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今日，インプラント体を支台とするオーバーデンチャー （以下，IOD） 治療に大きな関心が寄せられている．下顎 IOD で
は治療のコンセンサスが示されている一方，下顎と比較し上顎 IOD 治療のエビデンスは不足し，特に上部構造である義歯
に焦点が当てられた検討はきわめて少ない．本稿では，良好な機能回復が得られた 2 本埋入による自験例 15 例の上顎 IOD
症例について後ろ向き検討を行ったので報告する．対象は，上顎に 2 本のインプラント体を支台とする IOD 治療を行った
患者のうち，術後 5 年以上経過する 15 名とした．検討項目は 1）性別および年齢，2）インプラント体の埋入部位および埋
入本数，3）インプラント体の種類およびサイズ，4）アタッチメントの種類，5）旧義歯使用の有無，6）IOD の形態 , 使用
人工歯および人工歯の咬合状態，7）上部構造の義歯床粘膜面の適合状態，8）患者満足度とした．その結果 15 例すべてが
無口蓋義歯ではなく，全部床義歯を新製していた．インプラント体とアタッチメントは上部構造の沈下や脱離に対し抑制的
に作用することが明らかとなり，上部構造に口蓋を被覆した全部床義歯を選択することで義歯床による応力負担が期待でき，
支台とするインプラント体への応力が軽減できると思われた．これらの結果から，上顎無歯顎患者への 2 本の IOD 治療で
あっても良好な機能回復が得られる可能性が示唆されたが，上部構造である全部床義歯の良否が治療の予後を大きく左右す
ると考えられた．
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上顎無歯顎患者に対する 2 本のインプラントによる
オーバーデンチャー治療の検討

緒　　言

インプラントを支台とする義歯の治療であるインプラ
ントオーバーデンチャー（以下，IOD）治療は，固定性
上部構造によるインプラント治療と比較しインプラント
の埋入本数が少ないため埋入に伴う外科侵襲の低減が期
待でき，メインテナンスも容易であるなどの多くの特長
を有する．そのため超高齢社会を迎えた今日の日本にお
いて，無歯顎患者に対する補綴治療の選択肢の一つとし
て，さらなるニーズの増加が見込まれている1，2）．

下顎無歯顎患者への IOD 治療は，2002 年の McGill コ
ンセンサス3），2006 年の York コンセンサス4）において 

“2 本のインプラントによるオーバーデンチャーが，機
能回復，患者満足度，コスト，治療に要する時間の観点
から，大半の症例において最小限度の治療の標準として
のゴールドスタンダードである”と報告されており，一
定のコンセンサスが得られた標準的治療として今日，そ

の治療指針は広く認知されている．一方，上顎無歯顎患
者に対する IOD 治療については，通常 4～6 本のインプ
ラント支台による IOD 治療が標準的治療とされている
ものの，患者個々で解剖学的形態が大きく異なることに
加え，客観的なエビデンスに基づく検討，中でも上部構
造に関する検討がきわめて少ないことと相まって，いま
だ治療指針の統一には至っていない．

今回われわれは，上顎無歯顎患者に対し全部床義歯の
治療における義歯の機能向上を目的とする 2 本のインプ
ラント支台による IOD 治療を行い良好な経過が得られ
た自験例について後ろ向きに検討し，それらの臨床経過
および上部構造である義歯床の経年的な変化とを評価
し，IOD 治療におけるインプラントの有用性について考
察したため報告する．

対象と方法

2008 年 4 月から 2013 年 4 月までの間に，上顎に 2
本のインプラントを支台とする IOD 治療を行った患者
のうち，上部構造装着後 5 年以上が経過し，現在も継続
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してメインテナンスに来院する 15 名を対象とした．一
連の処置は，所定の診査診断を経て，患者に十分な説明
を行い，同意を得た上で，通法の術式に則り行った．ア
タッチメントはインプラント体の埋入後約 3 カ月の免荷
期間を経て，二次手術後に装着した．検討はこれら 15
名の性別および年齢（IOD 装着時年齢），インプラント
体の埋入部位および埋入本数，インプラント体の種類お
よびサイズ，アタッチメントの種類，旧義歯使用の有
無，IOD の形態と使用人工歯および人工歯の咬合状態，
上部構造の義歯床粘膜面の適合性，患者満足度をそれぞ
れ評価し，上顎 IOD 治療の成否に関わる因子について
行った．

上部構造の義歯床粘膜面の適合性については，IOD 装
着後のメインテナンス時に義歯の違和感の訴えがなく，
咀嚼状況に経年的な変化がなかった群（以下，咬合調整
なし群）と，メインテナンス時に「咀嚼時に義歯が動揺
する」「噛みにくくなった」等の訴えを受け，咬合調整
を改めて行い装着時と同じ両側性平衡咬合を付与した群

（以下，咬合調整あり群）との 2 群に区分し，IOD 装着
時および装着後 5 年経過時の床後縁部における適合試験
材の被膜厚さを，適合性の経年的な変化として計測，評
価した．計測には適合試験材（トクヤマフィットテス
ター，トクヤマデンタル，東京）および厚み測定器（ダ
イヤルシックネスゲージ G 型，尾崎製作所，東京）を
用いた．

上部構造を全部床義歯とした IOD 治療におけるイン
プラントの有用性を知ることを目的に，比較対照群とし
て装着後 5 年経過時も良好に機能する 10 例の全部床義
歯治療症例（全部床義歯単独治療群）を任意に抽出し，
同様の手法により全部床義歯装着時および 5 年経過時に
おける適合性の変化についても評価を行った．

患者満足度の評価ではアンケート調査票を用いた（表
1）．その内容は義歯の治療に対する評価に重きを置くよ
う配慮し，義歯の機能について患者からの意見に加え，
術者による評価も行った．満足・不満足は A～I の 9 項
目に区分し，7 項目以上（77％以上）で“満足”，6～4
項目で“どちらでもない”，3 項目以下で“不満足”と
判定した．満足である場合，特に良いと感じた項目につ
いての意見を聴取し，結果に示した．

統計学的検定はオープンソース統計解析ソフトウェア
“R” Ver.3.5.05）を用いた．まず F 検定で両群の母分散の
比を検定し，a＝0.05 で等分散と認められた場合はス
チューデントの t 検定，認められなかった場合はウェル
チの t 検定で検定を行った．また一元配置分散分析の結
果，有意差が認められた場合はテューキー・クレーマー
法で多重比較検定を行った．いずれも両側検定で p＜0.05
の場合を有意差ありと判定した．

本検討は日本口腔インプラント学会倫理審査委員会の
承認を得て実施した（倫理審査委員会番号 11000694，
承認番号 2018-3 号）．

咀嚼時期 現象
義歯の機能評価

［患者評価］ ［術者評価］

咀嚼初期

↓

咀嚼中期

↓

咀嚼末期

前歯部で食物の
大きさや硬さを
触知し噛み切る

□ A 前歯部と口唇で物を触知しやすい
口唇の誤咬がない □ 前歯部と口唇の関係が適切である

□ B 前歯部咀嚼時に義歯の脱落，転覆がない □ 後縁封鎖など辺縁封鎖性が良い

□ C 前歯部で食品を一定の大きさで噛み切ること
ができる

□ 顎堤前方部に支持域がある

□ 前歯部の被蓋が小さい（側方剪断力が発生
し難い）

臼歯部で臼摩，
食塊を形成し

繰り返し咀嚼する

□ D 臼歯部ですり潰せる □ 咬合が安定しており，顎堤後方部に支持域
がある

□ E 食塊形成時に義歯のガタつき，動揺がない □ 床縁による把持効果と両側性平衡咬合が得
られている

□ F 舌が動かしやすく，誤咬しない □ 舌が動きやすい広い舌房であり，人工歯の
被蓋関係も適切である

□ G 義歯周囲に不要な隙間がなく食渣が停滞しに
くい □ 機能優先の歯肉形態が付与されており，十

分な研磨ができている

嚥下・発音する
□ H 床後縁が気にならず，嚥下しやすい □ 適切な床後縁の長さと咬合高径が付与され

ている

□ I 嚥下時に舌の収まりがよく，発音もしやすい □ 嚥下と発音時の舌接触を考慮した口蓋床形
態である

満足度 □治療に満足している　　　□どちらでもない　　□治療に満足していない
自由記入欄

表 1　アンケート調査票



日口腔インプラント誌 第 32 巻　第 3 号80 ─ 244

結　　果

症例の概要と結果を表 2 および表 3 に示す．

1. 性別および年齢
埋入 5 年後，インプラントに起因する疼痛や不快感，

知覚の変化，感染など有害事象は認めず，口内法エック
ス線写真等の画像検査においても有意な所見を認めな
かった症例は 15 例であった．それらの内訳は男性 8 名

（範囲 62～81 歳，平均年齢 68.1 歳），女性 7 名（範囲
63～73 歳，平均年齢 67.3 歳）であった．

2. インプラント体の埋入部位および埋入本数
7 例が上顎両側第一小臼歯相当部に，6 例が上顎両側

犬歯相当部に，2 例が上顎両側側切歯相当部に各 1 本，
計 2 本のインプラント体を左右対称的に埋入していた．

3. インプラント体の種類およびサイズ
使用したインプラント体は，スプラインインプラン

ト®（Zimmer Dental Inc.，Carlsbad，USA）26 本および
ミューワン HA インプラント®（山八歯材工業，愛知）4
本であった．内訳は 3.75 mm×13.0 mm（幅径×長径，
以下同）のインプラント体；10 本，3.75 mm×11.5 mm
のインプラント体；8 本，3.75 mm×10.0 mm のインプ
ラ ン ト 体；8 本，3.80 mm×14.0 mm の イ ン プ ラ ン ト
体；2 本，3.80 mm×10.0 mm のインプラント体；2 本
であった．

4. アタッチメントの種類
13 例 26 本のインプラント体にはロケーターアタッチ

メント®（Zest Anchors Inc.， Escondido， USA）を（図 1），
また 2 例 4 本のインプラント体には既製ボールアタッ
チメント（山八歯材工業）を使用していた（図 2）．

5. 旧義歯使用の有無
15 例すべてが旧義歯を使用した IOD ではなく，新た

に義歯を製作した IOD であった．

患者概要 補綴概要

患者
性別
・

IOD 装着時年齢
インプラント埋入部位

インプラント体の種類 インプラント体のサイズ
［幅径×長径］ アタッチメント 旧義歯使用の有無

IOD 形態
・

使用人工歯埋入部位による区分 埋入部位

Pt1 女性
63 歳

顎堤前方部
（側切歯～犬歯近心側

相当部）

2 2 部

HA コーティング
インプラント

3.75 mm×13.0 mm

ロケーター
アタッチメント

なし
全部床義歯
硬質レジン

歯

Pt2 男性
62 歳 2 2 部 3.75 mm×11.5 mm

Pt3 男性
81 歳 3 3 部 3.75 mm×10.0 mm

Pt4 女性
66 歳 3 3 部 3.75 mm×13.0 mm

Pt5 女性
67 歳

第一小臼歯相当部
（犬歯～第一小臼歯部）

3 3 部 3.75 mm×10.0 mm

Pt6 女性
76 歳 4 4 部 3.75 mm×13.0 mm

Pt7 男性
69 歳 4 4 部 3.75 mm×10.0 mm

Pt8 男性
68 歳 4 4 部 3.75 mm×13.0 mm

Pt9 男性
65 歳 4 4 部 3.75 mm×13.0 mm

Pt10 女性
64 歳 4 4 部 3.75 mm×11.5 mm

Pt11 女性
71 歳 3 3 部 3.75 mm×10.0 mm

Pt12 女性
64 歳 3 3 部 3.75 mm×11.5 mm

Pt13 男性
63 歳 3 3 部 3.75 mm×11.5 mm

Pt14 男性
72 歳 4 4 部 3.8 mm×10.0 mm

ボール
アタッチメント

Pt15 男性
65 歳 4 4 部 3.8 mm×14.0 mm

表 2　患者および補綴装置の説明
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6. IOD の形態と使用人工歯および人工歯の咬合
状態

15 例すべてに口蓋を被覆した全部床義歯を装着し，
無口蓋義歯は使用しなかった．用いた人工歯はすべてが
硬質レジン歯ベラシア SA（松風，京都）であった．咬

合状態はすべてが装着時には両側性平衡咬合であった
が，5 年経過時には前歯部接触の強い，緊密な咬合へと
変化していた．

患者 IOD 装着後
経過期間

IOD 装着後の経過

床後縁部の適合試験材の被膜厚さ 経過中の
咬合調整の有無 患者満足度（特に良いと感じた項目 )

IOD 装着時 5 年経過時 増減

Pt1 5 年 1 カ月 0.25 mm 0.25 mm 変化なし

咬合調整なし

満足（A，C）

Pt2 5 年 1 カ月 0.20 mm 0.20 mm 変化なし 満足（A，B，E）

Pt3 6 年 4 カ月 0.20 mm 0.25 mm ＋0.05 mm 満足（B，C，E）

Pt4 5 年 6 カ月 0.25 mm 0.25 mm 変化なし 満足（B，E）

Pt5 7 年 11 カ月 0.20 mm 0.50 mm ＋0.30 mm 満足（A，B，E）

Pt6 5 年 7 カ月 0.25 mm 0.50 mm ＋0.25 mm 満足（A，B，C）

Pt7 7 年 1 カ月 0.20 mm 0.50 mm ＋0.30 mm 満足（A，B，C）

Pt8 6 年 10 カ月 0.10 mm 0.30 mm ＋0.20 mm 満足（B，E，F）

Pt9 5 年 11 カ月 0.20 mm 0.55 mm ＋0.35 mm 満足（A，C，E）

Pt10 5 年 11 カ月 0.20 mm 0.60 mm ＋0.40 mm 満足（B，C）

Pt11 6 年 11 カ月 0.25 mm 0.25 mm 変化なし

咬合調整あり

満足（A，B，C）

Pt12 5 年 1 カ月 0.25 mm 0.25 mm 変化なし 満足（C，E，F）

Pt13 5 年 2 カ月 0.20 mm 0.25 mm ＋0.05 mm 満足（A，B，E）

Pt14 5 年 3 カ月 0.20 mm 0.25 mm ＋0.05 mm 満足（B，C，F）

Pt15 5 年 1 カ月 0.15 mm 0.20 mm ＋0.05 mm 満足（A，C）

表 3　IOD 装着時および 5 年経過時の概要と患者満足度

図 1　症例 1．ロケーターアタッチメントを使用した上下顎 IOD 症
例．中図上段は適合試験結果を，中図下段は咬座印象後の印
象面を示す．
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7. 上部構造の義歯床粘膜面における適合性の評
価

IOD 治療群 15 例について，IOD 装着時の適合試験材

の床後縁部の被膜厚さは平均 0.21 mm であった．装着
後 5 年経過時の被膜厚さは平均 0.34 mm，そのうち咬
合調整なし群 10 例は平均 0.39 mm，咬合調整あり群 5
例は平均 0.24 mm であった．咬合調整なし群の埋入部
位別の内訳では顎堤前方部埋入群（4 例）は平均 0.24 
mm，第一小臼歯相当部埋入群（6 例）は平均 0.49 mm
であり，この 2 群間には有意差が認められた（図 3）．
一方，咬合調整あり群はすべての埋入部位が第一小臼歯
相当部であり，同部位における 6 例の咬合調整なし群と
の間には有意差が認められた（図 4）．

比較対照群とした全部床義歯単独治療群 10 例につい
て，装着時の適合試験材の床後縁部の被膜厚さは平均
0.20 mm であったのに対し，装着後 5 年経過時は平均
0.65 mm であった（表 4）．この全部床義歯単独治療群
は IOD 治療群（咬合調整なし群）と同様の経年的な変
化傾向を示し，5 年経過時の被膜厚さは装着時と比較
し，増加していた．全部床義歯単独治療群および，IOD
治療群（咬合調整なし群）の装着時の比較において有意
差は認めなかったが，装着時と 5 年経過時および 5 年
経過時の 2 群との比較では有意差が認められた（図 5）．

8. 5 年経過時の患者満足度評価
IOD 装着後 5 年経過時における調査票による評価で

は 15 例すべてが“（IOD 治療に対し）満足している”
と回答していた．

図 2　症例 2．ボールアタッチメントを使用した上顎 IOD 症例．中
図上段は適合試験結果を，中図下段は咬座印象後の印象面を
示す．

図 3　咬合調整なし群に
おける上部構造の
適合性の埋入部位
別 に よ る 比 較．
IOD 治療（咬合調
整なし群）におけ
る 装 着 後 5 年 経
過時の埋入部位別
による床後縁部の
被膜厚さの比較．
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図 4　第一小臼歯相当部
埋入群における上
部構造の適合性の
咬合調整の有無に
よる比較．IOD 治
療（第一小臼歯相
当部埋入群）にお
け る 装 着 後 5 年
経過時の咬合調整
の有無による床後
縁部の被膜厚さの
比較．
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考　　察

本稿は，施術後 5 年以上経過し，現在も良好な機能回
復が得られている上顎に 2 本のインプラントを支台とす
る IOD 治療 15 症例の後ろ向きの検討である．これらは
すべてトップダウントリートメントの概念6）に基づき，
全部床義歯の機能を向上させることを目的に策定した治
療計画を反映したものである．

本治療計画の策定にあたっては，患者の解剖学的形態
および外科手術侵襲とその許容度とを勘案する必要が
あった．それは治療を必要とした患者は総じて高齢であ
り，何らかの基礎疾患を有していることが多かったこと
に加え，患者の多くには顎堤吸収が認められたものの，

上顎洞底挙上術等の外科手術侵襲が高くなる処置を行っ
てまでのインプラント治療は望まなかったためである．
そのため固定性上部構造によるインプラント治療の選択
は困難と判断した．しかし「より噛めるようになりた
い」との要望に少しでも応えるべく，また可及的に早期
の咀嚼機能回復とを勘案し，無歯顎補綴治療の一つとし
て“補助的に”インプラントを用いる IOD 治療を選択
するに至った．

1. インプラント体およびアタッチメントに関し
て

15 例すべて，顎堤前方部から第一小臼歯相当部にか
けて左右対称的に，2 本の HA コーティングインプラン
トを用いた．これは骨伝導能によるバイオインテグレー
ションが得られ，迅速かつ強固な初期固定の獲得7～9）が
期待できるためである．サイズについては歯科用コーン
ビーム CT 等で観察した解剖学的形態を踏まえ，機能を
最大限に発揮しうると考えられる幅径および長径のイン
プラント体を選択した．埋入後 5 年以上が経過しても動
揺や脱落などは認められなかった．

アタッチメントは 13 例でロケーターアタッチメント
を，また 2 例では既製ボールアタッチメントを使用し
た．その選択にあたっては，義歯機能時における義歯の
動揺と顎堤粘膜の被圧変位性とを考慮した．ボールア
タッチメントはロケーターアタッチメントと比較し維持
力や把持力が弱く義歯は動揺しやすいとの報告10）を踏
まえ，その設置に必要とする義歯床内の高径に制限があ
る症例や，維持力の調整が必要となる症例ではロケー
ターアタッチメントとした．その際，リプレースメント
メールはインプラント体への維持力および把持力が過大
とならぬよう，やや弱めに設定した．フラビーガムの存
在により顎堤粘膜の被圧変位が大きくなることが予期さ
れる症例では義歯機能時の義歯の動揺に伴うインプラン
ト体に掛かる側方力の緩和を期待しボールアタッチメン
トを選択した．なお，磁性アタッチメントについては，
本治療の対象者が有病率の高い高齢者であるため画像検
査機器，中でも MRI 撮像時の影響（磁性体アーチファ
クトによる脳頭蓋や眼窩部の診断が困難になること，な

全部床義歯装着後の評価

平均経過期間 人工歯
床後縁部における適合試験材の平均被膜厚さ

装着時 5 年経過時 増減

５年２カ月 硬質レジン歯 0.20 mm 0.65 mm ＋0.45 mm

表 4　装着後 5 年経過時も良好に機能する全部床義歯による治療 10 例の概要と床後
縁部における適合試験材の平均被膜厚さ

図 5　全部床義歯単独治療群と IOD 治療
（咬合調整なし群）における装着時
および装着後 5 年経過時の床後縁
部の被膜厚さの比較．
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装着時 5年経過時
全部床義歯単独治療群

（n＝10）

0.8

0.4

0.2

0.0

0.6

適合試験材の被膜厚さ
(mm)

p＜0.05

p＜0.05
p＞0.05

p＜0.05 p＜0.05 p＜0.05



日口腔インプラント誌 第 32 巻　第 3 号84 ─ 248

ど）11）を懸念し，選択していない．
埋入部位の違いによる上部構造の適合性の変化を知る

ため，埋入 5 年後の床後縁部の適合試験材の被膜厚さを
計測，評価した．上顎全部床義歯装着者における床後縁
部の適合性低下は辺縁封鎖性の破綻を招き，義歯は脱離
する12）．この概念は IOD も同様であると考え顎堤粘膜
の被圧変位や骨吸収などの解剖学的変化が少ない口蓋後
方部13）に相当する床後縁部を計測部位とし，間隙量を
視覚的に表現しうる適合試験材の被膜厚さを適合性の経
年的な変化と同義と捉え計測を行った．

その結果，咬合調整なし群における第一小臼歯相当部
（犬歯～第一小臼歯部）への埋入と比較し，顎堤前方部
（側切歯～犬歯近心側相当部）への埋入では上部構造の
適合性の変化が少ないことが明らかとなった（図 3）．
これは IOD 前歯部咀嚼時の人工歯接触点（切縁）が前
方支台歯間線（フルクラムライン）14）に近く，またア
タッチメントによる支点も近いことから，顎堤前方部の
インプラント体およびアタッチメントは上部構造の沈下
や脱離に対し抑制的に作用したと考えられ，結果として
経年的な適合性低下の軽減に至ったと考えられた．

埋入本数に関しては，IOD やアタッチメントが担う応
力負担，可及的に広く多角的に配置15）すること，支台
歯間線を構成しうる要素とを勘案すると，左右対称的に
2 本のインプラント体の埋入が最小限と考えられた．

2. 上部構造に関して
応力負担域は力学的支持域と言い換えることができ，

補綴学的には支台歯間線に相当する線により囲む面積で
示される（図 6，7）．われわれは，この応力負担域を可
及的に広く確保 16）するために，すべての症例において
旧義歯を加工せず，新たに口蓋を被覆する，人工歯には
硬質レジン歯を選択した全部床義歯を製作した．これら
は支持・把持・維持の 3 つの要素17）を具備する通法の

設計原則に則り製作した．装着時の人工歯の咬合状態は
機能時の義歯床の安定を考慮し両側性平衡咬合を付与し
た12）．

インプラント体への過大な応力は脱落の危険性を高め
る．そこでわれわれは高橋らの報告18）と同様に，上部
構造を全部床義歯とすれば前方支持をインプラント体
に，また後方支持を義歯床に求めることが可能となると
考えた．口蓋を被覆する全部床義歯とすることによる口
蓋部における応力分散，特に口蓋後方部での広い支持と
床縁による適切な把持は義歯の動揺を抑制でき，顎堤前
方部のインプラント体への側方応力を軽減できる可能性
がある．

人工歯は耐磨耗性や技工操作性を考慮し，全部床義歯
の治療で使用頻度の高い人工歯19）である硬質レジン歯
を選択した．15 例すべてに装着後 5 年経過時の人工歯
咬合面には咬耗による変形が認められた．その咬合状態
は IOD 製作時に付与した両側性平衡咬合から前歯部接
触の強い，緊密な咬合へと変化していた．中でも上顎の
みの IOD 症例では咬耗の程度が顕著であった（図 8）．
全部床義歯における臼歯部人工歯の咬耗は，前歯部の強
い咬合接触を招き，床後縁の封鎖性は低下する12）（図
9）．これは IOD も同様と考えられ，咬耗に起因する義
歯床の適合性低下の抑制には人工歯の耐摩耗性も考慮す
べきと思われた．

装着後のメインテナンス時に「義歯が動いて噛みにく
くなった」との訴えがあった 5 例には，義歯床の動揺を
抑えることを目的に咬合調整を行ったが，本結果から全
部床義歯のみの治療と同様，IOD 装着後の経年的な適合
性低下の軽減には，術者が必要と判断し行った咬合調整
が奏功したと考えられた．IOD 装着後に咬合調整を要し
た症例はすべて第一小臼歯相当部への埋入症例であり，
同部位における咬合調整の有無による 2 群に有意差を認
めたことから，IOD 装着後も適切な咬合調整を行うこと

図 6　（左）顎堤上で埋入部位の検討
（右）模式図．埋入部位を犬歯部（域）とすると応力負担域を広く確保
することができる．
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切歯部

犬歯部
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犬歯部
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図 7　応力負担域から考える埋
入部位の検討

上部構造である全部床義歯装着
時には適合試験材による前方・
後方支持の確認が肝要となる．

支持

切歯部

大臼歯部

犬歯部
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で適合性は維持されると考えられた．これは IOD 治療
においても咬合調整を行うことで両側性平衡咬合を維持
することの重要性を示唆するものと考えられた．

本検討では大臼歯相当部への埋入症例はないため全顎
的な検討について論じることは困難であるが，本結果か
ら埋入部位と全部床義歯の適合性との関連性が示唆され

85 ─ 249

図 9　全部床義歯装着後 5 年経過時の変化
床後縁部に適合性の低下が認められた . 床後縁部の被膜厚さは装着
時約 0.10 mm であったが，装着後 5 年経過時は約 0.55 mm であ
った（矢尻）．

全部床義歯装着時 全部床義歯装着後5年経過時

図 8　上顎のみ IOD 症例の装着後 5 年経過時の変化
人工歯咬合面には咬耗による変形が認められ，その咬合状態は IOD
製作時に付与した両側性平衡咬合から前歯部接触の強い，緊密な咬
合へと変化していた（矢尻）．

IOD装着時 IOD装着後5年経過時
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た．この解明は今後の検討課題としている．

3. 全部床義歯による治療におけるインプラント
の有用性

全部床義歯による治療と異なり，インプラントを用い
る IOD 治療は顎堤に強固な支点を設定しうる．顎堤前
方部の埋入により，特に前歯部咀嚼時の顎堤粘膜への応
力負担の軽減が期待できる．

装着時と装着後 5 年経過時における IOD 治療群と全
部床義歯単独治療群との比較から，2 群の被膜厚さは装
着時では同程度，装着後 5 年経過時には増加していた
が，IOD 治療群ではその増加量が少ないことが明らかと
なった．この結果は，インプラントを用いることで上部
構造である義歯床の経年的な適合性の低下を軽減できる
可能性を示し，全部床義歯による治療へのインプラント
の有用性を示すものと考えられた（図 10）．

4. 患者満足度に関して
本検討における患者満足度は，これまでの患者満足度

評価に関する報告20，21）を参考とした調査票を作成し，
IOD 装着後 5 年経過時における評価を行った．その結
果「（IOD は）前歯部で咀嚼しやすい」「（旧義歯と異な
り，義歯を意識せずに）食物を噛み切れる」「咀嚼時に
外れない」などの感想が得られ，すべてが 5 年経過して
も“IOD 治療に満足している”と回答した．これらの結
果も全部床義歯による治療におけるインプラントの有用
性を示すものと考えられた．

5. 上顎 IOD 治療の治療指針
今日普及をみる IOD 治療であるが，一般に（下顎と

比較し）上顎 IOD 治療は難しいといわれる22～24）．それ
は加齢や歯の喪失により修飾される上顎骨の解剖学的形
態の変化の様相25，26）が，患者個々で大きく異なること
も一因と考える．文献的に渉猟する限り，上顎 IOD 治
療に関する報告は下顎のそれと比較し僅少であり，それ
ら数少ない報告は概してインプラント埋入手技やアタッ
チメントの選択に焦点が当てられ，上部構造である義歯
に関する検討はきわめて少ない27）．2016 年の日本口腔
インプラント学会の治療指針15）では，上部構造の設計
に関し，“4 本未満ではインプラントの失敗が多い”“前
後的に広く多角的に配置”“連結するほうが成績は良好”
との記載はあるものの，上部構造である義歯に関する言
及はない．多数歯のインプラントの使用が望ましいとさ
れる上顎 IOD 治療であるものの，多数歯であるならば
固定性上部構造の選択も視野に入れることができ，そも
そも少ない埋入本数で咀嚼機能の回復が期待できる IOD
治療の，最大ともいえる特長を損なう可能性がある．上
顎 IOD 治療における義歯に関する最新の知見として
2018 年の日本補綴歯科学会雑誌に掲載された論文があ
る．その中で“2 本のインプラントでは義歯の動揺を抑
えることができず，頻繁なリラインが必要となるため，
上顎においては 4 本のインプラントによる口蓋を覆わな
い馬蹄形のオーバーデンチャーが推奨される”と述べら
れている28）．しかし，この意見の根拠となりうる引用論
文は明記されておらず，これが広く認知されている考え

IOD装着時 IOD装着後5年経過時

図 10　5 年経過後も良好に機能する第一小臼歯相当部埋入 IOD 症例の適合性評価
（左） 4 4 部ロケーターアタッチメント IOD 症例装着時．床後縁部の被膜厚さは約
0.10 mm である．

（右）IOD 装着後 5 年経過時．前方接触が強く，後方になるほど適合性が低下して
いることが分かる．床後縁部の被膜はわずかに透け（矢尻），その厚さは約
0.30 mm であった（矢印）．
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か否かは不明と考える．このような現状，上顎 IOD 治
療の治療指針はある程度の方向付けはなされているもの
の，いまだ明確に示されるまでには至っていないと思わ
れる．

6. 本検討の限界
IOD 治療における上部構造に関する定量的な評価法は

存在していない．それ以前に日常の臨床の現場で簡便に
行いうる，定量性をもった全部床義歯の機能評価法が確
立されていない．われわれは上部構造である義歯に着目
し，床後縁部の被膜厚さを計測することで適合性を判断
したが，これは評価の一側面に過ぎない．また，本検討
は自験例の 2 本のインプラント体を用いた IOD 治療で
あり，1 本あるいは 3 本以上のインプラント体に関する
検討は行っていない．近年の各種デジタル機器を用いた
検査手法の目覚ましい発展を鑑みると，今後は IOD 治
療に関してもデジタルでの解析や議論が展開されてゆく
ものと期待する．

IOD 治療は“予知性が高く成功が約束される治療選択
肢である”とも報告され29），無歯顎患者への全部床義歯
による治療に新たな選択肢を提示することが可能となっ
た．咀嚼機能の回復にあたっては“噛めれば良い”だけ
でなく，“しっかり噛むことができ，飲み込める”こと
が重要であり，それは治療ゴールの 1 つである30）．従前
からの全部床義歯による治療のみで対応が可能であり，
患者がそれに満足していれば，敢えて IOD 治療は選択
すべきではない．しかしより満足を求める場合，IOD 治
療はその選択肢の一つとなり得ると考える．しかしなが
ら“IOD 治療においても従来の有床義歯補綴治療が基本
となることをくれぐれも留意すべきである”10）との意見
と同様，上部構造となる義歯の良否は IOD 治療の成否
を大きく左右する．インプラント埋入本数の低減はより
多くのニーズに呼応できると思われるが，そのためには
インプラント治療に加えて義歯による治療との 2 つの性
格の異なる治療の成功が必要になると考える．

結　　論

インプラント体とアタッチメントは上部構造の沈下や
脱離に対し抑制的に作用することが明らかとなった．上
部構造に口蓋を被覆する全部床義歯を選択することで義
歯床による応力負担が期待でき，支台とするインプラン
ト体への応力を軽減できる可能性がある．義歯床の経年
的な適合性の低下の軽減にはインプラントの使用や人工
歯の咬合調整は有用である．本検討から，上顎無歯顎患
者の IOD 治療において 2 本のインプラント埋入であっ

ても良好な機能回復が得られる可能性が示唆されたが，
そのためには上部構造である全部床義歯の良否が治療の
予後を大きく左右すると考えられた．
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In recent years, as one of the measures for increasing the effectiveness of denture treatment, there has been great interest 
in using overdentures based on implants （implant overdentures；IOD） for edentulous patients. There is a consensus on the 
recommended treatment for mandibular IOD, but there is less evidence for maxillary IOD treatment guidelines than for the 
mandible, especially from the viewpoint of denture treatment. In this article, we report cases of maxillary IOD using two im-
plants with good functional recovery even 5 or more years after surgery from the viewpoint of denture treatment. Fifteen 
patients who underwent maxillary IOD treatment with two implants between April 2008 and April 2013 were studied. Evalu-
ation was performed on 1） sex and age, 2） implantation site and number of implants, 3） type and size of implants, 4） type of 
attachment, 5） usage of old dentures for IOD, 6） shape of IOD, type of artificial teeth used and occlusal conditions, 7） denture 
fitness to mucosal surface and 8） patient’s satisfaction. As a result, all 15 cases were done by “top-down treatment”. Old den-
tures were not used and complete dentures were newly made, although not all were roofless. Factors that contributed to ob-
taining good function while using only two implants were control of vertical movement by the implant and attachment, and 
good fit of the dentures, especially the dispersion of force to the palatal surface and the posterior denture sealing, thus reduc-
ing the  force applied to the  implant.  It was suggested that  in the treatment of  IOD for maxillary edentulous patients,  the 
prognosis is affected by the quality of the complete denture.

Key words：maxillary edentulous patient, maxillary implant overdenture, complete denture, treatment guidance
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