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ミューワン２
ミューワン２ピースタイプ
ピースタイプを
タイプを下顎及び
下顎及び上顎に
上顎に適用した
適用した症例
した症例
＜緒 言＞
ミューワンＨＡインプラントは数年ほど前から使用している．当初は１ピースタイプを使用し長
期予後も良好であるが，インプラントの早期の骨結合の獲得及び初期感染の防御に関しては，
１回法１ピースや１回法２ピースなどのノンサブマージドタイプより２回法のサブマージドタイプの
方がより優位と考え，現在はインプラント治療の多くの症例に２ピースタイプを応用している．２
ピースタイプではフィクスチャーとアバットメントの接合部の固定用スクリューが緩んだり破折した
りするトラブルの可能性が存在するともいわれるが，ミューワン２ピースタイプを使用し始めてか
ら約３年が経過したが，現在までそのようなトラブルは起こっていない．
ミューワン２ピースタイプに同梱されているフィクスチャーヘッドは，補綴用アバットメントや印
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象用ポストなど多用途に使える利便性がある（図 1）．今回，ミューワン２ピースタイプを左下臼歯

黒山歯科口腔外科医院院長

部に２本，右上臼歯部に４本埋入し，フィクスチャーヘッドを用いて１ピースタイプに近い簡便な
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手技により良好な経過が得られているのでその症例について報告する．

Ⅰ．症例の
症例の概要
・患 者： ６９歳，女性
・初 診： ２０１６年２月
・主

訴： が痛くて噛めない．さらに，の動

揺があり，痛くて噛めない．
・既往歴
既往歴：特記事項なし
既往歴

３月，にミューワン２ピース 38-10 及び 38-08 を各１
本埋入手術（写真 3，4，5）．１週後，抜糸．
５月，開窓手術．サーキュラーナイフ使用（写真 6，
7）．フィクスチャーヘッド（ヒーリングアバットメント非使用）を
35Ncm で固定．カーバイドバーにて口腔内で削合したの
ち，プロビジョナルクラウンをセット（写真 8，9，10，11）．

・現病歴：
現病歴 左下大臼歯部の咬合痛と右上臼歯部ブリッジの

６月，インプラント上部構造のための，同時にのメ

動揺と頻繁な脱離がありインプラント治療を希望，と他医

タルクラウンのための印象・咬合採得．２週後，インプ

院から紹介された．

ラントに連結されたジルコニアセラミックスをグラスアイオノ

・ 口腔内所見：
口腔内所見： 左下大臼歯部と右上臼歯部に装着されて

マー系セメントにて合着（写真 12，13）．にメタルクラウン

いる補綴装置は動揺脱落する状況である．また，咬合痛が

をセット．

あり，良好な咀嚼が不可能な状況である．

Ⅱ．治療の
治療の内容
〔治療計画〕
治療計画〕
まず，，近心根を抜歯し（写真 1，2），２本のインプラ
ント治療．その後，を抜歯し，ラテラルウィンドウ
テクニックによるサイナスフロアエレベーション（同時埋入）
で４本のインプラント治療を計画した．
〔処 置〕
２０１６年２月，，近心根を抜歯．

図１ ミューワンＨＡインプラント ２ピースタイプ 38-10．
ﾌｨｸｽﾁｬｰ（中央右），ﾌｨｸｽﾁｬｰﾍｯﾄﾞ（同左）がｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄｽｸﾘｭｰ
（左），ｶﾊﾞｰｽｸﾘｭｰ（右）と同梱ｾｯﾄ．ﾌｨｸｽﾁｬｰﾍｯﾄﾞは補綴用ｱ
ﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄの他，印象用ﾎﾟｽﾄなどにも使用可能．
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写真１ 抜歯前ﾊﾟﾉﾗﾏＸ線画像．
，近心根を抜歯．

写真２ 抜歯後術前口腔内

写真４ 術中口腔内．ﾌｨｸｽﾁｬｰ埋入し，ｶﾊﾞｰｽｸ
ﾘｭｰ装着．

写真７ 開窓直後

写真５ 術後 CT 画像

写真８ ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ（ﾌｨｸｽﾁｬｰﾍｯﾄﾞ）装
着．ｽｸﾘｭｰを 35Ncm で締結し固定．

写真１０ ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ（ﾌｨｸｽﾁｬｰﾍｯﾄﾞ）形成に使用したｶｰ
ﾊﾞｲﾄﾞﾊﾞｰ．高さや方向を確認したのち口腔外で大まかに
削合・形成．

写真３ 術中ﾊﾟﾉﾗﾏＸ線画像

写真６ 開窓手術．隣在歯との距離
から位置を確認後，ｻｰｷｭﾗｰﾅｲﾌを
使用し開窓．

写真９ Ｘ線ﾃﾞﾝﾀﾙ写真・平行法．
ﾌｨｸｽﾁｬｰとｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ（ﾌｨｸｽﾁｬｰﾍｯﾄﾞ）の
接合確認．

写真１１ ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ（ﾌｨｸｽﾁｬｰﾍｯﾄﾞ）
形成後，35Ncm で締結確認．ｽｸﾘｭ
ｰﾎｰﾙは光重合ﾚｼﾞﾝ充填．

写真１２ 上部構造装着時の
ﾊﾟﾉﾗﾏＸ線画像
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８月，を抜歯（写真 14，15）．

タイプや通常の歯牙のようにダイレクト印象法も可能であ

９月，  にラテラルウィンドウテクニックによるサイ

る．今回のように，アバットメント（フィクスチャーヘッド）を必

ナスフロア エレ ベーション（同時埋入） １ ） を施術し（ 写真

要最小限に口腔内で直接形成し，シリコーン印象材ないし

16），β-TCP 骨補填材（セラソルブ M，500～1,000μm，0.5

は寒天アルジネート連合印象で直接印象を行い，超硬石

ｃｃ×３本）を填入し，ミューワン２ピース 38-12 を１本，

膏ないしはエポキシで模型を作製するダイレクト印象法も

38-10 を３本，計４本のインプラントフィクスチャーを埋入し

選択肢の一つに挙げられると考える．

た．さらに，ラテラルウィンドウ部に吸収性コラーゲンメンブ
レン（バイオメンド，15mm×20mm，１枚）を用いて封鎖（写

現在、  のカリエス処置を行い，新たにクラウンを
被せる治療中である．

真 17，18）．１週後，抜糸．
１１月，開窓手術（サーキュラーナイフ使用），フィクスチ
ャーヘッド（ヒーリングアバットメント非使用）を 35Ncm で固

Ⅳ．結論
ミューワン１ピースタイプも経験してきた上で，２ピースタ
イプのメリットとして，確実な早期の骨結合が得やすい，ア

定，プロビジョナルクラウンセット（写真 19，20）．
１２月，インプラント上部構造のための印象・咬合採得

ングルを要する症例にはアングルアバットメントで対応可

（写真 21）．２週後，に連結されたジルコニアセラ

能，ダイレクト印象法で行えば１ピースタイプと同様に印象

ミックスをグラスアイオノマー系セメントにて合着（写真 22，

操作が簡便である．一方，デメリットとしては，フィクスチャ

23）．

ーとアバットメントの固定ネジの緩みや破折の懸念が挙げ
られる．

Ⅲ．経過と
経過と考察

筆者は約３年前からミューワン２ピースタイプを応用して

今回の症例に対し１ピースタイプでの対応も可能と考え

いるが，現在のところ，フィクスチャーとアバットメントの固

るが，１ピースで早期の骨結合が得られないケースの主な

定ネジの緩みや破折は経験していない．今後，経過観察を

原因と考えられるフィクスチャー埋入直後からの外力や細

定期的に行っていく予定である．

菌感染のリスクをなくすため２ピース２回法を選択した．ま
た，開窓手術の際，ヒーリングアバットメントでなく既製アバ
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写真１３ 上部構造装着口腔内．ｼﾞﾙｺﾆｱｾﾗﾐｯ
ｸｽ製ｸﾗｳﾝ．ｼｪｰﾄﾞ VitaA2 は患者希望．

2)ミューワン HA インプラント 2 ピース補綴マニュアル，監
修：春日井昇平，藤森達也，山八歯材工業, 2015．

写真１４ 抜歯前ﾊﾟﾉﾗﾏＸ線画像．
抜歯．

写真１５ 術前口腔内
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写真１６ 術中口腔内．ﾗﾃﾗﾙｳｨﾝﾄﾞｳﾃｸﾆｯｸに
よるｻｲﾅｽﾌﾛｱｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ（同時埋入）．

写真１９ ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ（ﾌｨｸｽﾁｬｰﾍｯﾄﾞ）装着後
ﾊﾟﾉﾗﾏＸ線画像．ﾋｰﾘﾝｸﾞｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ非使用．最
終的に使用するｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄを開窓後即時にｾｯ
ﾄ．ｽｸﾘｭｰ固定 35Ncm，ﾌｨｸｽﾁｬｰとｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ
（ﾌｨｸｽﾁｬｰﾍｯﾄﾞ）の接合確認．

写真２２ 上部構造装着時ﾊﾟﾉﾗﾏＸ線画像．

写真１７ ｼｭﾅｲﾀﾞｰ膜を挙上した空隙に
充填した β-TCP 骨補填材とﾗﾃﾗﾙｳｨﾝ
ﾄﾞｳ部を覆う吸収性ｺﾗｰｹﾞﾝﾒﾝﾌﾞﾚﾝ．

写真２０ ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ（ﾌｨｸｽﾁｬｰﾍｯ
ﾄﾞ）装着口腔内．ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄ形成
後，ｽｸﾘｭｰﾎｰﾙは光重合ﾚｼﾞﾝで
充填．

写真１８ 術中ﾊﾟﾉﾗﾏＸ線画像．
 の上方および近心部にはさらに
骨補填材を追加充填．

写真２１ ﾀﾞｲﾚｸﾄ印象内面．寒天ｱﾙｼﾞﾈｰﾄ
連合印象．

写真２３ 上部構造装着口腔内．ｼﾞﾙｺﾆｱｾﾗﾐｯｸｽ
連結冠をｾﾒﾝﾄ合着．ｼｪｰﾄﾞ VitaA2 は患者希望．
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