに位置座標で記録されて

とから，できる限りカンチレバーを短く設定することが

いるため，各モデル間における採取データは同座標で採

望まれる．傾斜埋入は，垂直埋入と比較してカンチレ

取した．

バーを短く設定できることから，応力を低減できること

結

が考えられる．

果

上顎骨に対するインプラント治療において，傾斜埋入

いずれの条件下においても，傾斜埋入モデルは垂直モ

は垂直埋入と比較してカンチレバーを短く設定できるこ

デルと比較して，インプラント体頚部周囲骨に発生した

とと，長いインプラント体を埋入できるという利点によ

応力の値は低かった．咬合平面に対し垂直にインプラン

り，応力を低減できる可能性が示唆された．

ト体を

本埋入したモデルと

本埋入したモデルを比較

結

した結果，インプラント体の埋入本数の増加は，インプ

．カンチレバー遠心部に荷重を負荷した場合では，イ

ラント体頚部周囲骨に発生する応力には寄与しないこと
が分かった．
べ平均

mmのモデルでは，

mmのモデルと比

ンプラント体の本数を増加することにより，荷重負荷

mmのモ

部位に近接したインプラント体頚部周囲骨に発生する

％程度の応力の上昇が認められた．

デルでは，垂直

論

応力は増大した．

本埋入モデルにおいて，荷重部位に近
mmのモデ

．上顎骨に対するインプラント治療において，上部構

ルと比較して ％近くの応力の増大を認めた．また，ど

造にカンチレバーを付与する場合，カンチレバーを短

のモデルにおいても荷重部位の反対側の周囲骨に発生す

くすることができ，かつ長いインプラント体を埋入で

る応力は小さかった．拘束条件による応力の計算値に優

きる傾斜埋入が有効である．

接しているインプラント体周囲骨部応力は

位な差はみられなかった．

考

結論として，上顎無歯顎に対するインプラント治療に

察

おいて，カンチレバーを付与する設計の際，長径

mm

信頼性の高い解析結果を得るためには，実際に近い解

以上の長いインプラント体を用いて臼歯部インプラント

析モデルを構築しなければならない．本拘束条件に基づ

体を傾斜埋入する方法は，垂直埋入と比較して周囲骨に

いて得られた解析結果は，臨床的に個体差の多い顎骨の

発生する応力の低減に有効である．

うちの一つを対象としたシミュレーションモデルではあ
るが，従来から報告されてきた結果よりも精度や信頼性
が高いものであると考えられた．
咬合平面に対し垂直にインプラント体を埋入した垂直
本埋入モデルと垂直

本埋入モデルを比較した結果，

インプラント体の本数を増やしたにも関わらずインプラ
ント体頚部の周囲骨に発生した応力は低下しなかった．
原因として，インプラント本数を増やすことにより上部
構造の歪みが少なくなり，インプラント周囲骨に応力が
集中したことが考えられる．この結果から，上顎のイン
プラント治療において，カンチレバー遠心部に荷重を負
荷した場合，インプラント体の本数を増加することによ
りインプラント体頚部周囲骨における応力は増大する可
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