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インプラント上部構造による下顎臼歯部

における応力分布 ･3次元有腺要素解析

第 1編 補綴装置の種類がインプラン ト周囲骨

の応力分布に及ぼす影響

第 2編 補綴装置の材質が骨およびインプラン

トに及ぼす影響

Stress Analysis of the Posterior
MandibleRestoredwithVarious

Implant-Supported Prostheses:A
Three-DimensionalFiniteElement

Analysis
1.InfluenceofRestorationTypeonStress

I)istributioninBonearoundImplants
2.InfluenceofProsthesisMaterialonStress

I)istributioninBoneandImplant
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目 的

最近,歯科インプラン トは欠損補綴の-方法 として確立さ

れ,90%以上の成功率が報告 されているが,まだ失敗例がみら

れるOこれら失敗の原因はい くつかあげられているが,その-
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つに過大な瞭合力負担があげられる｡このためイソプラント

周囲骨の力学的負担を軽減し,均等化する観点から,部分欠損

における上部構造の設計および材質は重要な意味を有する｡

今回,3次元有限要素法を用い,3歯欠損の補綴装置設計によ

るインプラン ト周囲骨の応力分布(第 1編)および中間欠損プ

1)ッジの材質によるインプラント周囲骨 とイソプラントの応

力分布 (第 2編)を解析 し,検討を行ったO

実 験 方 法

(第 1編)3次元有限要素法 ソフトにより,下顎臼歯部の 3歯

欠損の補綴装置として以下に示す 3種類のモデルを製作 し,

四面体要素により分割したO

(Ml)3本のインプラントをクラウソにより連結(図1a)0

(M2) 2本のインプラントを遊離端ブリッジにより連結(図

1b)0

(M3)2本のイソプラソトを中間欠損 ブリッジにより連結

(図1C)0

各歯冠の中心に1Nの荷重を垂直方向,東側方向,近心方向

から加え,各方向ごとに静的解析を行った(図 1)Oその結果

はVonMises相当応力を用いて表示し,各方向の荷重時にお

ける顎骨の応力分布をモデル間で比較検討した｡

(第 2編) 2本のイソプラソ トを中間欠損ブリッジにより連

結した下顎白歯部のモデルを製作し,六面体要素により分割

した(図 2)D上部構造の材質 として金合金,陶材,7クリル

レジン (以下アクリルと略す),コンポジットレジソ(以下コ

ンポジットと略す)を用いたo 荷重はポソティツクの校合面

の中心に垂直方向と頬側方向に1N とし,各方向ごとに静的

解析を行った｡各方向の荷重時における顎骨およびイソプラ

ン トーアバ ットメント系の相当応力分布をモデル間で比較検

討 した｡
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図 1 第 1編にて使用 したモデル

a:Ml,b:M2,C:M3
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図 2 第 2編 にて使用 したモデルは対象で

あったため,モデル半分だけ要素分割 し

た

結果および考察

(第 1編) と (第 2編)の共通事項

a)荷重条件にかかわらず,各モデルの最大応力はインプラン

ト額部の皮質骨部に集中したO この位置は報告されているイ

ンプラン ト周囲骨の骨吸収の位置 と合致し,過大な負担がイ

ンプラン ト周囲に骨吸収を及ぼす ことが示唆された｡

b)荷重条件にかかわらず,各モデルの皮質骨における最大応

力値は海綿骨の最大応力値の7-15倍程度であり,インプラ

ン ト植立予定部には皮質骨に適切な骨量が必要であることが

示唆された｡

C)補綴装置の種煩および材質にかかわ らず,頬側荷重時の応

力値が垂直荷重時 より3-7倍程度高い値を示 した ことか

ら,上部構造の設計や,唆合調整の際,瞭合力の側方成分がで

きるだけ小さくなるように留意すべきであると考える｡

(第 1編)

a)荷重条件にかかわ らず,モデルM2は最も高い最大応力値

を示し,モデル Mlは最 も低い最大応力値を示した｡従って,

3歯欠損の場合は3本のインプラントをクラウンにより連結

した設計が最も適切であ り, 2本のインプラントを遊離端 ブ

リッジにより連結 した設計は望ましくないと考える｡

b)モデルM3の場合は,垂直荷重時および近心荷重時の応力

分布がモデルMlに病似 し,最大応力値 も低い値を示したが,

頬側荷重時はM2に近い最大応力債を示 した｡従って,3歯欠

損において3本のイソプラソトの植立が困難な症例は,機能

運動時側方力が比較的小 さい場合, 2本のインプラン トを

M3のように連結した設計が可能であることが考える｡やや大

きい側方力の関与がさけちれない場合は,骨量を増加させ,3

本のイプラントを植立した方が望ましいものと考える｡

(第 2編)

a)金合金および陶材の補綴装置の場合,骨応力およびイソプ

ラソ トーアバットメント系の応力分布はほとんど同じであっ

た｡

b)レジン系の補綴装置は金合金の補綴装置に比べて垂直荷重

時の皮質骨の応力値が10%増加した｡頬側荷重時の皮質骨の

応力 と垂直および頬側荷重時の海綿骨の応力は,補綴装置の

材質を変えても変化はなかった｡従って,レジン系の補綴装置

が骨応力の減少に効果がないものと考える｡

C)垂直荷重時にレジン (特にアクリル)の補綴装置はイソブ

テン トーアバットメソト系の変形を釆たし,インプラン トー

アバ ットメント系の最大応力値は金合金に比べてコンポジッ

トが35%,アクリルが65%程度高い値を示 した｡そのため,中

間欠損ブリッジの場合,暫間義歯を長期間使用するとイソプ

ラン トおよびアバ ットメソ トに過大な負担がかかる可能性が

あると考えられるc

d)インプラントーアバットメン ト系の最大応力はインプラン

ト頚部のポンティック側に集中し,アクリルの補綴装置の場

合はアバ ットメントの頂点まで広がった｡過大な校合力の場

令, これらの応力はインプラン トおよびアバ ットメン トの破

折の原因になり得るものと考える｡
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