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無歯顎患者への新たな治療コンセプト
特集

我が国の国民皆保険制度は、世界に

類を見ない優れた社会保障制度であ

り、国民はその恩恵に浴してきた。こ

の健康保険制度は憲法25条“すべての

国民は健康で文化的な最低限度の生活

を営む権利を有する”を基に制定されて

おり、制定当時である1961年の健康保

険医療は主に急性期医療が中心の医療

であり、痛みや機能障害を伴う疾患に

対しての治療がその多くを占めていた。

日本が豊かさを増してきた20世紀末頃、

慢性期疾患に対しての治療にシフトし

てきたものの、21世紀に入り、より快

適で豊かな生活やより美しくなるため

の医療に国民の要望が変貌を遂げるに

いたり、国民皆保険制度はそれらの要

望に応えられなくなってきている。

特に歯科医療分野においては、医療

需要の国民意識の変化に対して大きな

改革を行ってこなかった国民皆保険制

度では、国民の高まる要望に対応する

ことが困難となっている。一方、歯科

医療においては、これら国民の要望の

変化により機器・材料や技術が発展し

てきた。単なる「歯冠修復・補綴治療」

から、より高い次元の審美的治療やイ

ンプラント治療など、生活そのものを

快適にする歯科治療にシフトしてきた。

また、インプラント治療により多くの

患者は長年の食生活や会話などの困窮

から開放され、生活の質（QOL）が飛躍

的に向上しているのも確かである。し

かしながら、インプラント治療をはじ

めとする一定以上のQOLの向上を求め

る歯科医療のほとんどは保険外診療で

あり、保険診療で十分に質の高い治療

が受けられると信じている国民は、治

療の価値に混乱が生じているのも事実

である。これは国民皆保険制度の弊害

ともいえるのではないだろうか。

われわれ歯科医師は歯科医療のスペ

シャリストである。そのスペシャリス

トが旧態依然とした保険制度をベース

に治療を考えてしまい、費用面のみの

理由でインプラント治療の提案を躊躇

するのであれば、インプラント治療の

恩恵を最も享受されなければならない

患者こそが不幸である。特に高齢者に

おける食生活の安定は、さらなる健康

寿命を実現し快適で心豊かな生活を過

ごすうえで欠かせない条件であり、イ

ンプラント治療は絶好の治療オプショ

ンと考える。

本稿では無歯顎患者へのインプラント

臨床について、その科学的・生物学的・

経済的要因および高齢者のQOLの向上

を考慮したインプラントオーバーデン

チャーを中心に解説する。また、現在我々

が行っている治療時間と期間の短縮およ

び治療費の削減を目的とした最新の治療

法を臨床例で提示し、その臨床的要点と

経済的効果について解説する。
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無歯顎患者へのインプラント臨床
無歯顎患者へのインプラントの応用

は、無歯顎に至った原因と現在の生活

環境を検討したうえで、対象となる患

者のリスクファクターを検証する必要

がある。リスクファクターとしては、

患者の期待度・協力度・全身（健康）状態・

顎堤の状態・顎間関係・骨造成の必要

性などが挙げられ、これらの要因をさ

らに年齢別に検討することにより適切

な上部構造の選択が可能となる。上部

構造が選択されることでインプラント

の種類・埋入部位・埋入本数が決定され、

治療の難易度が明確となり、理想的な

治療が可能となる（表1-a, b）。

1）禁忌症について

現在、200種類を超える多種多様なイ

ンプラントシステムが世界に流通して

いる。そして、近年では審美領域や狭

小化した歯槽堤など様々な症例に対し

てインプラントが応用されている。

また、インプラントを使用すれば補

綴学的な問題を解決できる可能性が高

いことは確かだが、インプラント治療

の応用制限（禁忌）を正確に認識してい

ないと、使用するインプラントシステ

ムが何であろうと成功率の低下を招き

かねない。したがって、以下に示すイ

ンプラント治療が制限される要因を把

握しておく必要がある。

① 一時的な禁忌症：一過性の感染症

② 局所的禁忌症：不十分な骨量、形態

学的および解剖学的に困難な状況、咬

合と顎間関係の異常、巨舌症、開口障害、

口腔衛生管理が見込めないなど。

③ 対禁忌症：骨・内分泌系・造血系の

全身疾患、リューマチ、心疾患、腎炎、

ネフローゼ、重度の肝疾患、アレルギー

疾患、免疫疾患、病巣感染など。

以上がインプラント治療を行う上で

の制限要因となる。

Feigelは1985年に医師によるコント

ロールが配慮されている疾患を持つ患

者のインプラント治療は可能であると

している 1）。しかしながら、患者からの

既往歴の報告を鵜呑みにすることは避

けなければならない。したがって、特に

高齢者のインプラント治療においては、

具体的な既往歴と現病歴を担当する医

師や医療機関に確認する必要がある。

2）適正年齢とは

一般的にインプラント治療の適正年

齢とは、顎骨の成長期を終えた口腔衛

生管理ができる年齢かつインプラント

治療に対する理解が得られる年齢であ

る。したがって、年齢の上限はなく下

限は個人差はあるものの20歳前後であ

ろう。原則として、先天性欠損や外傷

による組織の喪失などは、顎骨の成長

が完了するまで待つことが必要であり、

またその際の判断基準としては、手根

骨の確認が客観的に推奨される 2, 3）（図

リスクファクター

年齢

治療への期待度

協力度

喫煙習慣

全身的状態

顎間関係

顎堤の状態

顎骨萎縮の分類
（Cawoodの分類）

骨造成

低い

≦64

小さい

高

非喫煙者

健康

正常

正常

Class III

なし

中程度

65～74（中期高齢者）

中程度

中

軽度の喫煙者
（＜10本 /日）

コントロールあり

改善可能

中程度の萎縮

Class IV

狭範囲

高い

75≦（後期高齢者）

大きい

低

重度の喫煙者
（＞10本 /日）

コントロールなし

不調和

不良

Class II & V

広範囲

表1-b：無歯顎患者のリスク評価項目（筆者による分類）

表1-a：無歯顎患者のインプラント補綴

ボーンアンカードブリッジ・フルアーチブリッジ・

カンチレバーフルアーチブリッジ・セグメントした3ユニットブリッジ

スプリンティングタイプ
（バータイプ）

ラウンドバー・ドルダーバー・
スライドアタッチメントバー・SFIバー

ボールアンカー・マグネット・
ロケーター・テレスコープタイプ

フリースタンディングタイプ

無床

有床
（オーバーデンチャー）
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日本大学客員教授

Socket-Vent double approach
サイナスフロアエレベーションの新たな選択肢

患者目線のインプラント治療へ

Pre-op Pre-op CT

Socket-Vent double approach Implant placement Suture

2 weeks Post-op 12 weeks Post-op

PTV -04

Provisional restoration

12 weeks Post-op X-ray

表紙画像は前号（64 号）で紹介したソケットベント ダブルアプローチ症例の
術前からプロビジョナルレストレーション装着までの経過をダイジェストで
掲載しています。
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Easy Sinus Lift キットの基本応用法

クレスタルアプローチに適したケー

スとしては、一般的に上顎洞形態の頰

舌径が狭く、洞底ラインが漏斗状低位

型（U字型）が理想的とされている。こ

のようなケースであれば、Easy Sinus 

Liftキット（以下「ESL」）を使用する

ことで容易にサイナスフロアエレベー

ションが可能と考える。図 E-①～⑧に

ESLの基本手技を示す。

特に上顎洞底部の垂直的骨量の乏し

いケースに対してのクレスタルアプ

ローチを想定して考案したESLは、HA

インプラントとともに臨床で用いるこ

とで、治療期間を大幅に短縮できると

考えている。

図 E-①：残存している垂直的骨量が3mm程
度でも上顎洞形態の頰舌径が狭く、洞底ライ
ンが漏斗状低位型（U字型）であれば、ESLを
使用することで容易にサイナスフロアエレ
ベーションが可能である。

図 E-②：残存している垂直的骨量が3mm程
度なので、ø3.3mmのSDリーマーにまず3mm

のストッパーを装着して、インプラント埋入
位置にアプローチ窩（ソケット）を形成する。

図 E-⑥：洞粘膜保護のためにCGFを填入し、
その後 ESLのボーンパッカーにE-③で使用し
たストッパーを装着して慎重に骨補填材を填
入し、洞粘膜を挙上していく。

図 E-④：筆者が好んで使用しているアプ
ローチ窩周囲洞粘膜剥離用インスツルメント
「MUSHROOM」。周縁エッジ部を上顎洞底骨
と上顎洞粘膜の境目に沿わせて、弧を描くよ
うに回すことでアプローチ窩周囲洞粘膜が剥
離される。

図 E-⑤：洞粘膜剥離用インスツルメント
「COBRA」でアプローチ窩周囲の必要範囲の
洞粘膜を剥離する。

図 E-③：次に、4mmのストッパーを装着した
ø3.3mmのSDリーマーで、洞底部に残っている骨
を削除し、アプローチ窩（ソケット）を上顎洞粘膜
下まで貫通させる。
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インプラント治療の定説におけるウソ・ホント？
⑪ 超高齢社会にはインプラントオーバーデンチャー？

竹島 明道
公益社団法人日本歯科先端技術研究所
東海大学医学部付属八王子病院口腔外科
竹島歯科医院（東京都）

連載第11回をはじめるにあたって
業者主導のワンデイコースなどでは、

受講者・講師ともに十分な時間をとる

ことはできず、初心者がいざ臨床の場

において患者に相対したとき、模型と

の違いに戸惑いを感じてしまうような

細かな部分は多く存在する。本連載で

は、ワンデイでは定説として教わるも

のの、それだけではつかめないコツや

臨床的ヒントを提示し、みなさまとと

もに考えていくことをテーマに連載を

開始した。第1回は、ドリリングに入る

前までの部分 1)、第2回では、ドリリン

グあるいはインプラント埋入窩の形成

の部分 2)、第3回では、埋入操作とイン

プラント体の選択について 3)、第4回は、

粘膜の縫合について 4)、第5回は、ソフ

トティッシュマネージメントの実際に

ついて 5)、第6回は、アバットメントセ

レクションから印象採得に至るまでの

ポイントを 6)、第7回は、咬合採得から

咬合の付与について 7)、第8回は上部構

造の素材選択について 8)、第9回はスク

リュー固定の利点欠点、注意点を 9)、第

10回は術後のインプラントトラブルへ

の対応について述べた 10)。

連載第11回となる今回は、超高齢社

会におけるインプラント治療について、

私見を述べさせていただく。
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超高齢社会においてインプラン
ト治療に求められるものは？1

① 咀嚼力の維持・向上
本来、通常の義歯では得られない咀

嚼機能の回復にインプラント治療が用

いられるわけで、それにより、健康寿

命を延長し、健康長寿を達成するのが

目的であろう。

② 清掃性への配慮
しかし、一方で高齢化による身体機

能低下から清掃不良をきたすと、イン

プラント周囲炎などの問題を惹起しか

ねないため、上部構造や埋入部周囲の

軟組織における清掃性への配慮は欠か

せない (図1, 2)。 

③ 上部構造の修理対応の簡便性
超高齢社会において、健康寿命と平

均寿命のギャップは大きな問題であり、

要介護状態の患者に対する訪問診療な

どでの対応は器材の問題などから、簡

便性が求められる。特に長期症例など

では上部構造から問題を生じることが

多々あり、その修理が簡便に行えるこ

とも具備すべき条件と考えられる。

2014年 3月 31日の疑義解釈により、

口腔内に残存しているインプラントを

鉤歯にしたクラスプデンチャーは保険

で作製可能となったが、そのような状

況は劣悪な口腔環境をつくってしまう

ことにもつながりかねないので、適用

するには十分な配慮が求められる（図3

～5）。

図 2：同患者への再介入時清掃前の口腔内状態。
前回存在したインプラント近心のメタルブ
リッジはすでに脱落しており、インプラント
のアバットメントはプラークに覆われて真っ
白になっているうえ、対合の連結冠をつきあ
げ、動揺させている。

図 4：当該インプラントの周囲骨は漏斗状に吸
収し、インプラント体は骨支持を失った部分
で水平に破折していた。

図 1：特別養護老人ホームの入居者の口腔内を
清掃すると、インプラントアバットメントが
確認できた。

図 5：破折のため除去したインプラント体。無
理な補綴設計のためにこの 1本ですべての咬
合力や機能圧を負担したため、破折にいたっ
たと考えられる。

図 3：インプラントを鉤歯にした保険の下顎クラスプデンチャーのケース。クラスプの設定は、動
揺のある下顎左側第一大臼歯と下顎右側臼歯部に埋入された近心のインプラント上部構造の二箇所
のみであった（矢印）。上顎は義歯を装着していない状態であった。鉤歯となっているインプラン
トが動揺するとの主訴で紹介された。
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