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日本義歯ケア学会は 1999 年に設立された軟質義歯裏装研究会が発展し，2009
年に設立された学会です。現在，会員は大学関係者，開業歯科医師，関連業者の
特別会員を含め，100 名程度の小さな学会です。その分，小回りの利く風通しの
良い学会でもあります。遡ると軟質義歯裏装研究会の前身はデンチャープラー
クコントロール研究会でもありました。
「軟質義歯裏装材」も「デンチャープラ
ークコントロール」も当時のメイン学会ではほぼ取り上げられることのないテ
ーマでありました。このように，本学会の DNA は義歯補綴の教科書などで触れ
ていないことを主題とし，研究会として設立し研鑽を重ねる傾向があります。日
本義歯ケア学会も，
「義歯ケア」というあまり陽の当たらない，しかし重要なテ
ーマを先取りし，真摯に突き詰めていると言えるでしょう。
本学会の年間活動計画は，年１回の学術大会，学会誌であるプロシーディング
の発刊，最新ガイドラインの作成，科学研究費の申請と大学の枠を超えた共同研
究などなどです。先に述べたように，大きな学会では中々達成できないマルチセ
ンターの研究など，フットワーク軽く実施しています。近年ですと，１０大学が
参加した義歯安定剤の多施設研究が挙げられ，グローバルなエビデンスとして
５編の論文が創出されました。
今時代は，Cure から Care に移行し，疾患型から予防型の時代です。義歯で言
えば，欠損に代表される疾患型の治療から，高齢者の多様性に対応する，疾病型
の対応へ舵を切らなければならないとも言えるでしょう。それには，モノフェー
ズな義歯の治療理論に加え，患者や，家族，介護者の背景を熟知した上での臨床
判断に基づく「義歯治療」から「義歯ケア」へのパラダイムシフトが必要です。
また，高齢者の歯科受診率が，一定年代から激減するのは，その受け皿の準備で
きていないことを示唆しています。地域包括が重要と言われる中，狭義では歯科
と歯科との連携，歯科医師と歯科衛生士の連携も重要です。日本義歯ケア学会
は，先取りの DNA を有す小回りの効く学会として，高齢者の疾病に対する姿
を，義歯のケアを通じて，産業，学識者，臨床家，患者（産学臨患）で考究して
いかなければなりません。次の学術大会は 2020 年 2 月に東京で開催されます，
多くの皆様のご参加をお待ちしております。

第 12 回日本義歯ケア学会学術大会を終えて
第 12 回日本義歯ケア学会学術大会
大

会 長 武部 純

準備委員長 藤波和華子

2020 年 2 月 22 日，23 日，第 12 回日本義歯ケア学会学術大会を愛知学院大学歯学部有床義歯学講
座の主管にて，
『義歯ケアサポートと健康の調和』というテーマで愛知学院大学楠元キャンパス内に
あります４号館と薬学部棟で開催いたしました．
学術大会開催が近づくにつれ新型コロナウイルス感染症問題のニュースばかりを耳にするような
情勢のなかで心配いたしましたが，正会員 61 名，非会員 9 名，特別賛助会員 3 名，協賛企業からの
参加者 33 名，招待者（学内・学外）18 名の 124 名の皆様にご参加いただくことができました．企業
の皆様からは本学術大会の趣旨にご賛同いただき，企業展示 9 社，広告掲載 8 社にご支援を賜りま
して，たいへん盛況な学術大会を開催することができました．会期中は，クインテッセンス出版株式
会社「QDT 編集部」様に学術大会の様子を取材していただき，今後ますます需要の広がる義歯ケアに
対する動向を歯科医療関係者に広く周知することができたものと存じます．
2 月 23 日（土）午後からの学術大会に先立ち，薬学部棟の 202 中講義室では理事会が開催され，
203 大講義室では第４回義歯ケアマイスター認定試験が行われました．今回は，企業様からの応募も
あり，当日は７名が試験に挑みました．その後は 4 号館 4201 講義室にて学術大会がスタートし，12
演題の口演と 2 演題のポスターが発表され，たいへん活発な質疑が行われました．ご発表いただき
ました会員の先生方，座長の労をお取りいただきました理事の先生方には心より感謝申し上げます．
初日の一般演題が終了した後には，同会場の１階カフェテリアに場所を移し，
「名古屋めし」を多く
取り入れ，
「東海銘酒」とともにお楽しみいただけるように懇親会を企画させていただきました．な
かでも一番人気は「千寿 天むす」
「醸し人九平次 純米大吟醸」で，名古屋の夜を満喫いただきなが
ら情報交換と親睦を深める場としていただいたと思っております．
2 月 23 日（日）は，総会後，特別講演では愛知県医師会 理事の野田正治先生に「地域包括ケアの
評価指標と在宅医療の質の向上のための多職種協働」，愛知学院大学歯学部在宅歯科医療学寄附講座
特任准教授の杉本太造先生に「超高齢社会に求められる義歯について-あなたはどのように対応しま
すか-」と題してご講演いただきました．今回，医療機関から一歩外に出て，8020 運動の発祥の地で
ある愛知県での在宅支援医療の現場に目を向けてみました．本学術大会にご参加いただきました皆
様には，在宅医療現場における多職種連携・医療介護連携，そして認知症高齢者への義歯ケアサポー
トや在宅歯科医療について，視野を広げる機会としていただけたものと存じております．
最後になりましたが，学術大会主管の機会をお与えいただき，学術大会運営にご指導いただきま
した濱田前理事長，水口理事長をはじめ担当理事・幹事の皆様には厚く御礼を申し上げます．そして
学術大会の運営にご協力をいただき，大会を大いに盛り上げていただきました（株）モリタ，（株）
ロート製薬、
（株）小林製薬，
（株）日本歯科薬品，
（株）松風，
（株）トクヤマデンタル，
（株）長田
電機工業，
（株）三和デンタル，
（株）亀水化学工業，
（株）ウエルテック，
（株）和田精密歯研，
（株）
ジーシー，
（株）ネオ製薬工業，
（株）グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジ
ャパンの皆様に深く感謝いたします．この学術大会が本学会の研究と医療の一層の発展に繋がるこ
とを祈念いたします．
次年度 第 13 回学術大会は，本学会理事の昭和大学歯学部 高齢者歯科学講座教授 佐藤裕二先生
が開催されます．第 13 回学術大会のご盛会と本学会の益々のご発展を祈念いたします．

日本義歯ケア学会

第 13 回学術大会

大会概要

日時： 令和 3 年 2 月 28 日(日）
場所： WEB（メールアドレスのある全会員へ URL 通知予定）
大会長：佐藤裕二（昭和大学歯学部高齢者歯科学講座 教授)
テーマ：「口腔の若返りと健康長寿のための義歯ケア」
参加費：無料（会員はメールアドレス事前登録が必須，非会員は事前入会が必要)
懇親会：なし
特別講演：With コロナ時代の訪問歯科診療における義歯・口腔ケア(仮題）
米山武義先生（米山歯科クリニック院長）
口演演題募集〆切：1 月 8 日（金）
（ポスター発表はありません）
優秀口演発表を選定し，閉会式で発表
問い合わせ先：準備委員長 古屋純一：geria@dent.showa-u.ac.jp
※詳細・最新情報は学会 HP（https://www.jdenturecare.com）をご覧下さい。

第５回

義歯ケアマイスター認定試験

日時：令和３年（未定）
場所：東京都（未定）
申請期限：未定
申請方法：本学会 HP(https://www.jdenturecare.com/meister/meister.html) をご覧下さい．

第４回

義歯ケアマイスター認定試験

認定者

大木 烈，鍛冶屋敷康子，竹内美幸，中山直樹，田中裕美子，恩田亜理子，渡邊 諒
（敬称略）
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（総説）

義歯安定剤に関するエビデンスと今後の展開
義⻭安定剤に関するエビデンスと今後の展開
河相安彦

郡司敦⼦

（⽇本⼤学松⼾⻭学部・有床義⻭補綴学講座）
抄録
⽬

的：平成 28 年⻭科疾患実態調査によると 80 歳以上の無⻭顎者は全無⻭顎者の

半数 52%を占める。⾼齢無⻭顎患者は多様な全⾝状態，⽣活環境と認知機能の問題を
有することが推察され，標準的な義⻭の製作⽅法および調整やケアでは義⻭装着に関
わる問題の解決は難しいとも⾔える．解決策として，義⻭安定剤が「逃げの治療」か
ら「選択肢」の⼀⼿段として捕らえる傾向が⽣まれつつある．この総説の⽬的は義⻭
安定剤の効果がどこまで明らかで，何を臨床に還元でき，何が研究課題なのかを整理
し明確にすることである．
研究の選択：検索式に従い PubMed および医学中央雑誌で検索を⾏った．論⽂の吟味

は筆者が⾏い, 無作為割付臨床試験(RCT)を最終的に抽出した．
結

果：検索式に従い PubMed で検索を⾏うと 396 編，医学中央雑誌は 166 編の論

⽂が抽出された．RCT は PubMed から 19 編が抽出された．19 編のうち 12 編は新義
⻭，または適合が良好で，患者も満⾜している義⻭を対象とし，残り７編が使⽤中ま
たは旧義⻭を対象としていた．いずれの義⻭においても安定剤の利⽤が咀嚼機能の向
上と患者主観評価の改善に寄与していると報告されていた．
結

論：新義⻭または満⾜度の⾼い義⻭に義⻭安定剤の使⽤は⼀定した効果があるも

のと推察され，旧義⻭または使⽤中の義⻭においても，患者の状況に応じて使⽤が可
能であると推察される．選択基準を明確にすることで義⻭安定剤の有⽤性はさらに広
がる可能性はある．今後は，研究課題を明確にして，多くの臨床現場で義⻭安定剤が
もたらす便益を明らかにすることが期待される．
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1. 緒⾔
平成 28 年⻭科疾患実態調査（表 III-5-7）に基づくと，調査対象者に対する無⻭顎
者が占める割合は経年的に減少している．⼀⽅，無⻭顎者の年齢構成は 70 歳以上が
85%を占め，80 歳以上では全無⻭顎者の 52%を占めている．これは，1999 年調査時
は全無⻭顎者の 20%と⽐較すると⼤幅な増加であり，約 20 年の間で無⻭顎者を取り
巻く状況は⼤きく変貌したと⾔える．これから推察すると現在の無⻭顎患者は様々な
全⾝状態を呈し，多様な⽣活環境と⾼齢化に伴う認知機能の問題などを有することが
想像され，以前のように教科書に記載されている標準的な義⻭の製作⽅法や調整⽅法
のみでは義⻭に関する問題の解決が難しくなっている可能性がある．そのため，様々
な検査に基づく診断を⾏い，多様な問題解決への⽅法を選択する判断が求められてい
る．状況に応じ外来・在宅問わず，短時間で最⼤限の効果を上げる治療法の選択など
はその⼀つである．例えば，保険適応となった⼝腔機能低下症の検査や軟質リライン
材の適応などでもそうであろうし，ホームケア・セルフケアとして市中に流通し，市
場価格 120 億円以上と⾔われている義⻭安定剤も然りである．軟質リライン材にして
も義⻭安定剤にしても，以前は「逃げの治療」と⾔われた治療であったが，時代の変
化とともに，そうとも⾔い難いものになっている [1-5]．村⽥ [6]は義⻭安定剤は⻭
科医師の管理下で適切に使⽤し，義⻭の維持・安定，機能および満⾜度を向上させる
有⽤な材料であるとしており，⽇本⽼年⻭科医学会のガイドラインでも，介護者等に
よる⼝腔衛⽣介助を含め，⼝腔と義⻭の衛⽣管理が適切に実施されていることを義⻭
安定剤の使⽤の前提条件とする記載がある[7, 8]．また，2006 年に英国⽼年⻭学会と
英国障害者⼝腔保健学会が公表した「認知症患者の⼝腔保健に係る地域基準策定のた
めのガイドライン」は，本症に合併する運動障害や唾液分泌量の異常等が原因で，義
⻭安定剤を必要とする患者の存在を記している [9]．しかしながら，義⻭安定剤につ
いては，本来，専⾨職が義⻭の評価や，適応の可否を判断して数種の安定剤を選択さ
れることを理想とするが，患者⾃⾝が判断し，購⼊し，使っていることからその効果
と効能については不明な点が多い．そこで本稿は，義⻭安定剤に関わる無作為割付臨
床試験（以下 RCT）の結果を中⼼に整理し，義⻭安定剤に関する効果はどこまで明ら
かなのかを整理し，臨床に還元できる点は何なのか、また解決すべき問題と研究者は
今後何を検討すべきかをという点について考察することを⽬的とする．
2. 義⻭安定剤の種類と性質，および義⻭安定剤が使われる要因
義⻭安定剤は義⻭粘着剤（Denture adhesives: DA）とホームリライナー（Home
reliner: HR）に⼤別され，様々な製品が流通・販売されている．
我が国における義⻭安定剤の市場販売⼒は年々増加しているとされ 120 億円市場
とも⾔われている．義⻭を装着する者にとって⾝近に購⼊でき、マスメディアなどの
宣伝も多いことから，社会的な認知度は⾼いことが伺える．しかし，患者⾃⾝がどの
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ような義⻭に，どのように使⽤しているのかなどの報告は多くない．患者の使⽤率や
利⽤する理由などに関して，Divaris らは旧義⻭装着 2,526 名のうち，義⻭安定剤の
使⽤者は 211 名（8.4%）であったとし，義⻭安定剤使⽤者 211 名の 79％は使⽤中の
義⻭に何らかの不満を訴えている⼀⽅で，残りの 21%は義⻭には満⾜しているもの
であったと報告している[10]．丸⼭らは総義⻭を製作し，2 年以上未来院となってい
る患者に対しアンケートによる実態調査を⾏い，49 名のうち 6 名（12.2%）が義⻭安
定剤を使⽤していたと報告している[11]．守澤らは，160 名中 44 名（27.5%）が義⻭
安定剤を使⽤し，義⻭安定剤使⽤者群では⾮使⽤者に⽐べると旧義⻭に対する満⾜度
は有意に低く，新義⻭装着後の調整回数が有意に多かったとしている[12]．以上から，
多くの患者は痛みの軽減や義⻭の維持安定など義⻭への不満を改善する⽬的で義⻭
安定剤を使⽤することが推察される．成⽥らは義⻭に不満を有する患者が，義⻭安定
剤を使⽤する効果について調査し，維持⼒，咬合⼒および主観的評価が改善するもの
の，咀嚼能⼒の改善には寄与しないと報告している[13]．
3. 義⻭安定剤に関する時代的変遷
RCT からエビデンスを読み取る前に，義⻭安定剤に関する論⽂の変遷を確認する．
検索式(表１)に従い検索を⾏うと PubMed から「396 篇」，医学中央雑誌から「166
篇」の論⽂が抽出された（最終検索⽇：2020 年 8 ⽉ 23 ⽇）．そのうち 147 件（88.6%）
は 2000 年以降の論⽂等であった．
表１：Denture adhesive に関する検索式
PubMed

(((("Denture, Complete"[MeSH] OR "Denture, Complete"[Text Word]) OR ("Denture,
Partial" [MeSH] OR "Denture, Partial" [Text Word])) OR ("Denture Retention"[MeSh] OR
"Denture Retention"[Text Word]))
AND
("Adhesives"[MeSH] OR "Adhesives"[Text Word] OR "Denture Adhesives"[Text
Word]))
医学中央雑誌
((義⻭/TH or 義⻭/AL)) and (PT=会議録除く)
AND
((義⻭安定剤/TH or 義⻭安定剤/AL)) and (PT=会議録除く)

論⽂内容は，1965~80 年では概ね義⻭安定剤に対し否定的な論⽂が⾒受けられる．
中でもホームリライナーの不適切な使⽤が義⻭と顎堤に及ぼす悪影響に関する報告
は[14, 15]，⻭科医師に負の印象を与えたのではないかと推測される．⼀⽅，義⻭安
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定剤の臨床的評価法を Kapur index を応⽤し，検討する論⽂も⾒られた [16]．安定剤
使⽤による細菌学的な報告[17, 18]，安定剤の清掃⽅法に関する報告も⾒られる [19]．
また，義⻭の動揺を抑制する検証が報告され始める[20, 21]．義⻭安定剤の患者評価
と材料学的検討[22]，安定剤の総合的評価[23]，複数の安定剤の⽐較検討[24]，細胞
毒性[25-28]などの報告が⾒られた．
義⻭安定剤の RCT は 1991 年 Berg[29]によるものが最初であり．その前後で
Adisman が義⻭安定剤の補綴治療への役割に関する報告[30]，看護における安定剤の
適正な使⽤⽅法の模索が報告されている [31]．1999 年 Slaughter らは，補綴専⾨医
に対して⾏った義⻭安定剤に関するデルファイ法の調査から，義⻭安定剤は１）義⻭
製作および装着後において補助的役割を有する，２）⻭科医師および患者による誤⽤
の可能性がある，３）義⻭安定剤に関する患者および学⽣教育は不可⽋である，４）
義⻭安定剤に頼ることなく適切な義⻭ケアが優先される，と報告している [32]．概
して，20 世紀中盤は義⻭安定剤に対して否定的であった傾向が，20 世紀末には科学
的に検討しようとする流れへ変化して⾏く傾向が読み取れる[33-35]．⻑寿社会，超
⾼齢社会への移⾏と並⾏する現象かもしれない．
4. 義⻭安定剤の RCT に基づくエビデンス
検索式（表２）に従い PubMed で RCT をフィルタリング検索し，内容等を吟味し
た結果，1991 年の Berg の論⽂から，2020 年の Ohwada ら[36]および Nishi ら[37]
まで「19 編」の RCT 論⽂が抽出された[29, 36-53]．医学中央雑誌からは RCT 論⽂
は抽出されなかった．
表２：Denture adhesive に関する検索式(RCT でフィルタリング)
(((("Denture, Complete"[MeSH] OR "Denture, Complete"[Text Word]) OR ("Denture,
Partial" [MeSH] OR "Denture, Partial" [Text Word])) OR ("Denture Retention"[MeSh] OR
"Denture Retention"[Text Word]))
AND
("Adhesives"[MeSH] OR "Adhesives"[Text Word] OR "Denture Adhesives"[Text
Word]))
AND
((((((Randomized Controlled Trial[Text Word]) OR (Randomised Controlled Trial [Text
Word])) OR (RCT [Text Word])) OR (Randomized Controlled Trials as Topic[MeSH
Terms])) OR (Randomized Controlled Trial[Publication Type])))

17 篇が DA，２篇が HR であった． PubMed と医学中央雑誌から検索された 562
篇が抽出されたが，RCT は 19 篇（3.4%）と少ないが，ここ 10 年で 14 篇と増加傾
向にある．RCT 19 編の論⽂のうち，12 編は新義⻭または適合が良好で，患者も満⾜
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48 Crossover

48 Crossover

17 Crossover

44 Crossover

30 Crossover

30 Crossover

40 Crossover

37 Crossover

24 Paralell

24 Crossover

32 Crossover

Jose A et al, 2018

Axe A et al, 2018

Torres-Sánchez C et al, 2017

Marin DO et al, 2014

Leite AR et al, 2014

Gonçalves TM et al, 2014

de Oliveira Junior NM et al, 2014

Munoz CA et al

Oliveira MC et al, 2010

Pradíes G et al, 2009

Berg E, 1991

デザイン

44 Crossover

被験者数

Maxila/Mandible

Maxila/Mandible

Maxilla

Maxila/Mandible

Maxila/Mandible?

Mandible

Maxila/Mandible?

Maxila/Mandible

Maxila/Mandible

Maxila

Maxilla

Mandible

試験対象無⻭顎

3d

14d

7, 14d

1, 2h

15d

20min

15d

15d

Paste: Fittydent, Super poligrip

Kukident Pro (cream)

Ultra Corega adhesive tape

Super Poligrip (cream)

Ultra Corega cream tasteless

Corega (Cream, Strip)

Cream

Ultra Corega

Ultra Corega Cream

Fittydent

"Adhesive 2," "Adhesive 3")

0, 7, and 14 d

three experimental adhesives ("Adhesive 1," commercially marketed "Positive

12h

Wernet, Tragacanth

No adhesives Powder: Super

Kukident Classic Cream)

No adhesives

unmarketed cream

Super Poligrip (Seal)

Ultra Corega powder tasteless

No adhesive

No adhesive

No adhesive

Corega

control" with a "No Adhesive"

Negative control: no adhesives

0.5, 1, 3, 6, 9,

Active control: Super poligrip

Super Poligrip/ No adhesive

対照

Adhesive1/2

Protefix®

安定剤

4d

12h

被験⽇数

新義⻭または適合が良好で，患者も満⾜している義⻭を対象としたRCT

Varghese R et al, 2019

著者

表３
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Subjective questionnaire

with the new adhesive as compared to the traditional one were not

improved denture retention and had other favorable features.

Subjective views of the patients indicated that one product significantly

statistically significant.

adjunctive use of adhesives. The observed and recorded improvements
Patien based outcome questionnaire

stability and retention of well-fitting complete dentures with the

This study confirms the predicted and expected improvement in the

alter the oral microbiota during the 14-day trial period.

The data suggested that the denture adhesive tested did not significantly

satisfaction with dentures.

fitting dentures as well as provide increased comfort, confidence, and

denture adhesives can enhance aspects of performance of complete well-

The results of this study provide evidence that use of Super Poligrip®

adhesive.

masticatory performance with the use of cream or powder denture

conventional complete denture wearers. No difference was found in

The use of denture adhesive improved the masticatory performance of

enhancing chewing ability and performance.

DAs improve mastication by shortening the chewing cycle and by

with biofilm on the internal surfaces of the complete dentures.

wearers during the 15-day period, but it did influence the area covered

from the palatal mucosa and maxillary dentures of complete denture

The use of adhesive did not alter the colony counts of microorganisms

(gnathometer dynanometer)

Simulated functional movement

Candida species in the saliva (CFU/ml)

denture wobble

Comfort, confidence, satisfaction, and

Peanut particle migration/

Denture dislodgement/

Kapur Index/ Bite force/

Masticatory performance (sieve)

Masticatory performance (Sieve)

2. Masticatory cycle(Kinesiograph)

1. VAS

1. Biofilm formation

movements during chewing and less intrusion of maxillary complete
dentures.

satisfaction and altered mandible movements, with increases in vertical

2. Kinesiographic parameters

Use of DA in complete denture wearers improved the patients'

adhesives in relation to those not using denture adhesives.

efficacy was observed among edentulous participants with denture

with or without denture adhesives. A significant increase of masticatory

compared with participants with edentulism who had complete dentures,

The masticatory efficacy was significantly higher in dentate participants

Masticatory efficacy was higher with the use of Corega denture adhesive.

denture adhesives tested were generally well tolerated.

in moderately well- to well-fitting dentures compared to no adhesive. All

All denture adhesives gave statistically significantly better bite force AOB

showed the largest number of oral adverse events.

performance did not match that of the positive control. Adhesives 1 and 2

Only adhesive 1 was significantly better than the negative control, and its

adhesives.

adhesive over 12 hr, with no statistically significant difference between

statistically significantly superior denture retention compared with no

Both PVM/MA and carbomer-based denture adhesives demonstrated

概要

1. Patient satisfaction

1. Masticatory efficie (sieving)

1. Bite on a transducer

1. Bite force

adhesive and denture fit/comfort etc

2. Questionnaires: flavour/texture of the

1. Incisal bite force

アウトカム

30 Crossover

30 Paralell

37 Crossover

32 Crossover

25 Crossover

Koronis S et al,2012

Kulak Y et al,2005

Myatt GJ et al, 2002

Uysal H et al, 1998

Kelsey CC et al,1997

200 Paralell

Nishi Y et al, 2020

デザイン

200 Paralell

被験者数

Ohwada G, et al.2020

著者

Maxila/Mandible?

Mandible

Maxila/Mandible

Maxila/Mandible

Mandible

Maxila/Mandible

Maxila/Mandible

試験対象無⻭顎

表４使⽤中または旧義⻭または装着中の義⻭などを対象としたRCT

Calcium/Zinc (Ca/Zn) salt of Poly Vinyl

1. An experimental adhesive containing

Kukident

Cushion Fittydent Protefix Seabond

Poligrip Powder/ Poligrip S (cream)

Poligrip Powder/ Poligrip S (cream)

安定剤

3d

24h

Effgrip, Secure, Fixodent, Orafix,

Protefix® and Seabond®

no use

Corega

Seabond

cushions FittydentProtefix/

Saline (Control)

Saline (Control)

対照

Inc.).

and Super Poli-Grip (Block Drug/Dentco

Beecham Corp.) Secure (John 0. Butler Co.) Super Poli-Grip

Gamble) Orafix (SmithKline

Fixodent (Procter &

Effergrip (Warner-Lambert Co.)

FittydentI®, Fittydent II®,

Cushion adhesives

2. European Fixodent( Fresh

Carboxymethylcellulose (CMC)

3 and 6 hours Methyl Ether Maleic Acid (PVM/MA) and

7d

2d

4d

4d

被験⽇数
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Subjective questionnaire,

Subjective questionnaire,

grading.

halimeter and second-person organoleptic

volatile sulfur compounds (VSCs) using a

breath odor:

mouth, and removal

ability, taste, duration of adhesives in the

questions related to retention, chewing

Questionnaire

force

performance, denture retention, and occlusal

denture satisfaction, masticatory

oral moisture

quality of life. Perceived chewing ability

100-mm VAS. Oral health‒related

アウトカム

either a little better or much better when using the five adhesive pastes.

In genearal most subjects rspond that the retention of their dentures was

pastes by experienced denture wearers.

Secure denture adhesive paste was rated higher than four other adhesive

Fittydent products, had mandibular dentures rated poor or fair.

ability to chew. The patients who expressed 'much better' chewing with

Both Fittydent products significantly improved denture retention and the

improvement in breath.

denture adhesives provide the denture wearer with a noticeable

benefits relative to no adhesive. The results indicate that Fixodent

marketed denture adhesive to deliver superior second-person breath

This research demonstrates the ability of both an experimental and

little better or much better when using either of the adhesive pastes.

All subjects responded that the retention of their dentures was either a

remove from the denture-bearing area.

and the longest duration of its effect, but also reported as difficult to

Fittydent was the most preferred adhesive, showing the best retention

patients with oral dryness.

satisfaction, masticatory performance, and retention for complete denture

Our findings showed that denture adhesives improved subjective denture

adhesives.

information to establish evidence-based guidelines for applying denture

important before application. These practice-based data provide

applied under certain conditions; however, an appropriate diagnosis is

The results of this study suggest that denture adhesives should be

結論

している義⻭を対象（表３）としており[29, 38-46, 48, 49]，残りの７編は使⽤中また
は旧義⻭または装着中の義⻭などを対象としていた（表４）[36, 37, 47, 50-53]．新義
⻭または状態の良い義⻭では，維持の改善[46, 48]，安定の向上[38-40, 46, 49]，咀嚼
機能の改善[42, 44]が認められ，細菌叢の影響[43, 48]，⾷物残渣[46]については悪い
影響を与えない結果を得ている⼀⽅，バイオフィルムの付着が増化したとの報告があ
る[43]．患者の主観評価は，いずれも有意に⾼まっていると報告されている[29, 42,
44, 46, 49]．旧義⻭または装着中の義⻭を対象とした RCT で Nishi らは⼝腔乾燥を
客観的に評価し，⼝腔乾燥を認めた装着者で有意に維持・安定・咀嚼が向上すると報
告している[37]．他にも⼝臭に関する改善[51]と DA[36, 37, 50, 51, 53]，HR[47, 52]
双⽅ともに主観評価の改善を⽰す結果となっている．
5. 今後の課題と展開
１）義⻭安定剤に関する効果はどこまで明らかなのか
義⻭安定剤に関する RCT は多くない．今回の 19 篇については，論⽂の質の評価
（Quality assessment）や CONSORT の遵守などもさらなる精査が必要である．ゆえ
に，今回抽出された RCT の結果の解釈は慎重に⾏うべきであると考える．また，義
⻭安定剤は DA および HR に⼤別され，その形態や種類が多様であることから，種別
ごとにサブグループ化したさらなる検討も必要と思われる．⼀⽅そのような現状の中
で，新義⻭または満⾜度の⾼い義⻭に義⻭安定剤の使⽤は⼀定した効果があるものと
推察される．さらに，旧義⻭または使⽤中の義⻭においても，患者の状況に応じて使
⽤判断の可否を検討する報告もあり，双⽅とも，負の影響は少なく．選択基準を明確
にすれば，義⻭安定剤の有⽤性は広がる可能性はあるとも⾔える．研究課題を明確に
し，様々な⽅⾯で便益をもたらす義⻭安定剤の今後の展開が期待される．
２）臨床に還元できる点
⻭科医師が新たな義⻭を製作し装着を⾏った後に，義⻭安定剤を進めることは現実
多くないと思われる．また患者の⽅も，⾃ら使⽤をすることは多くないとの推察され
る報告がある[10]．今後の超⾼齢化社会への対応を考慮すると，義⻭の不具合を有す
る患者で様々な要因で新義⻭の製作や調整が困難または限界を有する場合の選択肢
として，臨床に還元することがひとつではないだろうか．臨床で還元できるには新義
⻭にしても，旧義⻭使⽤中の義⻭においても，その適⽤基準の明確化な指標が求めら
れる．義⻭安定剤を使⽤して効果がある患者と効果の少ない患者を検査指標等で判断
し，本⼈に説明し，個々に還元できる効果の予測を個々に説明できることが臨床に還
元する上では必要で，その点を明らかにすることが今後求められる．
３）解決すべき研究課題と今後の⽅向
義⻭安定剤の使⽤者の⼤多数が，義⻭に不満を有する者である[10, 12]．今後 RCT
の対象者は治療が必要な対象者を被験者とすべきであり，12 編[29, 38-46, 48, 49]の
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対象者は本当に義⻭安定剤を必要とする無⻭顎者なのか，という点は慎重に判断が必
要と考える．義⻭安定剤の適⽤を広く検討するには，義⻭安定剤を⾃ら必要として購
⼊する無⻭顎患者を対象に，その適⽤要件などを検討することが望ましいのはないか
と考えられる．
繰り返しになるが，義⻭安定剤の使⽤の適否は，使⽤前の診査項⽬の結果から，診
断予測できることが望ましく，それには RCT を計画する時点で，結果に影響を及ぼ
すと考えられる交絡因⼦の選定や，安定剤を使⽤した後の結果に及ぼす効果修飾因⼦
の影響を⼗分留意し，解析することが望まれる．Nishi らの⼝腔乾燥度に応じた義⻭
安定剤の効果[37]などは，⻭科医師による適⽤判断の⼀つの基準になるのではないか
と期待される。
義⻭安定剤の除去についても，今後検討すべき重要な課題であり，活発な研究報告
と意⾒交換がなされている[54-57]．さらに医科領域でも義⻭安定剤の医療に対する
効果，反作⽤の報告が散⾒される．例えば，⼝腔内に留めることが多い⾆下あるいは
⼝腔内崩壊錠（OD 錠）は，義⻭安定剤を使⽤している患者では，義⻭安定剤の吸着
により治療効果が低下する可能性が報告されている[58]．胃透視施⾏時にバリウムの
粘度が通常と異なり検査に⽀障が出る事象と義⻭安定剤との関連などの報告[59]も
ある．また，難治性潰瘍の陰圧閉鎖療法に義⻭安定剤を使⽤した報告や[60, 61]，看
護における報告もある[3]．社会学的には，⾞の運転関連で，アルコール含有義⻭安定
剤である HR 使⽤に伴う呼気中アルコール濃度[62]などがあり．⻭科関連製品で他領
域との関わりが多様な製品は多くはないのではないか．義⻭安定剤は，⽇本義⻭ケア
学会学会が標榜する「産学患」全てが関わる製品とも⾔え，今後も臨床および基礎研
究の課題として注視する必要があることに異論はないであろう．
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Evidence and Future Directions for Denture Stabilizers
Yaushiko Kawai and Atsuko Gunji

Abstract

Purpose: According to the 2016 Survey of Dental Diseases, the edentulous patients over 80
years old accounted for half of edentulous patients (52%). Since elderly edentulous patients are
presumed to have various problems in their general condition, living environment and cognitive
function, it may be challenging to solve denture wearing problems with standard care alone. As
a solution, there is an emerging trend to view denture adhesives as an option rather than an
"escape treatment". The purpose of this review is to clarify to what extent the effects of denture
adhesives are apparent, what can be applied to clinical practice, and what are the research
questions.
Study selection: An electronic and manual search was conducted in two databases (Medline,
Japan medical abstracts). The author reviewed the articles, and randomized clinical trials
(RCTs) were finally included for review.
Results: The search formula in PubMed retrieved 396 articles and 166 articles in the medical
journals. 19 RCTs were retrieved from PubMed; 12 of the 19 articles were for new dentures or
dentures with a good fit, and the remaining seven articles were for dentures in use or used
dentures. In all dentures, the use of adhesives was reported to improve masticatory function and
patient subjective evaluation.
Conclusion: It is inferred that the use of denture adhesives for new and satisfying dentures is
useful to a certain degree, and it is presumed that the use of denture adhesives for old or existing
dentures is also feasible depending on the patient's conditions. Clarifying the selection criteria
may further expand the usefulness of denture adhesives. In the future study, it is hoped that the
clinical questions will be explained, and the benefits of denture adhesives will be implicated in
many clinical settings.
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摂食嚥下障害を有する急性期病院入院患者の栄養摂取方法と口腔機能との
関連
〇徳永淳二 1,2)、古屋純一 1,3)、鈴木啓之 1)、玉田泰嗣 3)、野村太郎 3)、近藤尚知 3)
1）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科、2）逗子メディスタイルクリニック、
3）岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座

Ⅰ．目的
摂食嚥下リハビリテーションは慢性期の
みならず急性期病院入院中の早期から行う
ことが重要 1 である．摂食嚥下リハビリテー
ションにおいては，個別の口腔機能を適切に
評価し，摂食嚥下機能に合わせた食事形態や
栄養法を設定した上で，経口摂取訓練を行っ
ていくことが重要である．経口摂取には，嚥
下機能のみならず，口腔衛生状態や義歯によ
る咬合支持も関連している可能性があるが，
その詳細は明らかになっていない．そこで本
研究では，摂食嚥下障害を有する急性期病院
入院患者の栄養摂取方法および口腔機能の
関連を明らかにすることを目的とした．本研
究は岩手医科大学歯学部倫理委員会の承認
（01269 番）を得て行った．

コントロール，臼歯部咬合支持，RSST を説
明変数とした，重回帰分析を行った．なお、
統計解析には，SPSS Ver. 26 (IBM Japan)を用
い，有意水準はすべて 5%とした．
Ⅲ．結果
初診時の栄養摂取方法は本研究対象者の
50%以上が経管栄養のみであった．摂食嚥下
機能の評価を実施したところ，本研究対象者
の 40%以上で，摂食嚥下機能と初診時 FOIS
との間に乖離が認められた．評価後 FOIS で
は，経管栄養のみは約 25%まで減少し，残り
の約 75%は何らかの形で経口摂取を行うこ
とが可能となった．また，多変量解析では，
評価後 FOIS は，意識レベル，ADL，舌苔付
着，臼歯部咬合支持状況，RSST と有意な関
連が認められた．

Ⅱ．方法
本研究の対象者は，2007 年 4 月から 2014 年
3 月までの 7 年間に，経口摂取不良を主訴に
某大学病院歯科を受診し、摂食嚥下障害と診
断された 40 歳以上の附属病院入院患者のう
ち，データの不備がなく，才藤の摂食嚥下障
害 臨 床 的 重 症 度 分 類 （ Dysphagia Severity
Scale：DSS）において摂食嚥下能力に臨床的
な問題を認めないもの（DSS 7），および意思
疎通困難などの理由により反復唾液嚥下テ
スト（RSST）の実施が困難であったものを除
いた，459 名（男性 288 名，女性 171 名，平
均年齢 70.8±12.0 歳）とした．診療記録より
研究参加者の患者基本情報（年齢，性別，原
疾患，ADL，意識レベル（Japan Coma Scale
(JCS)），口腔機能の調査を行った．口腔機能
の調査は，舌苔の付着状況，口腔乾燥の程度，
プラークコントロール，義歯を含めた臼歯部
の咬合支持状況，RSST とした．栄養摂取方
法は，Functional Oral Intake Scale (FOIS)によ
り，初診時の栄養摂取法と，摂食嚥下機能の
評価後の栄養摂取法について評価した．評価
後の FOIS に影響する因子を検討するため
に，評価後 FOIS を目的変数，性別，年齢，
JCS，ADL，舌苔付着，口腔乾燥，プラーク

Ⅳ．考察
本研究の結果から，急性期病院に入院中の
摂食嚥下障害患者では，摂食嚥下能力と栄養
摂取方法との間に乖離が認められることが
示唆された．このことは，急性期病院入院患
者に対しては，多職種が連携し，口腔機能を
含めた適切な摂食嚥下機能の評価と，最適な
栄養摂取方法を提示することの重要性を示
している．また，経口摂取訓練における食形
態や栄養法を向上させるためには，意識レベ
ルや ADL などの全身機能に加えて，嚥下機
能，舌機能，義歯装着による臼歯部咬合支持
といった口腔機能が維持されていることが
重要であると考えられた．以上より，急性期
病院入院期間中から，摂食嚥下障害患者に対
しては，適切な歯科介入を行い，口腔機能を
維持・向上することが，栄養摂取方法の改善
に通じる可能性が高いと考えられた．
Ⅴ．文献
1 ． Takahata H, et al. Early intervention to
promote oral feeding in patients with
intracerebral hemorrhage: a retrospective cohort
study. BMC Neurol. 2011 Jan 19;11:6.
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ATP ふき取り検査による口腔不潔の客観的評価

◯藤本けい子，後藤崇晴，岩脇有軌，岸本卓大，南

徳島大学大学院医歯薬学研究部

Ⅰ．目的
近年，口腔と全身状態との関連が注目されて
おり, 特に高齢者の死因第7位である誤嚥性肺
炎と口腔不潔との関連が指摘されている．口腔
機能低下症の1つとしての口腔不潔の検査には，
舌苔付着度（Tongue Coating Index: TCI）が一
般的に行われている．より客観的な検査として
は，細菌カウンタを用いる方法が提案されたが，
医療機器として認可されておらず，製造中止に
至っている．
当分野ではこれまで簡便に口腔の不潔を測る
ことができる方法として，細菌カウンタと同様
に綿棒で口腔の測定部位を拭き取り，生物由来
のATPをルシフェラーゼアッセイによって定量
する方法（ATPふき取り検査）について提案し，
その有効性についての研究を行ってきた．
本研究では，この ATP ふき取り検査による
口腔不潔の評価方法の有効性について，口腔
機能低下症における口腔不潔との関連から
検討することを目的とした．
Ⅱ．方法
徳島大学病院歯科そしゃく科にてメンテナン
スを行っている高齢患者 60 名に対し口腔不潔
の検査を行った（徳島大学病院医学系研究倫理
審査委員会承認，承認番号：2338）．口腔不潔
の検査については，口腔機能低下症の口腔不潔
の検査として認められている TCI，細菌数測定
装置（細菌カウンタ，パナソニックヘルスケア，
東京)による細菌数測定，および ATP ふき取り
検査器（ルミテスターPD-20，キッコーマンバ
イオケミファ，東京）による ATP，AMP に比
例する Relative Light Unit（RLU）を測定し
た．
細菌数測定装置および ATP ふき取り検査器
による測定は，来院時すぐに 10 ml の水で 5 秒
間うがいを行った溶液を 1 μl 採取し綿棒に滴
下したもの（うがい溶液）と，綿棒で舌背部を
拭ったもの（試料採取圧 20 g で 10 mm 長を 3
往復擦過）で行った．
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憲一，市川哲雄

口腔顎顔面補綴学分野

既存の方法と ATP ふき取り検査との関連を
検討するために Spearman の順位相関係数
によ る相関分析を行った．統計分析ソフト
は SPSS® Statistics 25（IBM Corp. Armonk,
NY, USA ）を用い，有意水準は 5%とした．
Ⅲ．結果と考察
うがい溶液においては，細菌数測定方法と
ATP ふき取り検査方法との間に有意な相関
関係は認められなかった．一方，舌背部の検
査においては，2 つの検査方法間に有意な相
関関係が認められた．また，舌背部の 2 つの
検査は，ともに TCI と有意な相関関係が認
められた．
Ⅳ．考察
ATP ふき取り検査値は口腔全体の不潔を
示す指標になりうると考えられた．以上よ
り，ルシフェラーゼアッセイによる ATP 拭
き取り検査法は，食物残渣などを含む総合的
な口腔不潔を客観的に評価できる可能性が
示唆された．
Ⅴ．文献
1) Iwawaki Y, et al. Comparison between two
assessment tests for oral hygiene: adenosine
triphosphate + adenosine monophosphate
swab test and bacteria number counting by
dielectrophoretic impedance measurement.
Dent J 2019; 7(1): 1.
2) 本田 剛ら． ルミテスターを用いた義歯
の超音波洗浄効果の評価．日本義歯ケア学会
誌 2013; 5(1): 18．

義歯治療時の有床義歯咀嚼機能検査と口腔機能低下症関連検査
－実施状況と管理実態－
○佐藤裕二，北川

昇，七田俊晴，松村圭祐，青木雅枝，池村直也，志羽宏基，内田淑喜，畑中幸子
昭和大学歯学部高齢者歯科学講座

Ⅰ．目的
口腔機能，特に咀嚼機能の回復に有効な義歯
治療に際しての有床義歯咀嚼機能検査（2016年
４月）と口腔機能低下症関連検査（2018年4月）
が健康保険に導入された．そこで，どの程度実
施されているのか，また，検査結果を用いた管
理はどのように行われているのかに関して，明
らかにすることを目的として，実態調査を行っ
た．
Ⅱ．方法
厚生労働省の社会医療診療行為別調査を
もとに，2016，2017，2018 年の各 6 月におけ
る有床義歯咀嚼機能検査 1)および，2018 年 6
月における舌圧検査（口腔機能低下症関連検
査の代表として）2)の実施数を調査し，多数
歯欠損と総義歯の装着件数と比較した．
また，口腔機能低下症関連検査に関して
は，日本老年歯科医学会の研修機関 83 カ所
に調査票を送付し，2018 年 4～11 月の実施
状況や問題点を調査した 2)．
Ⅲ．結果
有床義歯咀嚼機能検査は，2016 年は 117 件
に過ぎず，多数歯欠損と総義歯の装着件数
（28.7 万件）の 0.04%に過ぎなかった．2017
年はやや増加したものの，0.2%にしか過ぎな
かった．2018 年に下顎運動測定と咀嚼能力
測定の算定が分離し，対象患者の適応範囲が
拡大したためやや増加した（0.4％）．
研修機関からの調査票の回収率は 83％で，
検査実施施設は 54％，未実施施設は 46％で
あった．4～11 月の平均の検査算定件数は施
設によるばらつきが大きく(中央値 3 件，最
大 96 件)，検査必要時間は平均 24 分であっ
た．実施できていない検査も多くみられた．
時間不足（14 件），実施困難（10 件）が問題
点として多く挙げられていた．

Ⅳ．考察
有床義歯咀嚼機能検査の実施件数が少な
かった理由として，検査結果をどのように臨
床に反映して，診断・指導・管理に活かせば
良いかに関しての指針等が無いことも一因
と考えられた．
2018 年の舌圧検査は 5118 件であったが，
65 歳以上の初診患者数 668 万人に比べると
極めて限定的な状況であった．実際には，舌
圧検査には舌接触補助床を装着または装着
を予定する患者も含まれていることを加味
すると，さらに少ない実施状況であった．口
腔機能低下症関連検査の保険導入から 2 カ
月後であるため，測定機器が普及途上であっ
たことも一因であろう．
研修機関における実施が少なかった理由
は，検査・書類作成に多くの時間が必要であ
ることや，健康保険の制約の多さも実施率の
低さの一因であろう．
これらについては，今後，検査方法の活用
の指針の作成，効率的な検査方法の確立，健
康保険のルールの改訂などが必要であろう．
また，患者指導において，当講座で開発し
た「口腔機能年齢（お口年齢）」3)の使用も効
果的な管理のために有効であると考える．
Ⅴ．文献
1）佐藤裕二, 北川 昇, 七田俊晴，社会医療
診療行為別調査からみた新規導入補綴関連
検査の実施状況，日補綴会誌 12:61-66, 2020.
2) 佐藤裕二, 北川 昇, 七田俊晴, 畑中幸子,
内田 淑，新たに医療保険に導入された口腔
機能低下症の検査・管理の実施状況，老年歯
誌，34:415-421, 2020.
3)佐藤裕二，口腔機能低下症の検査結果を用
いた口腔機能年齢（お口年齢），日本老年歯
科医学会第 31 回学術大会抄録集，掲載予定，
2020.
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デンチャーおよびデンタルプラークにおける細菌とカンジダ構成比の相関
関係
○藤波和華子 1），西川 清 2），尾澤昌悟 1），長谷川義明 2），武部
愛知学院大学歯学部

Ⅰ．目的
デンチャープラーク構成微生物の中で，真菌
のカンジダ属は口内炎や誤嚥性肺炎等の日和見
感染を起こす病原真菌として早くから注目され
てきた．しかしデンチャープラークはカンジダ
単独のバイオフィルムではなく，様々な口腔常
在細菌との複雑な共凝集体である．さらにカン
ジダ属の検出状況にはプラーク検体ごとに大き
な変動が観察されることから，その増殖や定着
に対し共生的あるいは拮抗的に作用する細菌種
の存在が予想される．我々は，そのような細菌
の候補をスクリーニングすることを目的に，
個々のプラーク構成細菌とカンジダ間の量的な
相関関係の有無を統計学的に検討した．
Ⅱ．方法
1. プラーク検体の採取
義歯メインテナンス中の外来患者の中から全
部床義歯，オーバーデンチャー，多数歯欠損症
例の部分床義歯装着者を対象とし，義歯の研磨
面と粘膜面に付着したデンチャープラークの
他，根面やインプラント，支台歯に付着したデ
ンタルプラークも採取した（本学倫理委員会承
認 No. 500）．今回はデンチャープラーク 15 検
体とデンタルプラーク 8 検体の合計 23 検体を
まとめて解析した．
2. 解析方法
プラーク中に含まれる総細菌 16S rDNA・V3V4 領域の網羅的な塩基配列決定は Illumina 社の
次世代シーケンサーMiSeq を用い，個々の細菌
の属・種レベルまでの推定と構成比は QIIME を
用いて解析した．カンジダ属については，全カ
ンジダ属共通配列および Candida albicans 種特
異的配列をそれぞれ標的とした絶対定量的リア
ルタイム PCR (AQPCR)を行い，これらと同時に
取得した総細菌 16S rDNA の AQPCR データと
のモル比換算により，検体ごとの総細菌量に対
するカンジダ構成比を求めた．更に個々の細菌
とカンジダとの量的関連性を検討するため，細
菌属あるいは細菌種ごとに 23 検体分の細菌—カ
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1)

純 1）

有床義歯学講座，2) 微生物学講座

ンジダ構成比データを集計し，Spearman の順位
相関係数検定を行った．
Ⅲ．結果
構成比において全カンジダ属と正の相関を示
した細菌は，乳酸桿菌属とレンサ球菌属を含め
た，ごく少数の通性嫌気性菌にとどまった．一
方，負の相関を示した細菌は属レベルで 10 を超
え，偏性嫌気性菌や運動性菌群が多い傾向が認
められた．また Candida albicans 種に絞った相
関解析においても，全カンジダ属の場合と類似
した傾向が認められた．
Ⅳ．考察
前回本学術大会発表時よりも倍増した検体数
を用いた本解析において，レンサ球菌属とカン
ジダ属のプラーク内構成が前回同様正の相関を
示したことは，先行研究 1)で示された細胞レベ
ルでの両菌属間共生関係を裏付けている．更に，
別の先行研究 2)にてカンジダの増殖抑制能が示
された Fusobacterium 属については，本解析では
カンジダ属に対し量的に負の相関を示した．つ
まり『カンジダと共生関係にある細菌は量的に
正の相関，拮抗関係にある細菌は負の相関を示
す』との作業仮説と合致する例が正と負の両面
で示され，カンジダの増殖や定着に影響する口
腔常在細菌種の同定を目指したスクリーニング
手段として，本解析法の有用性が示唆された．
一方，Lactobacillus zeae や Bulleidia 属など，
これまで注目されなかった細菌も，本解析によ
り強い相関を示すものとして絞り込まれてお
り，このような細菌属・細菌種とカンジダとの
新たな相互作用の可能性に着目し，今後更なる
検討を加えていく予定である．
Ⅴ．文献
1) Cavalcanti IMG, et al.: Pathog Dis, 74(3): ftw002,
2016.
2) Bor B, et al.: Sci Rep 6, 27956, 2016.

義歯洗浄剤および洗口液が Candida glabrata の増殖抑制に及ぼす影響

◯ 村上智彦 1)，野村太郎 1)，小林琢也 1)，下山 佑 2)，佐々木実 2)，近藤尚知 1)
1)岩手医科大学歯学部

補綴・インプラント学講座，2)岩手医科大学

Ⅰ．目的
口腔のケアに対する意識が高まっている現
在，種々の義歯洗浄剤や洗口液が市販されてい
る．義歯洗浄剤の効果についてはこれまでに
様々な検討がなされ，義歯洗浄剤の使用により
義歯に付着した微生物の増殖抑制効果が報告さ
れている．また，演者らは洗口液の使用によっ
て も 義 歯 性 口 内 炎 の 原 因 菌 で あ る Candida
albicans の増殖が抑制されると報告してきた．
しかし，我々の報告を含めこれまでの報告は，
C. albicans を対象にしたものが多い．近年，義
歯性口内炎の他の原因菌として非 albicans 属が
注目されつつある．そこで今回，C. albicans に
次いで義歯性口内炎患者から検出頻度が高い
Candida glabrata に着目し，義歯洗浄剤や洗口液
が義歯床用レジンに付着した C. glabrata の増
殖抑制に及ぼす影響について検討した．

分子微生物学分野

は義歯洗浄剤ではメーカー指示に従い，洗口液
では 30 秒間振盪（60 rpm）した（実験群）．ま
た PBS（－）溶液中で同様に振盪したものをコ
ントロール（以下，Con）とした．実験群および
コントロールのレジンブロックに付着していた
菌を回収後，YPD 寒天培地に播種，培養（37˚C，
24 時間）しコロニー数を計測した．
Ⅲ．結果
各培養時間で Pe のみ減少率は少なかったも
のの， C. glabrata のコロニー数はすべての実験
群でコントロールより有意に減少しており（p <
0.01），その減少率は約 90～100%だった．図に 1
時間培養時のグラフを一例として示す．
Ⅳ．考察

結果から義歯洗浄剤ならびに洗口液による洗
Ⅱ．方法
浄は C. glabrata の増殖抑制効果を有すること
本研究で使用した義歯洗浄剤は，酵素入りポ が示された．また実験群内の比較で，Pe の減少
リデント®（以下，Po），部分入れ歯用ポリデン 率が低値であったのは，他の実験群と比較し殺
ト®（以下，P-Po），タフデント®（以下，To），青 菌的に作用する成分が含有されていないことが
ピカ®（以下，B-Pi），赤ピカ®（以下，R-Pi）の 原因として考えられた．
5 種類，洗口液はモンダミン®ペパーミント（以

口腔内には種々の菌が存在し，バイオフィル
下，Pe），モンダミン®プロケア α（以下，α），リ ムを形成していることや，C. glabrata 以外の非
ステリン®クールミント（以下，Lis-C），リステ albicans 属も義歯性口内炎に関与するという報
リン®クールミントゼロ（以下，Lis-Z）の 4 種類 告もあることから，今後も検討を続ける必要性
とした．
があるものの，本研究結果から，実際に使用中

C. glabrata ATCC 2001 株を YPD 液体培地で の義歯においても，義歯洗浄剤や洗口液の使用
24 時間前培養後，PBS（－）溶液に懸濁し，実 により義歯に付着した C. glabrata の増殖を抑
験用菌液（1.0 × 107 CFU/ml）として調製した． 制できる可能性が示唆された．
菌液を加熱重合型義歯床用アクリルレジンブロ
ック（10 × 10 × 5 mm，#400 耐水ペーパーで研
磨）に 100 µl 滴下し，好気的条件下で 4˚C，2 時
間培養した．その後，試料を洗浄し，非付着性
の C. glabrata を洗い流した．C. glabrata が付着
したレジンブロックを YPD 液体培地中で 37˚C，
1，3，6，12 時間培養した．培養終了後，試料を 図
義歯洗浄剤および洗口液に浸漬した．浸漬時間
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1 時間培養時のコロニー形成数

QCM センサを利用した義歯表面の洗浄効果の検討
〇松本卓巳 1，三宅晃子 2，小正 聡 1，吉田智和 3，梶田恵介 3，田代悠一郎 1， Yang Yuanyuan1，
Zhang Honghao1，小正 裕 2，岡崎定司 1
大阪歯科大学 歯学部 欠損歯列補綴咬合学講座 1，医療保健学部 2 ，小林製薬株式会社ヘルスケア事業部 3

1．緒言
近年の超高齢社会において，義歯の汚れは義
歯性口内炎や誤嚥性肺炎の原因となりうると言
われており，義歯を清潔に保つことが必要とさ
れている．その為，生体親和性があり，洗浄効
果が高い義歯洗浄剤を用いて，簡便に義歯を清
潔に保てることは，患者の QOL の向上に重要で
ある．しかし義歯洗浄剤の洗浄力について定量
的に評価した研究は未だ少ない．そこで今回は
酵素 A に着目し，ナノグラムレベルの脱着量を
定量化できる水晶動振子マイクロバランス
（ QCM） 法 を 利 用 し ， 義歯 表 面 を 模倣 し た
PMMA QCM センサを用いた汚れの除去効果，
そして義歯表面を模倣したレジン円板を用いた
吸光光度計分析によるバイオフィルムの除去効
果について評価することを目的とした．
2．材料と方法
市販の Au QCM センサを piranha 溶液にて表
面洗浄後，スピンコート法にて PMMA QCM セ
ンサを作製した．センサ上の PMMA の成膜を走
査型プローブ顕微鏡（SPM）と走査型Ｘ線光電
子光分析装置（XPS）にて確認を行った．成膜確
認後，汚れの物質としてウシ血清アルブミン，
洗浄剤として酵素 A（実験群；小林製薬株式会
社からご提供）もしくは PBS（対照群）を使用
し，QCM 装置を用いて PMMA QCM センサ表
面に付着したウシ血清アルブミンの付着量と洗
浄剤の使用により除去できたウシ血清アルブミ
ン量を測定し，洗浄剤を用いたことによるアル
ブミンの除去率を求めた．測定は各 3 回ずつ行
い，student の t 検定により統計学的解析を行っ
た．有意水準は 5%未満とした．
次に S. aureus 菌液を用意し、菌液濃度を OD=1
まで希釈した．菌液準備完了後，レジン円板を
12 ウェルプレートに入れ，2 ml 菌液を各材料表
面に加え，37℃のインキュベーターで 24 時間培
養した．培養後，実験群を酵素溶液
（0.1mg/100ml）に，対照群を PBS に 5 分間浸漬
した．各材料を 12 ウェルプレートから取り出
し，滅菌リン酸緩衝生理食塩水（PBS）にて軽く
洗い，付着しない細菌バイオフィルムを除去し
た．１ml の 0.05% (w/v) crystal violet 染料溶液を
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各材料表面に加え，20 分間室温で染色した．そ
の後，各材料を PBS にて軽く洗い，残留染料を
除去し、新しい 12 ウェルプレートに移し、95％
エタノールを各材料に加え、20 分間振動しなが
ら脱色した．脱色後、各ウェルから 100μl のエ
タノールを 96 ウェルプレートに移し，マルチマ
イクロプレートリーダーM50S (Spectra Max M5;
Molecular Devices 社製)にて波長 595nｍの吸光
度を測定した．測定は各 3 回ずつ行い，student
の t 検定により統計学的解析を行った．有意水
準は 5%未満とした．
3．結果
SPM の観察結果より，作製した PMMA QCM
センサは PMMA のノジュール構造を認めたが，
Au QCM センサと表面粗さを比較しても差異は
認められなかった．XPS の結果では，Au QCM
センサは構成元素である金（Au）のピークを認
め，PMMA QCM センサでは PMMA の構成元素
である炭素（C）と酸素（O）のピークを認めた．
以上により PMMA QCM センサでは PMMA が
成膜されていることが明らかとなった．
QCM の測定結果より，実験群は対照群と比較
して有意に高い汚れの除去率を認めた．吸光光
度計分析の結果より，実験群では対照群と比較
して有意に高いバイオフィルムの除去量を認め
た．
4．まとめ
以上より，PMMA QCM センサに付着したア
ルブミンもしくはレジン円板に形成された
Staphylococcus aureus のバイオフィルムは酵
素 A により除去できていることが観察され
た．そのため，酵素 A は義歯表面への洗浄・
殺菌効果があることが明らかとなった．

粉末タイプ義歯安定剤の組成と粉液比が動的粘弾性および操作性に与える影響

○岡﨑ひとみ，吉田和弘，村田比呂司
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 歯科補綴学分野

Ⅰ．目的
近年，義歯安定剤の科学的な見直しが進み，適切
に使用した場合，義歯の維持安定性や咀嚼機能お
よび満足度の向上が認められるなど，多くの肯定
的な報告がなされている．これらの機能的効果は
咬合時に床下粘膜へ伝わる刺激を本剤が軽減して
いることにより生じるとされており，われわれは
義歯安定剤の粘弾性特性が影響していると推察し
ている．
本研究では，粉末タイプ義歯安定剤の基本的組
成および粉液比が動的粘弾性および操作性に与え
る影響について検討した．

Ⅲ．結果
すべての因子およびその交互作用において有意
であった（P < 0.05）
．粉液比が大きく，CMC-Na の
割合が大きくなるほど，η’および η”は増加する傾
向となった（図）
．CMC-Na を含む試料では粉液比
が大きくなるにつれて tan δ の値が減少したが，
PVM-MA 単体の試料では増加した．各係数に対す
るそれぞれの因子の寄与率を算出したところ，η’
および η’’ は粉液比が約 40 %と高く，一方 tan δ は
組成の違いが約 40 %であった．
CMC-Na と PVM-MA の配合が 50:50 かつ粉液比
0.125 の試料と，配合が 25:75 かつ粉液比 0.25 の試
料について，80 %以上の歯科医師が操作性と義歯
Ⅱ．方法
床での広がりやすさは適切であると回答した．こ
1. 試料調整
の 2 種類の試料はどちらも η’および η’’が約 100
本研究では，粉末タイプ義歯安定剤の成分とし Pa・s であり，tan δ が 1 に近い値であった．
て頻用されている水溶性高分子であるカルボキシ
メチルセルロースナトリウム（CMC-Na）とメトキ Ⅳ．考察
シエチレン無水マレイン酸共重合体（PVM-MA）
操作性が良好な材料は， η’が約 40～130 Pa・s，
を用いた．試料は CMC-Na と PVM-MA を 100:0， η” が約 30～230 Pa・s，tan δ が約 0.7～1.0 の値で
75:25，50:50，25:75 および 0:100 の 5 種類の割合で あった．本研究の結果より，粉液比および組成は
配合し，粉液比は 0.125，0.250，0.375，0.500 の 4 異なった動的粘弾性値に影響を及ぼすことが示唆
種類とした．それぞれ粉末と蒸留水を 30 秒間自動 された．
練和機（スーパーらくねる Fine/ジーシー社製）を
用い混和した．
2. 動的粘弾性の測定
ストレス制御式レオメーター（AR-G2，TA インス
ツルメント社製）を用い，ジオメトリーは直径 2 cm
および 6 cm のフラットプレートとした．ギャップ
は 1 mm とし，測定温度 37 ℃の条件下で，周波数
0.01～100 Hz で測定を行った．動的粘性率（η’）
，
動的損失粘性率（η’’）および η’/η’’ で表される損失
正接（tan δ）の 3 つの粘弾性係数値を算出し，1.0
Hz における値を比較，検討した．
統計処理は 2 元配置分散分析を用いた．
Ⅴ．文献
1) Murata H, Taguchi N, Hamada T, Nikawa H.
3. 操作性の評価
Dynamic viscoelastic properties of tissue
臨床経験 3 年以上の歯科医師 10 人を対象と
conditioners in non-resonance forced vibration
した．20 種類の試料に手指で触れてもらい，操
method. J Jpn Prosthodont Soc. 1996;40:590–7.
作性および義歯床での広がりやすさの 2 点につ
いてそれぞれ 3 段階で評価を行った．
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義歯安定剤使用者に向けた新しい義歯洗浄法の開発

〇原田佳枝，堀之内玲耶，神園健人，濱坂厘杏，下田平直大，村上

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科

Ⅰ．目的

格，西

恭宏，西村正宏

口腔顎顔面補綴学分野

剤の試作品と既存製品と比較したところ，試

超高齢化社会を迎えた我が国では，義歯使用 作品の方がアクリルレジンや義歯粘膜面か
者が増加してきている．それに伴い義歯安定剤・ らのクリームタイプ義歯安定剤除去が容易
義歯洗浄剤等の義歯ケア製品の使用規模は拡大 であることが分った（図１）．
してきている．高齢者において義歯の洗浄を含
む口腔ケアは，様々な疾病を予防する上でも重
要であるが，義歯安定剤使用者に向けた義歯ケ
ア製品の開発研究は殆ど行われていない．我々
はこれまでに，クリームタイプ義歯安定剤の除
去方法として，酵素を用いた義歯洗浄法を提案
したが

，非水溶性成分の除去が困難であると

1)

いう欠点があった．今回，我々は検討を重ねた
結果，この不溶性成分の除去に適した方法を見
出したので報告する．
Ⅱ．方法

図１：義歯粘膜面に付着したクリームタイプ
義歯安定剤に対する除去実験結果．試作品の
方は，既存製品よりも義歯安定剤（可視化の
ためオイルレッドで着色済み）が除去でき
た．

市販クリームタイプ義歯安定剤を用い，義歯
洗浄剤溶液による除去実験を行った．Harada- Ⅳ．考察
Hada et al.1)の方法に従い，一定面積の義歯床用

実験結果より，一定範囲の HLB 値を持つ

アクリルレジン上に義歯安定剤をモールドを使 界面活性剤はクリームタイプ義歯安定剤使
用して均一に塗布し，試料とした．溶液に一定 用後の義歯洗浄法に適していることが示唆
時間試料を浸漬後，試料上に残留した義歯安定 された．
剤の写真を撮り，Image J (NIH, Bethesda, MD) を
用いて測定した義歯安定剤の残存面積に対し， Ⅴ．文献
スコアをつけて評価した．さらに，適切な HLB 1) Harada-Hada K, Mimura S, Hong K, et. al.
値を持つ界面活性剤を含有した泡タイプ義歯洗 Accelerating effects of cellulase in the removal of
浄剤の試作を行い，既存製品と比較した．

denture adhesives from acrylic denture bases.
Journal of Prosthodontic Research, 61(2): 185192, 2017.

Ⅲ．結果
一定範囲の HLB 値を持つ界面活性剤のみ，
溶液浸漬によってクリームタイプ義歯安定剤が
除去できることが分かった．さらに，義歯洗浄
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新規バイオセンサの使用による無発泡性義歯洗浄剤の洗浄効果の検証
〇小正 聡 1)，三宅晃子 2)，田代悠一郎 1)，高尾誠二 1)，Yang Yuanyuan1)，Zeng Yuhao1),Li Min1)，Yan Sifan1)，
岡崎定司 1)
1)

大阪歯科大学歯学部

欠損歯列補綴咬合学講座，2)医療保健学部

Ⅰ．目的
義歯・補綴装置上の汚れは誤嚥性肺炎や義
歯性口内炎，口角炎を引き起こしやすく，高
齢者の高い QOL を維持するためには，口腔
内の衛生管理が必要不可欠である．しかし，
口腔内に使用される歯科材料は多種多様で
あり，それぞれに清掃条件が異なり統一した
エビデンスが少ない．我々はこれまでに物質
の吸着および脱着をナノグラムレベルで定
量できるバイオセンサである QCM センサを
利用し，義歯表面の汚れの付着システムにつ
いて検討してきた．本研究では現在多く使用
されている無発泡性犠牲洗浄剤が義歯表面
の汚れに対してどのような効果を生じるの
か検証したので報告する．

口腔工学科

び牛脂滴下後 PMMA センサ表面にアルブミ
ン及び牛脂が吸着し，デントムース滴下後に
は PBS 滴下後と比較して顕著に吸着したア
ルブミン，牛脂が脱離したことが観察され
た．また、表面解析したところアルブミン及
び牛脂を滴下したセンサは PMMA センサよ
りも表面粗さが増加し，アルブミン，牛脂滴
下後にデントムースを滴下すると表面粗さ
は測定前の PMMA センサの表面粗さに近づ
くことが確認された．
Ⅳ．考察
以上よりデントムースは無発泡性の義歯
洗浄剤として義歯表面の汚れを落とす能力
があることが示された．我々の先行研究によ
り，発泡性の義歯洗浄剤では材料表面の細菌
の除去は行えるものの，タンパク質や汚垢は
除去しにくいということを明らかにしてい
る．したがって，無発泡性義歯洗浄剤は義歯
表面の汚れを多く除去できる洗浄剤として
期待できる．

Ⅱ．方法
本研究で使用した無発泡性義歯洗浄剤は
株式会社 Bee Brand より提供いただいたデン
トムースであり，対照群には PBS を使用し
た．義歯表面の汚れには口腔内細菌およびそ
の接着に関与するタンパク質ならびに汚垢
があげられる．前者に関しては，黄色ブドウ
球菌のバイオフィルムを使用した検討を行
った． また，後者に関 しては QCM 装置
（AFFINIX QNμユニット型；initium 社）を
使用した．市販の Au QCM センサ表面に
PMMA を成膜した PMMA QCM センサを作
成，PBS 液相中で汚れ物質としてウシ血清ア
ルブミン，牛脂汚垢を滴下し口腔内での義歯
表面の汚染を模倣した．その後，実験群およ
び対照群を滴下，センサの共振周波数変化を
経時的に測定した．測定は各３回行い，共振
周波数の変化量からセンサ表面での物質の
着脱量を求め，student の t 検定により統計学
的解析を行った．有意水準は 5%未満とした．

Ⅴ．文献
1. 小正 聡．義歯の汚れー義歯を測る．日
本義歯ケア学会誌
2018; 10(1): 9-15.

Ⅲ．結果
細菌実験の結果，デントムースは有意に高
い洗浄効果を示すことが明らかとなった．ま
た，QCM 測定の結果により，アルブミン及
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義歯治療による唾液性状への影響

○川西 範繁，星 憲幸，一色ゆかり，熊坂 知就，木本 克彦
神奈川歯科大学大学院歯学研究科 口腔統合医療学講座

補綴・インプラント学

Ⅰ．目的
我々は現在まで，口腔乾燥症などを始めとす
る様々な口腔不快症状に対する補綴治療の有効
性を調査してきた．その結果，義歯治療による
唾液量（特に刺激時唾液量）の増加・改善が，
口腔内症状，口腔カンジダ症の改善に大きく影
響している可能性を示唆した．しかし，唾液は
単純に量が増減するものではなく含まれる成分
も注目するべきであると考えた．そこで，唾液
成分の中から代謝物質に着目し調査を行うあた
り，安静時唾液と刺激時唾液間の差 1)，日内変
動などの影響 2)を調べ基礎データとして報告し
てきた．この基礎データを元に義歯装着による
影響を調べ義歯が唾液代謝物質に影響を与えて
いる可能性が示唆された．
本研究では，義歯治療により唾液代謝物質に
どのような影響があるか検討したので報告す
る．

なお，本研究は神奈川歯科大学倫理審査委員
会(No. 243 )承認のもと実施された．治療前に
十分に研究内容の説明を行い，同意を得たうえ
で実施した．

Ⅱ．方法
対象は，本学附属病院補綴科に来院され義歯に
よる治療が必要と判断された 10 名を対象とし
た．被験者の口腔内状態としては，臼歯部での
咬合支持が確立されていない状態の患者を対象
とした．
唾液採取は，義歯治療開始前（以下，治療前），
義歯装着後に調整を終え義歯が安定した時点
（以下，治療後）の２度採得を行なった．
唾液採取方法は，安静時唾液は吐唾法を用い，
刺激時唾液はガム法を用いて実施した．治療後
においてそれぞれ安静時唾液と刺激時唾液を採
取した．唾液試料解析には，採取開始から５分
経過後の唾液を用いるように統一化している．
採取日時は基礎研究から得られた結果から，
週始め月曜もしくは火曜日と設定し，採取時間
は 9:00〜12:00 と規定し実施した．
採取した唾液は， 4 ℃で 2.5 時間遠心分離
を行った後にキャピラリー電気泳動−質量分析
装置（CE-MS）を用いてイオン性代謝産物の測定
を行い，治療前後における安静時唾液と刺激時
唾液での唾液代謝物質の変化を分析した．

Ⅳ．考察
今回の結果より，義歯治療により咬合回復を
行うことで唾液代謝物質に影響が出ることが示
唆された．特に，刺激時唾液においては安静時
唾液と比較して顕著な変化を認めることができ
た．現在までに口腔内の症状に対しては，補綴
治療による唾液量改善が症状緩和に関係してい
ることがわかっている．加えて今回の結果より
唾液量だけではなく唾液中成分（代謝物質）が
症状改善に関係している可能性が考えられた．
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Ⅲ．結果
本研究の結果，治療前，治療後どちらのタイ
ミングにおいても，安静時唾液と刺激時唾液の
間には唾液代謝物質に差が認められ，基礎デー
タと同様の結果が得られた．また，治療前と治
療後において安静時唾液、刺激時唾液共に唾液
中代謝物質が変化していることを確認した。
高濃度に検出できた代謝物質 96 のうち 14 の
唾液代謝物質にて安静時，刺激時唾液を合わせ
た全体から有意な変化が認められた．また、安
静時唾液のみでは 3，刺激時唾液のみでは 14 の
代謝物質において治療前後で有意な変化を確認
することができた．

Ⅴ．文献
1)Okuma N el. Effect of masticatory stimulation on
the quantity and quality of saliva and the salivary
metabolomic profile. PLoS One. 2017 Aug
15;12(8):e0183109
2) Kawanishi N el. Effects of inter-day and intra-day
variation on salivary metabolomic profiles. Clinica
Chimica Acta,489,2019,41-48.
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UV 照射による抗菌性付与金属床材料の開発

〇小正

聡 1)， Zhang Honghao1)，Yang Yuanyuan1)，Li Min1), Yan Sifan1)，西崎

1)

大阪歯科大学歯学部

宏 2)，岡崎定司 1)

欠損歯列補綴咬合学講座，2)医療保健学部

Ⅰ．目的
我々の過去の研究では，義歯床用材料のみ
ならず金属床用材料も汚れが付着しやすい
という結果を示している．また，義歯への汚
れの付着は材料の表面性状にかかわらず，表
面電位や化学性状が関与している可能性を
明らかにした．したがって，汚れの付着阻害
には材料表面の修飾が必要であると考えら
れる．そこで，我々はこれまで多くの研究報
告を残してきた UV 処理を金属床材料の一
つである純チタン金属表面に施すことで抗
菌性を付与することを試みたところ興味あ
る知見が得られたので報告する．

口腔工学科

Ⅳ．考察
以上の結果により，金属床用材料の一つで
ある純チタン金属に UV 処理を施すことで，
口腔内細菌の付着およびバイオフィルム形
成阻害に有用であることが明らかとなった．
酸化チタンに UV 処理を与えることで，材料
表面に親水性を付与し、強力な酸化力が接触
する細菌等の有害物質を除去するものと推
察される．本実験では波長の短く強度の高い
UV を短時間で照射させるという新手法を
用いたことで，純チタン金属に対する本処置
が今後の義歯材料表面の改質に大きな影響
を与えるものと推察される．昨年度、義歯ケ
ア学会で発表したチタンアパタイトドープ
義歯床用材料の開発について，この実験の際
も光触媒作用として UV は大きな役割を果
たした．その結果からも UV 処理が義歯材料
表面の改質のファクターとして有用なこと
は明らかである．

Ⅱ．方法
実験材料として JIS2 級の純チタン金属板
を使用した．その後，254 nm の波長の UV を
15 秒照射したものと UV 無照射のものを実
験群とし，無処理の純チタン金属板を対照群
とした．表面解析として SEM，SPM，XPS を
用いて解析を行った．また、各群表面の蒸留
水の接触角を測定した．材料表面で
Actinomyces oris strain MG1 株 1 時間培養後，
各種材料表面を Live/Dead 蛍光染色し，共
焦点レーザー顕微鏡によって観察した．ま
た、播種 6 時間後の各種材料表面におけるバ
イオフィルム形成量をクリスタルバイオレ
ット染色において評価，解析を行った．なお、
実験は 3 回行い，統計学的解析は student の
t 検定を用いて行い，有意水準は 5%とした．

Ⅴ．文献
1. Zhang H, Komasa S, Mashimo C, Sekino T,
Okazaki J. Effect of ultraviolet treatment on
bacterial attachment and osteogenic activity
to alkali-treated titanium with nanonetwork
structures. Int J Nanomed 2017; 12: 4633-46.

Ⅲ．結果
SEM，SPM の観察では対照群と実験群で
大きな差は認めなかった．XPS の観察では実
験群で C のピークの減少を認めた．また，接
触角は実験群で親水性を示した．細菌の初期
接着の比較では，UV 処理により，細菌の付
着はほぼ消失した．また，バイオフィルムの
形成量は実験群で有意に低い値を示すこと
が明らかとなった．
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「リライン」「リベース」の用語の教科書における使用の変遷

○五十嵐憲太郎，鈴木亜沙子，永田

俊介，古谷

佳輝，郡司

敦子，木本

日本大学松戸歯学部

統，河相 安彦

有床義歯補綴学講座

年）では「改床法 (rebasing, relining)」，
さらに「relining（再裏装法）」
，
「rebasing（改
床法）」として記載されていたが，第 4 版
（2004 年）では「リライニング」と「リベ
ース」に，第 5 版（2009 年）以降では「リ
ライン」「リベース」の記載となった。
スタンダードパーシャルデンチャー補綴
学」では，初版（1997 年）では「リライニン
グ」の用語が用いられていたが，改定初版
（2006 年）以降では「リライン」
「リベース」
の記載となった。一方，初版が 1950～1960
年代である「総義歯補綴学（沖野）」
（1964 年）
では，リラインに相当する用語を「床裏装法
(rebacing: 表記ママ)」，リベースに相当する
用 語 を 「 床 再 製 法 (reconstruction,
duplication)」と表記し，
「全部床義歯学（中
沢）」（1960 年）では，それぞれ「改床法・
裏 装 法 （ relining, rebasing ）」，「 復 床 法
(reconstruction, duplication)」と表記してい
た。また，
「全部床義歯補綴学（林ら）」
（1982
年）では，それぞれ「裏装(reline)」，「改床
(rebase)」と記載されており，ほぼ同時期に
刊行された「バウチャー無歯顎患者の補綴治
療」
（原著 7 版，1981 年）の日本語訳版には
「リライン」「リベース」の表記が見られ，
以後も一貫して両表記が用いられていた。
Ⅳ．考察
2001 年以降に発行，改訂された教科書に
ついてはおおむね「リライン」「リベース」
の表記に統一されており，歯科補綴学専門用
語集に準拠した用語が教育に用いられたと
考えられた。しかし，これ以前に発行された
教科書については用語が一定でないことか
ら，教育を受けた年代によって「リベース
(rebasing)」の用語が用いられ，定着してい
る可能性が示唆された。また，1981 年に発
行された「バウチャー無歯顎患者の補綴治
療」では当初よりリライン・リベースの用語
が用いられており，この書籍が用語の選定に
影響を与えた可能性が示唆された。

Ⅰ．目的
日本補綴歯科学会では，リラインの定義を
「義歯床粘膜面の１層だけを新しい義歯床
用材料に置き換え，義歯床下粘膜との適合を
図ること」，リベースの定義を「人工歯部以
外の義歯床を新しい義歯床用材料に置き換
え,義歯床下粘膜との再適合を図ること」と
している。現在，日本の歯学教育で標準的に
用いられている教科書では，両者の定義は明
確に区別されている。一方，日本補綴歯科学
会のリラインとリベースのガイドラインで
は，「広義では，両者を併せてリベースとい
うこともある」との記載もあり，実際の臨床
場面において「リベース」を「リライン」の
意味で用いていることがしばしば見受けら
れる。この用語の関する混同の原因は明らか
ではないが，臨床に携わる歯科医師がこれま
でに受けてきた教育が影響している可能性
が考えられる。そこで，本研究では我が国で
用いられてきた教科書におけるリラインお
よびリベースに関する記載について書誌学
的に調査し，用語の変遷を明らかにすること
を目的とした。
Ⅱ．方法
我が国で用いられている有床義歯補綴学
（総義歯・局部床義歯）の教科書「無歯顎補
綴治療学」
「歯学生のパーシャルデンチャー」
「スタンダードパーシャルデンチャー補綴
学」の全ての版および，総義歯補綴学にこれ
まで使用されてきたと考えられる教科書「総
義歯補綴学（沖野）」
「全部床義歯学（中沢）」
「全部床義歯補綴学（林ら）および「バウチ
ャー無歯顎患者の補綴治療」の日本語版の全
版の合計 7 種・17 冊について，リラインお
よびリベースの章に相当する部分の該当用
語について調査を行った。
Ⅲ．結果
「無歯顎補綴治療学」においては，初版
（2004 年）以来すべての版で「リライン」
「リベース」として記載されていた。「歯学
生のパーシャルデンチャー」の初版（1979
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全部床義歯装着者における咀嚼能力と筋肉量との関連性
〇柳原有依子 1)，鈴木啓之 1)，清水健登 1)，金澤学 1)，駒ヶ嶺友梨子 1)，添田ひとみ 1)，浅見茉里 1)，
水口俊介 1)
1)

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科

Ⅰ．目的
高齢者において骨格筋量の低下は，筋力や身体
機能の低下（サルコペニア）を引き起こし，フレイ
ルや転倒・骨折，寝たきりにつながる可能性があ
る．近年の研究により，健康な高齢者において咀嚼
能力と握力に関連がある 1 ことや，サルコペニアの
進行には咀嚼能力の低下が関連 2 することなどが
明らかになっている．これらのことから，歯を喪失
した高齢者に対して欠損補綴を行い，咀嚼能力を
改善することは，骨格筋量，さらには筋力や身体機
能の維持・改善に効果的である可能性が示唆され
る．全部床義歯装着者における咀嚼能力と骨格筋
量，筋力との関連はいまだ明確にはなっていない．
そこで我々は，全部床義歯装着者の咀嚼能力と骨
格筋量および筋力との関連性を検討した．
（COI 開
示なし）
Ⅱ．方法
本研究対象者は，上下全部床義歯装着者 14 名（男
性：2 名，女性 12 名，平均年齢：77.6±6.6 歳）と
した．アウトカムは咀嚼能力，体重，体幹筋肉量，
四肢筋肉量，握力とした．咀嚼能力については，色
変わりガム（キシリトール咀嚼チェックガム，ロッ
テ）を用いて評価を行った．参加者に毎秒 1 回の
速度で 100 回，色変わりガムを咀嚼させた後，ガ
ムを回収し，1.5 ㎜厚に圧接，色彩色差計（CR-13，
コニカミノルタ）を用いて測定し，咀嚼能力評価値
（ Masticatory Performance Index applying colorchangeable chewing gum (MPIG)）3 を算出した．体
重，筋肉量については，マルチ周波数体組成計
（MC-780A，タニタ）を用いて評価を行った．ま
た，握力については，参加者の左右の握力をデジタ
ル握力計（TKK5401，竹井機器工業）により 3 回
ずつ測定し，左右それぞれの平均値を算出，左右で
値の高い方を用いて評価を行った．統計解析は，咀
嚼能力と体重，筋肉量や握力との関連を検討する
ために Spearman の相関分析を行った．なお，すべ
ての統計処理には SPSS Ver. 26 (IBM Japan)を用い，
有意水準はすべて 5%とした．

27

高齢者歯科学分野

Ⅲ．結果
本研究参加者の MPIG の平均値は 86.7±25.7
であり，体重，体幹筋肉量，四肢筋肉量，握力
の平均値はそれぞれ，52.7±7.6kg，20.6±2.9kg，
16.3±4.1kg，21.2±9.2kgf であった．MPIG と体重，
筋肉量や握力との間の関連については，MPIG
と握力（rs=0.554，p=0.040）との間に有意な正の
相関を認めた．一方で，MPIG と体重（rs=0.292，
p=0.311），体幹筋肉量（rs=0.201，p=0.492），四
肢筋肉量（rs=0.020，p=0.946）との間には有意な
相関関係は認められなかった．
Ⅳ．考察
本研究結果は全部床義歯装着者において，実
測値を用いた詳細な咀嚼能力評価は，筋力を評
価する一つの指標となる可能性を示唆してい
る．一方で，本研究においては咀嚼能力と体重
や筋肉量との間に相関を認めなかったが，これ
は，本研究の被験者間において，体重や筋肉量
の差が少なかったことによるものであると考え
られる．今後は，被験者数を増やすとともに，
多変量解析により全部床義歯装着者の咀嚼能力
と骨格筋量や筋力との関連を明確にしていくこ
とが必要である．さらに今後は，本研究で検討
しなかった全部床義歯装着者の咀嚼能力と身体
機能との関連についても検討していきたい．
Ⅴ．文献
1. Morita K, et al. Factors related to masticatory
performance in healthy elderly individuals. J
Prosthodont Res. 2018;62:432-435.
2. Murakami M, et al. Relationship between chewing
ability and sarcopenia in Japanese communitydwelling
older
adults.
Geriatr
Gerontol
Int.2015;15:1007-12.
3. Hama Y, et al. Masticatory performance-related
factors in preschool children: establishing a method
to assess masticatory performance in preschool
children using colour-changeable chewing gum. J
Oral Rehabil. 2017;44:948-956.
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義歯清掃に対する意識調査
高齢者介護施設の職員へのアンケート調査
○渡邊 諒 1), 杉浦有佳子 1), 足立ことの 1), 山本寛明 1), 石田 健 2), 三輪俊太 2), 岩堀正俊 1),
都尾元宣 1)
1)

朝日大学歯学部口腔機能修復学講座歯科補綴学分野,

Ⅰ．目的
我が国の高齢化率は平成 28 年度で 27,3%
と増加しており, それにともない要介護認
定される高齢者も増加の一途をたどってい
る. また現在高齢者の死亡原因の第７位で
ある誤嚥性肺炎も今後増加していくと考え
られる. これを予防するためには, 残存歯の
ケアのみならず義歯の清掃に対しても重要
性が高いと考えられる. しかし, ひとたび介
護状態になると義歯の管理は所有者本人で
はなく家族や介助者の第 3 者が行うことが
多くなり, 今後は老人ホームや特別養護老
人ホームなどの介護施設職員にもその役割
を担っていかなければならない.
そのため本研究は今後の義歯ケアの普及と
水準向上のための一助として, 特別養護老
人ホームの職員にアンケート調査による意
識調査を行い, 若干の知見を得たため報告
する.

2)

JA みなみ信州歯科診療所

か, ⑭義歯の清掃法を知っているか, ⑮義歯
の清掃をしたことがあるか, またどのよう
に清掃しているか, ⑯義歯洗浄剤を知って
いるか, ⑰義歯洗浄剤の目的や効果を知っ
ているか, ⑱義歯ブラシを知っているか, ⑲
義歯ブラシを使ったことはあるか, ⑳各種
義歯ブラシの知識, 使用経験, の 20 項目を
調査した.
Ⅲ．結果
332 名のうち 290 名の回答が得られ, 回答
率は 87.3％であった. 男性 60 名, 女性 222
名, 未回答 8 名であった. 保有資格は介護福
祉士が全体の 67.6％で最も多かった. 現施設
に 入職する 前に義 歯をみ たことあ る人は
91.0％にもおよび, そのうち以前の職場や家
族内でという回答が 79.2％を占めた. 実際施
設内で義歯に触れる職員は全体の 84.5％で
あった. 口腔ケアと誤嚥性肺炎との関係を
知っている人は 93.7%に達したが, 実際勉強
会などで義歯ケアについて教わったことが
あるのは 53.1％で, 義歯ケアの雑誌や本を読
んでいる人は 28.6％であった.

Ⅱ．方法
調査協力の得られた岐阜県と長野県にあ
る特別養護老人ホーム 5 施設の職員（医療職
を問わず）332 人を対象とし, 全員に無記名
にて義歯に対する知識についてアンケート
を行った. 回答は単一回答形式（二項選択回
答形式と一部は無制限式複数回答形式）で行
った.
質問項目は①性別, ②年齢, ③介護に関わ
る資格, ④入職する以前の義歯経験, ⑤現施
設での勤続年数, ⑥普段施設内で口腔内お
よび義歯に触れる機会があるか, ⑦講演, 勉
強会等で「義歯の使用について」教わったこ
とがあるか, ⑧｢義歯ケア｣についての雑誌
または本を読んだことがあるか, ⑨口腔ケ
アと肺炎のリスクには関係があることを知
っているか, ⑩義歯の着脱方法を知ってい
るか, ⑪クラスプがある義歯を外したこと
があるか, ⑫義歯安定剤を知っているか, ⑬
入居者に義歯安定剤を使用したことがある

Ⅳ．考察
入職以前から義歯を知っている人数が多
く, 現在の超高齢社会と介護状態の高齢者
における欠損補綴として多く使用されてい
ることを確認できた. ただし施設内での業
務は多岐にわたるため, 口腔清掃や義歯ケ
アに関心があっても時間がかけられないの
が現状である. 介護施設において義歯ケア
の重要性は理解されているが, 自身で勉強
する機会が得られにくいため, 専門性を持
った歯科医師がセミナーや講演などを行い,
周知・指導したうえで他職種連携を図る必要
がある. 今後も施設職員には義歯ケアに対
する状況把握は必要不可欠であると同時に,
一般の方にも義歯の情報を周知させていく
必要があると考えられた.
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日本義歯ケア学会会則
（名称）
第１条 本会は日本義歯ケア学会(The Japan Denture Care Society)と称する。
（目的）
第２条 本会は義歯および義歯ケア全般に関して広く研究し、国民の歯科医療、保健、福祉の貢
献および会員の知識の向上を目的とする。
（会員）
第３条 1)本会の会員は、本会の目的に賛同するものをもって構成する。
(1)正会員：本会の目的に賛同し、入会を希望するものとする。
(2)賛助会員：本会の目的に賛同してこれを援助する個人または団体とする。
(3)名誉会員：本会に対し特に功績のあった者で、総会で推薦された者とする。但し名誉
会員は会費を要しない。
2)本会に入会を希望する者は所定の申込書に必要事項を記入し、入会金および会費を添え
理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
3)会費を継続して3年以上滞納したとき、理事会の議を経て総会の承認後退会とする。
（役員）
第４条 1)本会に次の役員を置く。
理事長１名
副理事長（会長）１名
理事若干名
幹事若干名
監事若干名
2)理事長および理事は理事会を組織し、本会の目的達成のための必要事項を審議、企画
および処理を行う。学術大会大会長ならびに次期学術大会大会長は理事として理事会
に出席する。
3)理事長は理事会でこれを推薦し、総会において選出する。副理事長、理事は理事会に
おいて適当と認められ、総会で承認を得たものとする。監事は理事会の推薦により理
事長が任命し、職務を委嘱する。幹事は理事会の推薦により理事長が任命し、職務を
委嘱する。
4)役員の任期は２年とする。但し、再任を妨げない。
（会計）
第５条 1)本会の事業年度は４月１日より翌年３月３１日とする。
2)本会の経費は、入会金、会費、賛助会費、寄付金、その他で支弁する。その収支は総
会において報告し承認を得るものとする。
3)会費は別に定める。
4)会計は担当の理事及び幹事が行う。
（事業）
第６条 1)本会は毎年１回の総会と１回以上の学術講演会を行う。但し理事長が必要と認めた場
合、または理事の３分の１以上からの請求があったときは、これを招集しなければなら
ない。
2)定期の総会は次の事項を審議する。
(1)理事長、副理事長及び理事の選出
(2)前年度の事業並びに会計報告
(3)当該年度の事業計画並びに予算
3)本会は各種委員会を理事会の承認のもとで設置することができる。
4)本会は会誌などの刊行を行う。
5)本会は表彰事業を行う。
表彰事業規定を別に定める。
6)本会は認定医、認定士およびマイスター等による専門知識と技術の普及を行う。
認定医、認定士およびマイスターの認定制度規程および認定制度委員会規程について
は別に定める。
7)その他理事長または理事会で必要と認めた事項
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(事務局)
第７条 事務局は理事長がこれを定める。
(会則の変更)
第８条 本会会則の改廃は理事会の審議を受け、総会の決議により行う。
附則
・本会則は平成２０年４月１日より施行する。
・平成２５年１月２７日改正
・平成２６年１月１２日改正
・平成２７年１月２４日改正
・平成３０年 1 月２８日改正
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日本義歯ケア学会表彰事業
（Japan Denture Care Society Award）
規程
（趣 旨）
第１条

日本義歯ケア学会（以下「本会」という。）会則第６条 4）項に基づく表彰事業は、この規程
の定めるところによる。

（目 的）
第２条

本会の目的並びに対象とする領域における学問及び技術等の発展・充実に寄与する優
れた学術論文・学術口演等の発表者を表彰するため学会優秀賞（Japan Denture Care

Society Award）を設ける。
（種 類）
第３条

学会優秀賞の種類は、次のとおりとする。

（１） 優秀学会賞
（２） 優秀奨励賞
（３）

優秀口演賞

（４）

優秀ポスター賞

（資 格）
第４条
（１）

各賞は、次の各号に該当する功績を対象とする。
優秀学会賞は、学術論文を介して、本会の発展に顕著に貢献した研究者を顕彰する
ために設けるものであり、応募年度の本会機関誌に掲載された論文とする。又、過去３年
間に本会学術大会等で発表し、且つ国内外の関連学術雑誌に掲載(印刷中は除く)され
た論文も対象とする。

（２）

優秀奨励賞は、本会の進歩発展に貢献し､若く優れた研究者を育成かつ助成する目
的から設けるものであり、応募年度の本会機関誌に掲載された論文とする。又、過去３年
間に本会学術大会等で発表し、且つ国内外の関連学術雑誌に掲載(印刷中は除く)され
た論文も対象とする。

（３）

優秀口演賞並びに優秀ポスター賞は、本会学術大会の口演並びにポスター発表を介
して、会員相互の学際的学術交流を深め、本会の発展に顕著に貢献した研究者を表彰
する目的から設けるものであり、表彰年度の本会学術大会において、口頭並びにポスタ
ーによって発表された学術研究とする。

第５条

各賞の対象者は、次の各号に該当する者とする。

（１） 優秀学会賞は、応募年度において、４０歳以上の者とする。
（２） 優秀奨励賞は、当該論文の筆頭者で、応募年度において、３９歳以下の者とする。
（３） 前各号の賞においては、応募年度を含め３年以上継続して本会会員である者とする。
（４） 優秀口演賞並びに優秀ポスター賞は、本会学術大会において､口演並びにポスター
による発表者とする。
（５） 前号の賞においては、発表時において本会会員である者とする。
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（募集等）
第６条 優秀学会賞並びに優秀奨励賞の募集は、本会機関誌において行う。また、優秀口演賞並
びに優秀ポスター賞については、本会学術大会開催時の広報活動において行う。
（選 考）
第７条

各賞は、学会優秀賞推薦委員会において、それぞれ毎年２名以内を選考し、各賞の選
考経過並びに表彰候補者を理事長に報告する。

（決 定）
第８条

学会優秀賞受賞者は、理事長の承認を経て決定する。

第９条

各表彰者には、賞状（楯 等）を総会その他適当な機会において授与する。

第１０条 各表彰者の氏名、業績内容等を本会機関誌に公表する。
（学会優秀賞推薦委員会）
第１１条 各賞の候補者を調査選考するため、掲載論文と学術大会発表とにおいて推薦委員会を
設ける。
第１２条 推薦委員は、理事長が理事を含む会員の中から若干名を指名する。
第１３条 推薦委員会の委員長は、理事長が理事の中から指名し、委員会の会務を統括し、議長と
なる。
第１４条 推薦委員会委員長は、各賞に必要な事項を審議し、その結果を理事長に報告する。
第１５条 推薦委員会は、当該年度をもって解散する。
(細 則)
第１６条 この規程の施行についての細則は、理事会の議決を経て、別に定める。
（改 廃）
第１７条 この規程を改廃する場合は、庶務担当理事の発議により、理事会の協議・承認を得なけ
ればならない。

附

則
１

この規程は、平成 24 年 11 月 10 日から施行する。
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令和 2，3 年度

日本義歯ケア学会役員

理事長
河相安彦

（日本大学松戸）

副理事長
村田 比呂司

理

（長崎大学）

事

會田 英紀

（北海道医療大学）

市川 哲雄

（徳島大学）

岡崎 定司

（大阪歯科大学）

織田 展輔

（高知県開業）

木本 克彦

（神奈川歯科大学）

洪

（東北大学）

光

近藤 尚知

（岩手医科大学）

佐藤 裕二

（昭和大学）

鈴木 哲也

（東京医科歯科大学）

武部 純

（愛知学院大学）

坪井 明人

（東北大学）

西村 正宏

（鹿児島大学）

水口 俊介

（東京医科歯科大学）

都尾 元宣

（朝日大学）

米山 喜一

（鶴見大学）

監

事

濱田 泰三

（東北大学，広島大学）

細井 紀雄

（鶴見大学）

幹

事

秋葉 徳寿

（東京医科歯科大学）

木本 統

（日本大学松戸）

黒木 唯文

（長崎大学）

佐藤 佑介

（東京医科歯科大学）

野村 太郎

（岩手医科大学）

星 憲幸

（神奈川歯科大学）

諸熊 正和

（長崎県開業）
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賛助会員
株式会社ジーシー
亀水化学工学
株式会社トクヤマデンタル
株式会社ニッシン
株式会社モリタ
グラクソ・スミスクライン株式会社
ネオ製薬工業株式会社
ウエルテック株式会社
株式会社バイオテック

グローバルジャパン

株式会社デントケミカル
ロート製薬株式会社
株式会社三和デンタル
小林製薬株式会社
ライオン株式会社
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