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《 総説 》

電動歯ブラシの歯垢除去効果について
高橋 英和
東京医科歯科大学 歯学部 口腔保健学科
口腔保健工学専攻 生体材料加工学分野
１．はじめに

をより減少し，副作用があってもわずかな一時的な

口腔ケアは健常者の健康を維持するのみでなく，

ものでしかないとしている．しかしながら，電動歯

有病者においても誤嚥性肺炎の予防や脳の活性の維

ブラシ間の比較をするには試験数が少なく，どの種

持向上にも有用とされ，口腔ケアの重要性が指摘さ

類の製品が優れているかは比較ができず，製品間の

れている．

差を評価する試験が必要とされている．

いままで，口腔ケアには手用歯ブラシが主に用い

多くの歯垢除去効果を評価している研究では，被

られていた．しかし，最近はテレビ等においても若

験者を用いて行っているために，被験者は歯ブラシ

い女性が小型の電動歯ブラシを用いて口腔清掃を行

が異なることを知っているために，バイアスが入り

う CM が放送され，電動歯ブラシへの関心がより高

やすく，客観的な正確な比較をすることは難しい．

まっている．

また，結果も主に「使い勝手」
「磨き心地」という感

従来の電動歯ブラシは電気モータを内蔵し，歯ブ

想で評価することが多く，「歯がツルツルになった」

ラシの刷毛部が前後もしくは左右に振動するもの，

というような主観的な表現で評価されていることが

または，回転運動するものが主流であった．ところ

多い．そのため，客観的な評価をするためには専用

が音波振動，超音波振動素子を用い，従来の電動歯

の試験機を用いた試験が望ましい．そこで，電磁式

ブラシよりもブラシの振動数が多い際品が市販され

材料試験機を改良して，歯ブラシを歯列模型に一定

てきている．音波歯ブラシ，超音波歯ブラシは従来

圧で加圧して一定速度で歯ブラシを移動できる装置

のモータを用いる電動歯ブラシより軽いものが大き

を考案した２）．この装置を用いて電動歯ブラシの歯

く，歯ブラシ時に感じる振動も小さい．

垢除去効果がどのようなものであるかを，日本歯科

最近の音波歯ブラシ，超音波歯ブラシの広告には，

医師会歯科器材検討委員会報告３）として調査する機

音波や超音波によるキャビテーション効果（空洞効

会を得た．本稿ではこの調査報告書をもとに電動歯

果）のためにブラシから離れた部位のプラークを除

ブラシの特徴とその歯垢除去効果について解説する．

去できる，イオンパワーを強めて歯垢除去効果を増
加した，細菌の細胞膜を破壊することで不溶性グル

２．音波歯ブラシ，超音波歯ブラシとは

カンを除去できる，などの文章が記載されている．

電動歯ブラシは電気モータで刷毛部を前後もしく

しかしながら，実際にこれらの音波歯ブラシ，超音

は左右に振動する，もしくは回転運動していた．電

波歯ブラシの歯垢除去効果がどの程度かの調査は非

動歯ブラシの中で刷毛部の振動数を大きくしたもの

常に少ない．

が音波歯ブラシ，超音波歯ブラシと呼ばれている．

最近のコクラン・コラボレーションの文献調査に

人の可聴音範囲は 20Hz から２万 Hz（20ｋHz）と

よる報告１）によると，回転式の電動歯ブラシが往復

され，この範囲内の往復振動するものを音波歯ブラ

振動の電動歯ブラシよりも短期間では歯垢と歯肉炎

シ，これ以上の振動数で往復振動をするものが超音

波歯ブラシとされている．

刷毛繊維の振動は刷毛部に対して垂直な方向が主

参考までにいくつかの音波歯ブラシ，超音波歯ブ

であったが．SOM では刷毛部と平行な方向の振動も

ラシの外見を図１に示す．なお，音波歯ブラシでは、

観察された．刷毛に対して垂直な方向のストローク

ヘッドの振動数、超音波歯ブラシでは超音波端子よ

数と振幅を図３および図４に示す．音波歯ブラシの

り発せられる超音波の振動数を示している．これら

ストローク数は，SOM を除き，24,000 から 31,000

の歯ブラシの刷毛部を図２に示すが，手用歯ブラシ

bspm でモードを変えてもストローク数の変化は認

と全く同じ形状のものと，異なる考えのもとに製作

められなかったが，SOM はモードを変更することで

されたものがあることが理解できる．

ストローク数は 11,000 から 24,000 bspm に変化し
た．また，超音波歯ブラシでは撮影速度より速く振
動しているためか，ULD では振動が観察されなかっ
たが，UMP と UTU では 16,000 と 21,000 bspm の
振動が測定された．
振幅は音波歯ブラシでは 0.3 から 2.0ｍｍであり，
もっとも大きな振幅が観察されたのは SYS であり，
モードを変えると若干の変化をしている製品がほと

図１

音波歯ブラシ（左）と超音波歯ブラシ（右）の外観

んどであった．しかし，超音波歯ブラシではほとん
ど振幅が測定されなかった．

図２

電動歯ブラシ先端の形状

３．電動歯ブラシのストローク数と振幅
音波歯ブラシと超音波歯ブラシの刷毛繊維の振動

表１

今回検討した電動歯ブラシ

の状況がどのようなものであるかを高速度カメラ
（Phantom V7.3，Vison Research）を用いて，刷毛
部の把柄側末端の毛束を側方ならびに上面から観察
した．今回検討した電動歯ブラシのメーカー表示の
振動数やモードを表１に示す．電動歯ブラシの振動
数は毎分何回歯ブラシが移動する（ストローク）か
で表現することが多く，9,000 ブラシストローク/分
（表中では bspm と略す）から 45,000 ブラシストロ
ーク/分が可聴音範囲の 20Hz から 20ｋHz に相当す
る．製品によってはいくつかの振動のモードがある．

図３

音波歯ブラシ，超音波歯ブラシのストローク数

まず，歯ブラシの刷毛部に水を滴下し，刷毛部が
水を含んだ状態としてから，次の３条件で刷掃した．
１）振動：電動歯ブラシを頬側に圧接し，それぞれ
の電動歯ブラシの回転．音波振動，もしくは超音波
振動のモードの中で，最も振動の大きいモードで 10
秒間刷掃した．２）ストローク：歯ブラシの振動を
行わずに，試験機を作動させて歯ブラシを近遠心的
図４

音波歯ブラシ，超音波歯ブラシの刷毛部の移動量

に 10 ｍｍ幅で 10 Ｈｚの正弦波形の運動で 10 秒間
刷掃した．３）振動+ストローク：電動歯ブラシの最

４．人工歯垢を用いた刷掃効果の評価
電動歯ブラシの宣伝では，優れた刷掃効果が謳わ

も振動の大きいモードで振動を行って,同様に試験
機で近遠心的に 10 ｍｍ幅での 10 秒間刷掃した．

れている．特に毛先のあたっていない部分も流体効

試験終了後，保持装置から顎模型を外して，撮影

果でプラーク除去が可能なごとくされている。しか

台に固定し，デジタルカメラにて撮影し，画像編集

し，実際の歯垢除去効果はどの程度なのであろう

ソフトと画像解析ソフトを用いて人工歯垢が除去さ

か？そこで各種歯ブラシの刷掃効果を知る目的で，

れている面積を算出した．

人工歯垢（人工プラーク，ニッシン）を 2 層塗布し

図７にいくつかの電動歯ブラシの歯垢除去面積を

たメラミン製人工歯を植立した顎模型を用いて，歯

示す．左の棒グラフが反転振動型電動歯ブラシ，中

垢除去効果を評価した．歯面刷掃評価装置として電

央が音波歯ブラシ，右の２つ棒グラフが超音波歯ブ

磁式小型材料試験機を改良したもの（図５）を用い

ラシであり，「振動+ストローク計算値」という項目

て，顎模型の頬側面を各種電動歯ブラシで刷掃した

があるが，これは振動のみでの歯垢除去面積とスト

のちに，人工歯垢の除去状況をカメラ撮影して評価

ロークのみでの歯垢除去面積を足したものであり，

した（図６）
．

これが「振動+ストローク（実測値）
」と比較して小
さな値であれば，振動があることはストロークとで
相乗効果が出ていることを示している．
反復回転の MBO では振動のみの刷掃効果が最も大
きく，ストロークでの値とほば同じ値であった．ま
た振動+ストローク（実測値）は振動+ストローク（計
算値）よりやや大きく，若干の相乗効果があると思
われる．
音波歯ブラシでは，振動のみでは歯垢除去面積は
小さく，SND ではほとんど除去できなかった．これは，
図５

歯面刷掃性評価装置

刷毛部が極細毛であることが影響していると考えら
れる．いずれも振動のみの歯垢除去面積は反復回転
の MBO よりも小さな値であった．振動のみによる歯
垢除去面積およびストロークのみによる歯垢除去面
積は製品により異なっているが，ブラシ刷毛繊維先
端の形状，振動幅や回数などが影響と考えられる．

図６

人工歯垢を塗布した人工歯（左）と刷掃試験後の人工歯

また,ほとんどの製品で振動+ストローク（実測値）

は振動+ストローク（計算値）よりやや大きくブラシ
振動とストロークによる相乗効果があると考えられ
た．

件について刷掃効果を検討した．
まず，音波歯ブラシで最も歯垢除去面積の大きか
ったSYSで振動を行いながら，ストローク幅10 ｍｍ，

超音波歯ブラシでは，ブラシの振動だけでは歯垢

振動数10 Hzで10 秒間の刷掃を行った．刷掃試験後

は歯面からほとんど除去できず，歯垢除去面積は 0

の前後の被験歯の状態を図８に示す．歯冠部の歯垢

であった．このことから，超音波歯ブラシを当てて

は一部除去されているが，歯間部の歯垢はほとんど

いるだけでは，刷掃効果は得られないといえる．UTU

除去されておらず，結果はほぼ前述の実験と同じで

では，ストロークのみとブラシ振動を加えたストロ

あった．

ークの歯垢除去面積に殆ど差が無かった．UMP におい

次に，水中で超音波によるキャビーテーション効

ては，ブラシ振動のみでは全く刷掃効果が得られな

果があると宣伝されている超音波歯ブラシのUTUを

かったが，ストロークと組み合わせることで，スト

用いて，顎模型全体を水中に浸漬した状態に歯垢が

ロークのみと比べて刷掃力が大幅に上がり，ブラシ

除去できるかを検討した．試験条件は「超音波＋振

振動とストロークの相乗効果があると考えられた．

動」のモードとし，ストローク幅10 mm，振動数10 Hz，

この実験結果から，電動歯ブラシであっても歯垢

10 秒の刷掃を行った．図９に結果を示すが，歯冠部

を除去できるのは刷毛部が当たるところだけで，機

の歯垢は一部除去されているが，歯間部の歯垢はほ

械的な振動がないと超音波振動だけでは歯垢除去は

とんど除去できていない．

難しいということがわかる．また，歯間部の歯垢は
頬側の刷掃だけでは全く除去されていない．

この２つの実験により水中におけるほうが若干歯
垢除去効果が大きいことが予想されるが，実際の口
腔内での歯ブラシ時に口腔内を水で満たして刷掃す
ることは不可能に近い．そのため，実際には刷毛部
が接触する部位以外の歯垢の除去は難しいことが予
想される．

図７

電動歯ブラシの歯垢除去面積

図８

音波歯ブラシを用いた刷掃試験前後の歯垢の残存状態

５．ストレプトコッカス・ミュ−タンスを用いた刷掃
効果の評価
前項の実験では人工歯垢の除去であり，実際の
口腔内での刷掃効果と異なることが考えられる．前
項の実験で全く歯垢が除去できていなかった歯間部
の歯垢を除去できるかについて，ヒト抜去歯にスト
レプトコッカス・ミュ−タンスの歯垢を付着させてい
くつかの実験を行った．この歯垢が付着した抜去歯
を前述の刷掃試験機の顎模型に設置し,以下の２条

図９

超音波ブラシを用いた刷掃試験前後の歯垢の残存状態

６．まとめ
歯垢の除去は基本的には機械的な刷掃が重要であ

10.1002/14651858.CD004971.pub2
２．髙橋英和，岩崎直彦，半田知之．電動歯ブラシ

り，刷毛部が接触しない歯間部のような部位の歯垢

の歯面刷掃性評価装置の試作。
歯機器誌

は除去できない．音波，超音波のみによる歯垢除去

14：63-65．

2009；

はあまり期待できないので，単に歯面に当てるだけ

３．髙橋英和，品田佳代子．歯科器材検討委員会 平

ではなく，ストローク運動のような機械的な刷掃を

成 20 年度調査報告「音波歯ブラシ・超音波歯ブ

併用する必要がある.しかし，手用歯ブラシよりも振

ラシの特徴」
．日本歯科医師会，2009

動を速く振動するので同じ時間であれば歯垢除去効

４．鼻戸由美，岸本

隆，佐藤安広．高速駆動音波

果は大きい．往復運動とのローリング運動を組み合

振動歯ブラシの歯垢除去性能改善効果．松下電

わせた複合的な高速駆動音波振動歯ブラシは，臼歯

工技報 2005； 53：25-31

部において歯垢除去率が有意に向上するという報告
４）

もある．また，使用感の評価では，音波式電動歯

５．フジテレビ商品研究所 商品研究レポート「音波
式歯ブラシの使用感と歯垢除去効果」

ブラシは手磨き用歯ブラシに比べて「歯のツルツル

http://www.fcg-r.co.jp/research/report1/20110428.ht

感」
「歯垢の取れるスピード感」「歯茎のマッサージ

m

感」
「歯茎の引き締め効果」「歯垢の除去効果」の項
目で評価が高いとされているが，歯垢除去率は手用
ブラシとは差がないとされている５）．また，歯間部
の歯垢はデンタルフロスなどの補助器具を用いた口
腔清掃が必要と考えられるが，最近は歯間部清掃専
用のヘッドを販売している製品もあるので，ヘッド
を変えることで効率的は刷掃が可能になると考えら
れる．
さらに高齢者の介助に電動歯ブラシが有効との報
告もある．しかし，初めて電動歯ブラシを使用する
と振動に慣れていないために拒絶反応を示すことが
あるとされるので，電動歯ブラシになじんでおくこ
とも必要であろう．いずれにせよ，電動歯ブラシだ
けを用いて口腔内の歯垢をすべて除去することは不
可能なので，過度な期待をせず使用していただきた
い．

参考文献
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powered toothbrushes for plaque control and
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《 総説 》

軟質リライン材、ティッシュコンディショナーおよび義歯安定剤の現状と課題
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

はじめに

高齢者では老化に伴い学習能力が低下する傾向が

厚生労働省の平成 17 年度歯科疾患実態調査中の

ある。このため新しく製作した義歯への順応が困難

「補綴物の装着の有無と各補綴物の装着者の割合」

なことが多い。以前に比べ無歯顎患者の対象年齢が

の結果

1)

をみると、年齢が高くなるにつれてブリッ

高くなり、さらに要介護高齢者数や訪問診療の対象

ジの装着率は低下し、逆に総義歯の装着率は急速に

者も増加することが予測され、今後順応性が低下し

2)

高くなる傾向があることがわかる（図 1） 。部分床

た状態で義歯を装着する患者が増えてくるものと予

義歯の装着率は 70～74 歳の年齢層でピークが見られ

測される。補綴処置にあたってはあまり口腔内の環

るが、その後いくぶん減少しているようである。

境を変化させないことが重要で、総義歯臨床ではリ

“8020 運動”の成果により歯の喪失数は減少してい

ラインによる処置の重要性がこれまで以上に増して

るが、80 歳以上で約 6 割の方が依然総義歯装着者で

くるものと考えられる。また義歯の維持・安定には

あるのも事実である。今後さらなる高齢化が進むこ

唾液が重要な役割を果たしているが、ある種の薬物

とにより、無歯顎補綴治療の対象者が急速に減ると

服用により唾液の分泌量が減少する患者が増加して

は考えにくい。また最近の無歯顎患者は以前の患者

いる。義歯安定剤のうち義歯粘着剤は介在唾液の粘

と比べると顎堤吸収の程度が著しくなっており、下

度を上昇あるいはその不足を補うという作用があり、

顎の対向関係や義歯床下粘膜の状態も良好でない患

床下粘膜と義歯床粘膜面間の維持力を向上させると

者が増加している。以前は無歯顎となる年齢は低く、

いう観点より有効である。そのため義歯粘着剤の需

比較的良好な顎堤を有する患者が現在よりも多かっ

要もこれまで以上に増してくるものと予測される。

たように感じる。このように義歯の維持・安定にと
って条件のよくない顎堤を有する患者が多くなって
きたが、口腔内の局所的因子のみならず無歯顎患者
の高齢化により高血圧性疾患、心疾患、糖尿病、脳
血管疾患などを有する患者も増加している。そのた
め全身疾患に対しても従前にも増して配慮する必要
性がでてきた。また加齢による唾液腺の変化、降圧
剤や精神安定剤などの薬物、シェーグレン症候群、
糖尿病や腎疾患などの慢性疾患により、口腔乾燥症
を有する患者も多くなっている。このような患者で
は義歯床下粘膜に潰瘍が生じやすく、義歯の維持力
も低下するなど補綴学的にも種々の問題が生じてく
る。

図1

年齢別各補綴物装着者の割合

（厚生労働省平成 17 年度歯科疾患実態調査より引用、一部改変）

軟質リライン材

ついで弾性的で口腔粘膜と同程度の弾性率を有する

リライン材は硬質材料と軟質材料に分類される。

シリコーン系軟質リライン材であった。弾性率が口

硬質リライン材は顎堤や床下粘膜に異常がなく、単

腔粘膜より低いティッシュコンディショナーは、軟

に義歯床粘膜面の適合性を改善する目的で適用され

質リライン材ほど咀嚼機能を回復する傾向は認めら

る。本材は主として直接法として使用され、常温重

れなかった。このようにアクリル系軟質リライン材

合型（化学重合型）レジンと光重合型レジンがある。

を応用した義歯が咀嚼機能をもっとも回復する傾向

軟質リライン材は、義歯床粘膜面の適合性が良好な

にあるが、可塑剤の溶出や吸水により次第に劣化し

義歯を装着しても、顎堤の著しい吸収、義歯床下粘

ていく傾向を示す（図 3）。一方、シリコーン系軟質

膜の菲薄化、骨の鋭縁の存在などが原因で咀嚼時疼

リライン材は吸水量と成分の溶出量が低く、高い耐

痛を生ずる症例に適応される。本材は主としてアク

久性を有している。

リル系とシリコーン系の材料が使用されている。ア

このように同じ軟質リライン材でも材料学的特性

クリル系は常温硬化（ゲル化、重合）型、光重合型、

が異なっており、症例に応じていかに効果的に多種

加熱重合型に、シリコーン系は常温重合型と加熱重

多様な材料を使いこなすかが重要である。今のとこ

合型にそれぞれ分類される。以前の常温重合型シリ

ろ理想的な軟質リライン材は開発されていない。こ

コーン系軟質リライン材はベースペーストとキャタ

れからの研究により耐久性の向上したアクリル系軟

リストペーストを練和紙上で混和し、縮合反応によ

質リライン材、より粘性的な性質を有するシリコー

り硬化するものであった。しかしながら、反応の過

ン系軟質リライン材、あるいは全く新しい素材を応

程で副産物としてエチルアルコールが生成され、こ

用した軟質リライン材の開発が望まれる。

のことが経時的な物性劣化の一因であった。1990 年
代半ば頃、本邦の企業がカートリッジで供給される
付加重合型シリコーン系軟質リライン材を開発した
3）

。本材は反応の過程で副産物を生成しないため、経

時的に劣化しにくい材料である。この製品が開発さ
れて以来、各社で開発される常温重合型シリコーン
系軟質リライン材はカートリッジタイプが主流とな
り、その硬化機序は付加反応と推察される。
軟質リライン材は材料間でその物性が大きく異な
っている。シリコーン系は粘性要素が少なく、弾性
的な性質を示す。一方、アクリル系は粘性と弾性を
兼ね備え粘弾性的な性質を有している

4)

。本材の機

能的効果は粘弾性的性質とその耐久性に大きく影響
される。一例として軟質リライン材の種類と最大咬

図2

軟質リライン材の種類と最大咬合力との関係

合力との関係を図 2 に示す 5)。すべての軟質リライ

被験者は通常のレジン床義歯で下顎に咀嚼時疼痛を訴える総義歯

ン材はレジン床義歯に比べ、最大咬合力が高くなり、

患者 10 名。下顎義歯にタイプの異なる義歯床用材料を適用し機能

食品の咀嚼時間も減少した。とくに粘弾性的すなわ

試験を行った。

ち咬合力に対して緩圧効果が高く、口腔粘膜と同程
度の弾性率を有するアクリル系軟質リライン材をリ
ラインした義歯が、もっとも咀嚼機能を向上させ、

（文献 5 より引用、一部改変）

て、アズレンとエリスロシンを含有したカラータイ
マーを有する抗菌性ティッシュコンディショナーも
実用化された。またポリマー型可塑剤を応用するこ
とにより可塑剤の低溶出化と義歯床からの除去性の
向上を目指した製品も開発されている 6）。
このように種々の製品が実用化されているが、本
材もまだ理想的な製品は存在しないと思われる。本
材の臨床的効果は柔軟性や特有の粘弾性によって発
図3

軟質リライン材の弾性率の経時的変化

揮されるため、材料のみならず対象となる顎堤粘膜

（文献 2 より引用、一部改変）

の粘弾性的性質の解明も必要である。将来的には新
しい素材を応用することにより、理想的な粘弾性的
性質、そしてさらなる耐久性と抗菌性を有した製品

ティッシュコンディショナー

の開発が期待される。

ティシュコンディショナーは、新義歯製作時の精
密印象やリラインの前に、不適合義歯や咬合の不調
和などによって生じた義歯床下粘膜の歪や変形、褥
瘡性潰瘍などの病変を回復させる目的で応用される。
また旧義歯や即時義歯の暫間裏装、およびダイナミ
ック印象にも適用される。本材が開発されたのは
1950 年代で、Kay-See Dental 社の Hydro-Cast が最
初である（図 4）6）。その後、多くの製品が国内外よ
り開発されてきた。
本材の粉末にはポリエチルメタクリレート（PEMA）
およびその共重合体が使用され、液は芳香族エステ
ルなどの可塑剤とエチルアルコールの混合物である。

図4

アルコールは PEMA を主成分とするティシュコンディ

ティッシュコンディショナーの変遷
（文献 6 より引用、一部改変）

ショナーには、操作性の観点より不可欠な添加物で
あり、通常数％～30％程度含有されている。しかし
ながら本材に含有されるエチルアルコールは使用中
口腔内に溶出し、経時的に劣化していく（図 5）。こ
の問題に対処するため、粉末にポリメタクリル酸ブ
チルを応用したアルコールを含有しないティッシュ
コンディショナーの開発が行われ、2000 年頃実用化
された（図 4）7）。
ノンアルコールティッシュコンディショナーのほ

図5

ティッシュコンディショナーの粘弾性の経時的変化

か、これまで特色のある製品が開発されてきた。本

貯蔵弾性率の値が低いほど、柔軟性が高いことを示す（３７℃、

材は他の床用材料に比べ汚れやすく、Candida を主体

蒸留水中に浸漬保管）
。（文献 6 より引用、一部改変）

とした微生物が内部に侵入してくる。この対策とし

義歯安定剤

義歯安定剤は適切な症例に正しく使用すれば効果

総義歯の維持力は、義歯床粘膜面と義歯床下粘膜

的であるが、患者の理解不足や歯科医師の誤った指
11)

との適合性、床用材料の親水性、辺縁封鎖性および

導により誤使用した場合、種々の弊害が生じる

介在唾液の量と粘度が関係する。適合性や辺縁封鎖

誤使用で最も多いのが、選択されるタイプの誤りで

性は義歯製作の技術に影響され、床用材料の親水性

ある。上述の日本補綴歯科学会の見解にもあるよう

は材料の選択による。しかしながら、唾液の量と粘

に、基本的には義歯安定剤のうち、クリームタイプ

度については、義歯製作技術では改善することがで

と粉末タイプの義歯粘着剤は、使用方法などを適切

きない。唾液のぬれは義歯の維持・安定に重要な役

に指導したうえで患者に勧めることができる。しか

割を果たしているが、ある種の薬物服用により唾液

しながら、ホームリライナーは為害作用が大きく推

の分泌量が減少あるいは口腔乾燥症を有する義歯装

奨しがたい。クリームタイプ義歯粘着剤については、

着者では義歯の維持力が低下する。介在唾液の粘度

適切な使用量を指示することが重要である。最近亜

を上昇させ、あるいはその不足を補う義歯安定剤（義

鉛を含有するクリームタイプ義歯安定剤の長期過剰

歯粘着剤）は、義歯の維持力を向上させる有効な方

摂取により、手足の無感覚、ヒリヒリ感などを呈す

法である

8）

。

。義歯安定剤は患者自身によって用いら

る銅欠乏性神経障害を生じた症例が報告された。本

れる市販材料である。義歯床を床下粘膜に固定する

患者は 68ｇの本製品を１週間で２本使用しており、

方法により、義歯粘着剤とホームリライナーに分類

通常１回の使用量は１ｇ以下と思われるが、通常で

され、さらに義歯粘着剤は剤型の違いにより、クリ

は考えられない量を使用していたようである。本製

ームタイプ、粉末タイプ、テープ（シート）タイプ

品は生産中止になったようであるが、適切な量を使

の 3 種類が存在する。ホームリライナーはクッショ

用すればこのような問題は生じないと思われる。そ

ンタイプのみである。

の他重要な事項として、義歯安定剤を使用し続ける

義歯安定剤の使用に関しては、これまで賛否両論

ことで、歯科医院への受診を怠り、リラインなど不

分かれ、むしろ否定的な見解が大多数を占めていた。

適合義歯に対する適切な処置が放置されることがあ

し か し な が ら 、 近 年 “Professional attitudes

り、このことは必ず避けなければならない。適切な

toward denture adhesives: A Delphi Technique

治療により義歯を製作あるいは修理、調整すること

survey of academic prosthodontists”という論文

が大前提で、義歯安定剤にのみ頼ることは避けるよ

9)

う患者を指導しなければならない。

が発表されるなど、義歯安定剤（義歯粘着剤）の有

用性を示す報告がみられるようになった。わが国に

現在、多くの義歯粘着剤が市販されているが、物

おいても日本補綴歯科学会は、
“義歯安定剤は、大別

性や味、持続性などの観点から、まだまだ改善すべ

してホームリライナーと義歯粘着剤とに分類できる

きことは多く、本材も理想的な材料はいまだ開発さ

が、前者（ホームリライナー）は維持力の向上は認

れていないと思われる。これまで本剤の開発は製薬

められても、むしろ為害作用が大きい場合のほうが

会社が行い消費者に供給し、患者の意見を聞きなが

多く、推奨できない。後者（義歯粘着剤）に関して

ら製品を改善してきたものと推察される。今後は歯

は、一定の条件下での使用であれば容認できるもの

科医師も製薬会社や歯科関連会社と共同で開発に携

と考える。その条件とは、歯科医師の管理下で実施

わるなど積極的に関与すべきと考える。本剤の有益

すべきであり、義歯の新規製作を前提とした、現有

性を最大限引き出し、また誤用を最小限にするため

義歯の修理（粘膜調整、床裏装、改床など）時にお

には、義歯安定剤は歯科医師の管理下に置くのが理

ける短期間の使用に限るべきである。”10)という見解

想ではないかと思う。さらに歯科医師による患者、

を示している。

介護者、家族などに対する義歯安定剤に関する教育

と指導が今まで以上に重要になると予測される。

evaluation. J. Dent., 34: 307-315, 2006.
8) 村田比呂司、濱田泰三、二川浩樹．欠損・審美補
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義歯洗浄剤による義歯床用レジンからの Candida バイオフィルム除去効果の
検討
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1. 緒

言

Candida は，義歯性口内炎や誤嚥性肺炎などの全身

4

疾患に関連している可能性が示唆されている

1, 2）

た

め，義歯洗浄剤の使用が推奨されている．しかしな
がら，義歯洗浄剤の効果について詳しく検討した報
告はない．本研究では，5 種類の市販義歯洗浄剤製
品を用いて義歯床用レジン試験片上に形成させた
Candida バイオフィルムの除去効果を比較検討した．
また，連日使用の必要性についても調べた．

2. 材料と方法
６

７

10 ～10 CFU/ml に調整した Candida albicans 標準
菌株（ATCC18804）を２種類の義歯床用レジン試験
片（クリアー，ライブピンク；パラエクスプレス® ，
ヘレウスクルツァージャパン株式会社，東京）を含
む培地で培養することによりレジン片上にバイオフ
ィルムを形成させた．このレジン片を 5 種類の義歯
洗浄剤［ポリデント®（グラクソ・スミスクライン株
式会社、東京）:PO ，タフデント®（小林製薬株式会
社、大阪）:TA，スカイデント®（株式会社マザーズ、
東京）:SK，ピカ®（ロート製薬株式会社、大阪）:PI，
パーシャルデント®（小林製薬株式会社，大阪）:PA］，
または純水（対照）:DW に 5 分間浸漬後，純水です
すいだ．その後レジン片をマイクロプレートに移し
替え，REDOX Indicator 添加 RPMI1640 培地を注入し
一晩培養後，残存菌量を濁度または蛍光量として測
定し洗浄剤単回使用試験を行った（EX:530,EM:590）
．
また，同様の手順にてそれぞれの試験片 30 個を用
い，浸漬・洗浄を繰り返し，義歯洗浄剤（PO）群，
対照（DW）群とで，各々1 日 3 個ずつを測定，5 日
間の洗浄剤連日使用試験を行った．
得られた結果の統計解析は各実験群と対照群の比
較を Mann-Whitney U-test (SPSS 14.0 J)で行った．

（蛍光量）
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図 1 単回試験での

図 2 連日試験での

残存菌量 (＊: p < 0.05)

残存菌量 (＊: p < 0.05)

5 種類の義歯洗浄剤による単回使用試験において，
レジン片上の Candida バイオフィルム除去効果は著
しく，どの洗浄剤も水と比較して統計学的に有意な
差が認められた．また，試験片間で比較したところ，
クリアー群よりもライブピンク群の方が除去されに
くかった．（図 1）
洗浄剤（PO）を 5 日間にわたって，連日使用した
場合と途中で水に切り替えたものとの除去効果を調
べたところ，洗浄を水で行った日は前日までに毎日
洗浄剤で行っていたとしても Candida バイオフィル
ムが除去できずに残存することが示された．
（図 2 ）
以上の結果から，含有成分が異なっても義歯洗浄
剤を使用することで，いずれのレジン片からも
Candida バイオフィルムが除去され，義歯洗浄剤の
有効性が確認された．また，義歯洗浄剤は使用指示
どおり，毎日使用するべきであることが示唆された．

4．文献
1) 二川浩樹，浜田泰三: デンチャープラーク．補綴
臨床別冊/口腔ケアのためのフォローアップシス
テム，医歯薬出版，東京，225-227，1996
2) Nikawa H, Hamada T, Yamamoto T: Denture plaque
past and recent concerns. J. Dent, 26: 299-304, 1998.

市販義歯洗浄剤の義歯安定剤に対する除去効果の評価
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１．緒

言

義歯洗浄剤は，義歯の日常におけるメンテナン
スにおいて重要な役割を果たしている1)．義歯の洗
浄を含む口腔ケアは，老人の肺炎のなかで最も頻度
が高い，不顕性肺炎など疾病を予防する上でも重要
である．義歯洗浄剤は次亜塩素酸，過酸化物，酵
素，酸など様々な成分を含んだものが存在している
が，その洗浄力の評価は，カンジダ菌など口腔内常
在菌に対する殺菌力についての評価に関する報告が
多く，その他の項目を評価したものは少ない．
今回の発表では，義歯に残留した義歯安定剤の除
去という新しい観点から，これまで評価されていな
かった，クリームタイプ義歯安定剤に対する義歯洗
浄剤の洗浄力について実験を行った．それにより興
味深い結果がでたので報告する．

２．材料と方法
2.1 材料
ホームケア用義歯洗浄剤について義歯安定剤に対
する溶解性を検討した。使用した義歯洗浄剤と義歯
安定剤を表１と２に示す．
表１ 実験に使用した義歯洗浄剤

表２ 実験に使用した義歯安定剤

2.2 方法
一定の面積の試料に義歯安定剤を均一に塗布後，
一定時間義歯洗浄剤溶液に浸漬した．その時のア
クリル板上の義歯安定剤の残留スコアを表３の通り
につけ，その数値をグラフ化した．
表３ 義歯安定剤の残留スコア基準

３．結果と考察
5種類の義歯安定剤に対する除去効果の結果を図
１に示す．

図１ 義歯安定剤の除去効果．洗浄液中に浸漬後のクリ
ー ム タ イ プ 義 歯 安 定 剤 （ TGP ， PGN ） は ， 粉 末 タ イ プ
（FSN）よりも残留し易く，除去により時間がかかった．

実験に使用した洗浄剤全てにおいてクリームタイ
プ（TGP，PGN）は2種ともに粉末タイプ（FST）よ
りも除去に時間がかかった． TGPではBを除く全て
の洗浄剤で精製水と同程度か，それ以上に義歯安
定剤を除去できた．PGNにおいては，A・B・E使用
時に，精製水と同程度かそれ以上に義歯安定剤を
除去できた．さらに，これら義歯洗浄剤のクリー
ムタイプ義歯安定剤の除去効果は，製品の成分に
もよるが，12～18時間以上の長時間浸漬した場合
に，精製水との違いを認め，精製水よりも除去能
力が高い傾向にあった．臨床的に義歯洗浄剤の使
用は長くても12時間程度と思われるので，その程
度で完全に義歯安定剤を除去できるのが理想的であ
る．
現在，適切な成分を選定中であるが，実験開始
当初に考えていた成分では，12時間以内に義歯安
定剤を除去することは困難で，現在様々な成分を
配合して，効果的に除去できる試作品を作製中で
ある．
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活性酸素を用いた義歯の消毒方法について
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言

歯科医療従事者は，診療環境内において細菌や
ウイルス等の感染に暴露する機会が多く，感染対策
として診療室における使用器具への消毒は行われて
いる．しかしながら，診療室で採得された印象材や
作製された模型などが集積される歯科技工所ではこ
れらに対する対策は重要視されない傾向にあり，環
境調査などからも細菌の検出が報告されている1)．
また，現在，主に用いられている薬剤による消毒
方法は，残留薬剤による健康被害や環境汚染などが
懸念され，また，技工所としても安心で安全な技工
物を提供できる消毒方法が必要である．
本研究では，活性酸素を応用した新たな消毒方法
を確立することを目的として歯科材料の義歯床用材
料に対する消毒方法による機械的性質，表面性状お
よび細菌付着への影響について検討を行ったので報
告する．

２．材料と方法
2.1 試験片作製
常温重合型レジンを用いて試験片（64mm×10mm
×3.0mm）を作製し，耐水紙(#1000)にて研磨後，24
時間水中保管した．
消毒条件は活性酸素（25分），歯科医療現場で主
に使用されている70％アルコール（30分）および
5％次亜塩素酸水溶液（30分）による薬液消毒，未
処理（コントロール）について比較検討した．
2.2 機械的強度測定
水 中 保 管 し た 試 験 片 を 小 型 卓 上 試 験 機 （ Ez
Test，島津）にて3点曲げ試験を行った．測定条件
は，クロスヘッドスピード1mm/min，支点間距離を
40mmとした．

３．結果・考察
3.1 機械的強度
3点曲げによる機械的強度試験においては，次亜
塩素酸消毒では未処理と比較し有意な材料強度の低
下を認めたが（p<0.05），活性酸素消毒では有意な
差は認められなかった．
3.2 表面粗さ
表面粗さ試験では，次亜塩素酸消毒において，未
処理と比較し算術平均粗さが有意に増加していたが
（p<0.05），活性酸素消毒では有意な差は認められ
なかった．また，走査型電子顕微鏡による表面形状
観察では次亜塩素酸消毒において材料表面の粗糙化
が確認されたが，活性酸素消毒では大きな変化は認
められなかった．
3.3 細菌付着試験
細菌付着試験では，活性酸素消毒では未処理と比
較しCandidaの付着量に差が認められなかったが，
次亜塩素酸消毒後では各培養時間において有意に付
着量が増加した（p<0.05，図1）．

図１

細菌付着試験

2.3 表面粗さ試験
接触型表面粗さ計（ハンディサーフ，東京精密）
を用いて，各試料の中心線粗さを3箇所測定し，そ
の平均値で算出した．

以上の結果より，今回使用した活性酸素による消
毒方法は材料物性及び表面性状に対する影響を最小
限にすることができ，消毒後の細菌付着においても
影響がなく有益な消毒方法であることが示唆され
た．

2.4 細菌付着試験
24時間培養したCandida albicansを供試菌とし，
菌 液 を KCl-buffer に て 調 整 し ， そ の 懸 濁 液 で
24well-plate内に配置した試験片を浸漬させ，2,4,6
時間（37℃）にて培養を行った．培養後は、PBS
に洗浄後，試験片に付着した生菌数を測定した。
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2.5 統計処理
一元配置分散分析を行い，多重比較検定
（Scheffe）を用いて有意差検定（p<0.05）を行っ
た．

義歯洗浄剤成分としての二酸化塩素の殺菌効果の検討
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二酸化塩素は人体に安全で、優れた消毒効果を
示す事はよく知られており、1944年からアメリカ
で、その後ヨーロッパでも広く水道水の消毒に使用
されるようになった。
日本においては1994年に厚生労働省から酸化殺菌
能を有する食品添加物として認められ、現在では、
水道施設の技術的基準を定める省令により浄水また
は浄水処理過程での使用が認められている。
さらに近年、悪臭の元となる物質を分解する能力
を有することも明らかになってきており、消臭効果
についても注目が集まっている。そこで、本実験の
目的は、二酸化塩素と次亜塩素ナトリウムの
Candida albicans(C.albicans)に対する殺菌能、およ
びバイオフィルム除去能について比較，検討するこ
ととした。

ムに比べ、短時間で発揮されたことがわかった（図
3，4）。
二酸化塩素の殺菌能

３．結果・考察
二酸化塩素の殺菌能は、次亜塩素酸ナトリウムと
比較してカンジダアルビカンスに対して低い濃度で
より高い殺菌能を示した（図1，2）。また、二酸化
塩素のバイオフィルム除去能は次亜塩素酸ナトリウ
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2.1 C.albicansに対する殺菌能
C.albicansを、37℃YM培地で一昼夜培養後、対数増
殖期の菌を集菌し滅菌蒸留水にて2回洗浄後、最終
濃度が10５cells/mlになるように調整した。次に、二
酸化塩素濃度が1、5、10ppmに、次亜塩素酸ナトリ
ウムの濃度が100、150、200ppmとなるように調整
した希釈液200μlに菌液200μlを加え、室温で30、
60、90、120秒間放置した。この溶液をカンジダGE
培地に接種して37℃24時間培養後、コロニー数を測
定した。
2.2 C.albicansバイオフィルムに対する除去能
１ ％ ウシ 胎 児 血清 含 有 RPMI1640培 地 中 に、
C.albicansが105 cells/mlになるように調整し，培養
液した。その培養液を96穴マイクロプレート１穴あ
たり100μlずつ添加し、37℃ 48時間培養し、プレー
ト底面にバイオフィルムを形成させた。次に、その
培養液を吸引し 、二酸化塩素の濃度が1、5、10
ppm、次亜塩素酸ナトリウムの濃度が100、150、
200ppmとなるように調整した希釈液100μlを１実験
群につき3穴ずつ添加し、室温で30、60秒、5、15
分、1、3、6時間放置した。そのプレート中の抗菌
剤を吸引し、蒸留水200μｌで3回洗浄した後、190   μ
ｌの蒸留水と Microbial Viability Assay Kitより作製
した試薬10   μlを添加、37 ℃ 2時間培養後450 nmの
吸光度を測定し、バイオフィルム残存率を算出し
た。

1ppm

8

残存菌数log(CFU)

言

残存菌数log(CFU)

１．緒
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図４ 次亜塩素酸ナトリウムのバイオフィル
ム除去能
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フッ素系モノマーの添加が硬質リライン材の物性に及ぼす影響
吉田

和弘1

村田

比呂司1

黒木 唯文2

1長崎大学大学院医歯薬学総合研究科歯科補綴学分野
2長崎大学病院

１．緒

言

硬質リライン材は不適合となった義歯床と床下
粘膜の適合性を向上させる目的で、広く用いられて
いる。本材は加熱重合レジンと比較して、吸水性や
硬さで劣り、劣化しやすい傾向にある。これを改善
するため、フッ素系モノマーを含有したリライン材
は有効と考えられる1）。そこで本研究では、フッ素
系モノマーを添加したリライン材を試作し、いくつ
かの物性について評価した。

料は水中浸漬による各粘弾性係数値の変動が小さく
なる傾向であった。
曲げ試験の結果においても，フッ素系モノマー含
有試料は曲げ強さおよび曲げ弾性係数ともに高い値
を示し、弾性傾向が強くなる結果となった。
吸水量および溶解量は、フッ素系モノマーの添加
により有意に低下した（p < 0.05）（図2）。
硬化挙動は、フッ素系モノマー含有試料がコント
ロール試料と比較して硬化時間が有意に短くなった
（p < 0.05）。

２．材料と方法
本研究では poly（ethyl methacrylate）とiso-butyl
methacrylateからなるコントロール試料（i-BMA）
と 、 フ ッ 素 系 モ ノ マ ー で あ る 2,2,2-trifluoroethyl
methacrylateを30 %含有したフッ素系モノマー含有
試料（i-BMA/TFEMA）を作製した（表1）。とも
に重合開始剤として過酸化ベンゾイルを、重合促進
剤としてp-tolyldiethanolamineを添加し、粉液比は
1.6とした。
動力学的性質の評価には、動的粘弾性自動測定器
（レオバイブロン DDV-25FP-W，エー• アンド•
ディ社製）を用いた。試料は0.6×7.0×30 mmの板
状に作製し、表面は耐水研磨紙1000番で研磨を行
い、各試料5 個ずつ作製した。測定は試料作成直後
および37 ℃の蒸留水中1週間浸漬後に、測定温度
37 ℃、周波数0.01〜100 ㎐の条件で測定した。得
られた結果から貯蔵弾性率（E’）、損失弾性率
（E’’）、損失正接（tanδ）を算出した。各材料間
の比較は、口腔内の状態をシュミレートしていると
考えられる37 ℃、1.0 ㎐で行った。
吸水量および溶解量の測定は、50×0.5 mmの円
盤状に各試料5 個ずつ作成し、ISO規格1567に準じ
て行った。
曲げ試験は、万能材料試験機（インストロン
5566，インストロン社製）を用いた。試料は64×10
×3.3 mmの板状に5 個ずつ作製し、ISO1567に準じ
て行った。得られた結果から、曲げ強さおよび曲げ
弾性率を算出した。
硬化挙動の測定にはオシレーティングレオメータ
ー（セイキ社製）を用い、37 ℃における硬化時間
をそれぞれ5 回ずつ測定した。本実験では、測定開
始の振幅を100 %として、振幅が75 %にまで減少し
た時間を硬化時間とした。
統計処理は、t-検定を用いた。

３．結果
37 ℃、1.0 ㎐の条件下において、フッ素系モノ
マー含有試料はコントロール試料と比較して有意に
低い損失弾性率（E’’）と損失正接（tanδ）を示し
（p < 0.05）、粘性要素が少なく弾性傾向が強い傾
向であった（図1）。またフッ素系モノマー含有試

表1 本実験で使用した材料

図１ E’およびE’’

図2

吸水量および溶解量

4．まとめ
本研究で用いた poly（ethyl methacrylate）および
iso-butyl methacrylate を主成分とする硬質リライン
材へのフッ素系モノマーである 2,2,2-trifluoroethyl
methacrylateの添加は、吸水量および溶解量を低下
させた。そのため、本材の物性の経時的変化が減少
し、耐久性が向上したと考えられる。

1)

文 献
吉田和弘，黒木唯文，西村正宏ほか：フッ素
系モノマーの添加がPEMAおよびi-BMAを主
成分とする硬質リライン材の物性に及ぼす影
響．日本補綴歯科学会九州支部平成22年度学
術大会プログラム• 抄録集: 36, 2010.

セリシンパウダーの添加が義歯床用アクリルレジンの表面ぬれおよび曲げ
強さに及ぼす影響
ディリヌル・マイマイティサウット1)，洪

光2)，佐々木啓一1)，濱田泰三2)

1東北大学大学院歯学研究科

口腔システム補綴学分野
口腔ケア推進開発講座

2東北大学大学院歯学研究科

１．緒

言

現在，高齢者人口が全人口の20.0％を超す超高
齢化社会を迎えた日本では，今後も有床義歯装着者
が増加するものと考えられる．有床義歯が口腔内で
良好に機能するためには，義歯床用材料のぬれ性が
重要な因子となる．すなわち床用材料のぬれの改善
により，義歯の口腔内での維持・安定ならびに装着
感が向上し，義歯装着高齢者のQOLに大きく貢献す
るものと考えられる．
そこて本研究では，優れた保湿性を有するセリシ
ンパウダーを義歯床用レジンの粉成分に添加するこ
とにより，本材の表面ぬれおよび曲げ強さに及ぼす
影響について検討を行った．

２．材料と方法
本研究では粉成分として根上工業株式会社製平均
重量分子量(Mw)および平均粒径がそれぞれ異なる
polymethyl methacrylateポリマー2種類 (D-100M，
D-250ML)，およびpolymethyl methacrylate/ethyl
methacrylate コ ポ リ マ ー (D-300) ， polyethyl
methacrylateポリマー (D-250E) の計4種類のポリ
マーに微量の過酸化ベンゾイルを含有したものを粉
成分とし，これらとメタクリル酸メチル (MMA)，メ
タクリル酸イソブチル (i-BMA)，メタクリル酸2-エ
チルヘキシル (EHMA) およびメタクリル酸2-ヒドロ
キシエチル (HEMA) の計4種類の液成分との組み合
わせにより，4種類の義歯床用アクリルレジンの組
み合わせを作製した．

表1

蒸留水浸漬保管0, 1, 2, 3, 7, 14, 30, 90, 180日
後，万能材料試験機 (Instron 5565型) を用いて，
各試料の曲げ強さおよび曲げ弾性率を算出した．レ
ジン表面親水性に関しては，ポータブル全自動接触
角計 (協和界面化学社製PCA-1) を用いて，接触角
の測定より表面親水性の評価を行った．

３．結果および考察
各材料の初期接触角では，材料間で有意差が認め
られた (p<0.05) (図1)．接触角の経時的変化も各
材料間で有意差が認められた．セリシンパウダーの
効果は材料によって異なっていた（図２）.さらに
三点曲げ試験の結果，D-300MとMMAの組み合わせ
は，曲げ強さおよび曲げ弾性率ともに他の材料に比
べて有意に大きい値を示した (p<0.05)．材料によ
って，セリシンパウダーの添加により，曲げ強さの
低下が認められた.

図1 各材料の浸漬前における接触角

組成成分の組み合わせ

Powders
D-100M 98,96,94 wt% + BPO 1 wt%+Hiセリシ
ン140 1,3,5 wt%
D-250ML 98,96,94 wt% + BPO 1 wt%+Hiセリ
シン140 1,3,5 wt%
D-300
98,96,94 wt% + BPO 1 wt%+Hiセリシ
ン140 1,3,5 wt%
D-250E
98,96,94 wt% + BPO 1 wt%+Hiセリシ
ン140 1,3,5 wt%
Liquids
MMA 100 wt%
i-BMA 100 wt%
EHMA 50 wt% + HEMA 50 wt%
EHMA 50 wt% + MMA 50 wt%
その粉成分にカシロ産業社製平均重量分子量40万
のセリシンパウダーを0，1，3，5wt%添加し，粉液
比2.0で，通法に従い加熱重合，研磨を行い，試験
片を各組み合わせに5個ずつ作製した．それを37℃

図2

各材料の接触角の経時的変化

以上の結果より，セリシンパウダーは義歯床用アク
リルレジンの表面親水性に対する影響は限定的で，
組み合わせにより，セリシンパウダーの添加は材料
の力学的性質を著しく低下させる可能性が示唆され
た．

粘膜調整材の機能水による洗浄が色調安定性に及ぼす影響
柏原稔也，後藤崇晴，内藤禎人，市川哲雄
徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部口腔顎顔面補綴学分野

１．緒 言
近年，強電解酸性水（強酸性水）に代表さ
れ る 機 能水 に 関す る 研 究が 多 数行 わ れて い
る．歯科領域においても，様々の応用方法が
検 討 さ れ， そ の有 用 性 が多 数 報告 さ れて い
る．その中でも，マイクロバブルを電解水の
中で圧壊させた直径100～200 nmのナノバブル
が 開 発 され ， 酸素 ナ ノ バブ ル の生 理 活性 効
果，オゾンナノバブルの殺菌効果が注目され
ている．とくにオゾンナノバブル水について
は，通常のオゾン水に比べ高濃度のオゾンを
含有し，長期間の保存が可能であるとの報告
がある．
一方，義歯床下粘膜の改善を目的とした粘
膜調整材がしばしば利用されている．この材
料は緻密ではないため，デンチャープラーク
が形成されやすく，十分なプラークコントロ
ールを行うには強力な殺菌効果の必要な床用
材料であると考えられる．強力な殺菌効果が
期待できる機能水に着目し，軟質系材料に付
着したカンジダバイオフィルムに対する機能
水の殺菌効果について検討し，十分な殺菌効
果が期待できることを本学会第２回学術大会
で報告した．
また，強電解酸性水やオゾン水は殺菌効果
を有するばかりでなく，強力な脱色作用があ
り，これらの機能水で洗浄することのより，
沈着物が付着し，着色しやすい軟質系材料に
対する色調安定性の向上が期待できる．
そこで，今回は人工的に着色した粘膜調整
材を機能水で洗浄することのよる色調変化を
観 察 し ，以 下 の知 見 が 得ら れ たの で 報告 す
る．
２．材料と方法
試験用液としてオゾンナノバブル水（株式
会社REO研究所，宮城），義歯洗浄器イオデン
ト（松下電工，EW 179）で生成した機能水，
義歯洗浄剤ピカ（ロート製薬，大阪），義歯
洗浄剤ポリデント（グラクソ・スミスクライ
ン，東京），コントロールとして滅菌蒸留水
を用いた．粘膜調整材はデンチャーソフトⅡ
（亀水，大阪）を用いた．粘膜調整材を直径
12.0 mm，厚さ2.0 mmのモールドに流し込んだ
後，ガラス面に圧接し被着試料を作製した．
被 着 試 料は 成 形後 ， コ ート 材 トッ プ コー ト

（亀水，大阪）を塗布した試料も作製した．
本 実 験 では 着 色液 と し てコ ー ヒー 液 を用 い
た．着色液はインスタントコーヒー3gに対し
100℃の滅菌蒸留水100 mlを加え，室温まで徐
冷することにより調製した．被着試料を，24
well-平底プレートの底面に置き，着色液を1.0
ml加え，16時間浸漬後，試験用液20 ml中に8時
間浸漬した．以上を繰り返し，被着面の色調
安定性を経時的に観察した．色調安定性の評
価として，分光測色計（ミノルタ，CM-503i）
を 用 い ，試 料 を標 準 白 色板 上 で測 色 を行 っ
た．各条件につき試料を6枚ずつ作製した．試
験用液，着色液，実験室の気温はすべて23℃
に設定した．
３．結果と考察
コート材を塗布することのより色調安定性
が著しく向上した．義歯洗浄器イオデントで
生成した機能水による洗浄は，高い色調安定
性が得られる傾向を示したが，コート材によ
る効果には及ばないことが示された．また，図
に示すように，オゾンナノバブル水による洗浄
は，含有する高濃度のオゾンによる高い色調
安定性が期待されたが、コート材を塗布して
いない試料では，添加物の沈着によるもの考
えられる着色が観察され，色調安定性につい
ては不利であることが示めされた．軟質系材
料などの洗浄に応用する場合には，添加物の
除 去 な どを 検 討す る 必 要が あ ると 考 えら れ
た．

図

蒸留水に16時間浸漬後，試験用液中に8時
間浸漬した場合の色調変化

OCTの歯科臨床への応用
～OCTを用いた義歯床用レジンと裏装材との接着における評価～
春日祐太1, 星野義人1, 井上

実1, 秋葉徳寿1, 水口俊介1, 小澤総喜2 角

保徳2

1東京医科歯科大学大学院摂食機能回復学講座全部床義歯補綴学分野
2国立長寿医療研究センター先端診療部歯科口腔外科

１．緒

言

軟質裏装材に求められる理工学的性質の一つに，
義歯床用レジンとの接着性がある．義歯床用レジン
との接着性に関しては，主に引っ張り試験，引き裂
き試験，せん断試験が行われるが，これらの試験方
法は破壊試験であり，臨床においては用いることが
できない．また，加熱重合型の軟質裏装材では，義
歯床用レジンと軟質裏装材を同時に加圧し，重合す
るため，試験体の作製，それに伴う評価も困難であ
る．そこで本研究では，非破壊検査を可能にする
OCTを用い，義歯床用レジンと軟質裏装材の接着に
対するOCTの有用性を検討することを目的とした．

図１：SR12F

図２：VS

２．材料と方法
軟質裏装材には，試作フッ素系軟質裏装材として
ドデカフルオロヘプチルメタクリレートを用いた
SR12F，アクリル系軟質裏装材としてベルテックス
ソフト(VS)，シリコーン系軟質裏装材としてモロプ
ラストB(MB)を用い，義歯床用レジンにはアクロン
ピンク(AC)とし，厚さ2mmの義歯床用レジンに，軟
質裏装材2mmを裏装したものをサンプルとした．
OCTの撮影は，義歯床用レジン側と軟質裏装材側か
ら行い，また，走査型電子顕微鏡(S-4500, 日立製
作所)を使用し，SEM画像の取得と，さらにX線分析
装置(EDS)を使用しSEM画像上での線分析を行った．

図３：MB

３．結果・考察
軟質裏装材側より撮影したOCT画像(図1～3)にお
いて，MBでは若干不明瞭ではあるもの，接着界面を
とらえ，一方AC側からは接着界面をとらえることが
できなかった． SEM画像では，SR12F, VSとACの接
着界面において，混合状態様の相がみられ化学的に
接着している像を，またMBとACの接着界面では，密
着しているものの混合状態様の相はなく機械的に結
合している像を得た．裏装材と義歯床用レジンが完
全に剥離している場合，接着界面は2本線で，間に
空隙があるように見えることから，本研究の軟質裏
装材では，肉眼，SEM画像においても接着している
ことは確認できたが，OCT画像においても義歯床用
レジンと接着していると考えられる． また，EDSよ
りSR12F, MB中にはSi成分が多かったが，OCT画像で
はSR12F, VSに比べMBのみが接着界面が不明瞭であ
ったことは，Si成分は近赤外線を減弱する一方，F
成分は増強に関与しているとも考えられ，Si成分や
F成分は近赤外線の透過，散乱に影響を与えている
可能性が考えられる．

OCTを用いて，義歯床用レジン(AC)と軟質裏装材
(SR12F, VS, MB)の接着状態を，評価できることが
示唆された．OCTは非破壊で画像を取得することが
でき，臨床においても大いに汎用性が期待できる．
謝 辞
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簡易型脳波計を用いた義歯の機能評価-第２報石川

佳和１）、桝尾
１）

隆一２）、大久保 力廣３）、細井

紀雄４）

医療法人愛和会 桜川歯科医院、２）桝尾歯科クリニック、
３）

１．緒 言
顎口腔機能解析システムを用いて補綴装置
の機能評価を行ってきた1,2,3)。本システムは、
補綴装置の客観的機能評価が可能であるが、
測定時間が長いという欠点があった。そこで
今回は、本システムの一部であり、簡便で測
定時間が短く、持ち運びが可能な簡易型脳波
計を使用して義歯の機能評価を行い、その有
用性を検討した。
２．材料と方法
被験者は、平成22年９月から11月の間に、
桜川歯科医院にて新義歯を作製した平均65.8歳
の50（♂23、♀27）人である。被験者には、実
験の主旨を説明し、同意の上で行った。オク
ルーザーにて調整が終了した新義歯の咬合接
触状態を記録し、脳波計を使用して１秒間に
１回のタッピング運動を指示し、α波の出現時
間を３分間測定し、記録した。筋疲労を考慮
し、５分間の休息の後、一辺１mmの立方体に
規格したユーティリティワックスを義歯装着
側の第一大臼歯間に介在させて、早期接触を
付与した。同様に脳波計を用いて同様の指示
で、タッピング運動を行ってもらい、α波の出
現時間を記録して、ワックス未介在時のもの
と比較した。早期接触を付与した時の咬合接
触状態もオクルーザーにて記録した。なお、
測定順序をかえても、ほぼ同様の結果が得ら
れる事を確認して実験を行った。
３．結果
調整のとれた新義歯のα波の平均出現時間
は、180秒の測定中、144.6±12.8秒とかなり
の持続時間を有したのに対し、早期接触を付
与した義歯は、34.5±8.6秒とα波の平均出現
時間は、大幅に減少した（図1）。Wilcoxon
signed-rank test（α＝0.05）を行った結果、新義
歯のα波の平均出現時間と、早期接触を付与し
た義歯のα波の平均出現時間との間には、有意
な差が認められた（ｐ＜0.05）。
４. 考察
ユーティリティワックスを介在させ早期接
触を付与した理由は、使用中の義歯であるた

鶴見大学歯学部歯科補綴学第一講座、４）鶴見大学

めに可逆性のあること、パラフィンワックス
では早期に疼痛が出現し測定できなくなるこ
と、歯科医院ならどこにでもあり、粘着物を
介在させることで、簡単に義歯の早期接触お
よび離脱感を生み出せるからである。くわえ
て、脳波は弱刺激で変化するので、実験的早
期接触も疼痛が出現しない程度の弱いもので
ある必要がある。ユーティリティワッククス
を介在させることにより、人工歯に接着し完
全に破断されないために、脳が咬み心地の悪
さを感じ取り、α波の出現を減少させたものと
考える。以上のことより、簡易型脳波計は客
観的な義歯の機能評価がより簡単に行えるよ
うになり、在宅診療時の義歯の機能診断にも
応用できることが示唆された。

図１

図1 α波の平均出現時間による比較
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１．緒

言

補綴治療の効果測定のために用いられる手法の
ひとつに Oral Health Impact Profile(OHIP)がある.
49項目の質問と7つの下位尺度から構成されるこの
アンケートは患者の口腔関連QOLを数値化するも
ので, QOLが高いほど低い数値となり, 歯科治療効
果の測定や治療方法の比較に有効である. しかし項
目数が多く患者の負担が大きくなることが臨床的に
問題となるため, 目的に応じて各種短縮版が作成さ
れている1).中でも無歯顎患者は有歯顎患者と異なる
特性を持ち、その口腔関連QOL評価のためには，
質問数が19項目であるOHIP-EDENTが開発されてい
るが, 日本語版の測定特性については不明である.
本研究では, OHIP-EDENT日本語版の信頼性と妥当
性を検討し臨床使用に適切か否かを明らかにするこ
とを目的とした.

２．材料と方法
平成21年1月から平成22年12月までの2年間に本学
歯学部附属病院を受診した全部床義歯患者116名(要
治療群61名, メンテナンス群55名)を被験者として,
OHIP-EDENTおよびOHIP-J2) をもとに作成した自記式
アンケートOHIP-EDENT日本語版を用いデータを収集
した. 信頼性の検討のために,OHIP-EDENT日本語版
総スコアおよび各下位尺度の内部一貫性と再現性を
測定した. 内部一貫性の検討にはクロンバックのα
係数を用いた. 再現性を測定するために要治療群61
名に再テスト法を行い, 級内相関係数(ICC)を算出
した. 内容的妥当性を検討するために, 義歯への自
己評価との間でspearmanの相関係数を算出した.

３．結果と考察
被験者116名の平均年齢は74.7歳で, 女性が49名
(42%) で あ っ た . 無 歯 顎 患 者 が 対 象 な こ と か ら ,
OHIPに関する先行研究と比較して高い年齢分布に
なったと考えられた. 内部一貫性を示すα係数は
0.60-0.94で総スコアおよびすべての下位尺度におい
て高い値を示した. 表１に結果をまとめる. 比較的低
い値を示した下位尺度は構成する項目数が少ないた
めと考えられた. 再テスト法の結果, 欠損値のない
データの回収率は84%であった. 再現性を示すICC
は0.72-0.85で総スコアおよびすべての下位尺度にお
いて高い値を示した. 表２に結果をまとめる.また,
義歯への自己評価との相関係数は-0.61で有意な負
の相関が認められたことから, 義歯への満足度と口
腔関連QOLに関連があるとの仮説のもとでの内容
的妥当性が確認された.

OHIP-EDENT日本語版の内部一貫性
クロンバックのα
OHIP-EDENT日本語版
0.93
機能の制限
0.70
痛み
0.77
心理的不快感
0.60
身体的障害
0.86
心理的障害
0.71
社会的障害
0.94
ハンディキャップ
0.77
表１

表２ OHIP-EDENT日本語版の再現性
ICC
OHIP-EDENT日本語版
0.85
機能の制限
0.79
痛み
0.79
心理的不快感
0.73
身体的障害
0.85
心理的障害
0.68
社会的障害
0.94
ハンディキャップ
0.77
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老人施設での義歯清掃指導の報告
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1.はじめに
老人施設での口腔ケアではその入所者の義歯使用

数値は、平均値 上義歯 30.9 ％

下義歯 22.1％で

率が高い事からも義歯清掃指導が重要である。遠藤

比較してみるとかなりの悪化、
後戻りが確認できた。

歯科医院では都内特別養護老人ホームの入所者およ

4.考察

び職員を対象に平成 18 年より義歯清掃指導を継続

日常の訪問診療および訪問歯科衛生指導による個人

的に行ってきた。今回はこれまでの義歯清掃指導の

に対する指導は、継続的に行っていたが、施設全体

成果の確認と問題点について考察してみた。

に対する指導はしばらく行ってなかったための義歯

2. 対象
東京都内特別養護老人ホーム入所者 17 名の義歯

清掃状態の低下と考えられるが、そのほかに以下の
ような要因が考えられる。

33 床（総義歯 29 床、部分床義歯 4 床）を平成 22

① 施設職員の入れ替わりによる 義歯清掃技術の

年 11 月の昼食後の施設職員による義歯清掃が終わ

変化

った時点に歯垢染色液で染め出し、D-PCR をカウン

義歯清掃指導を始めた平成 19 年以来この約 2 年間

トする。D-PCR(デンチャープラークコントロール

で実際に義歯清掃に携わる施設職員が退職者 20 名、

レコード)とは当院で義歯清掃状態を評価する際に

入職者 26 名と入れ替わっている為、義歯清掃の知

用いている方法で、義歯プラークを２色染め歯垢染

識やテクニックが十分に伝わらなかったことがある。

色液２トーンで染め出して、1 床につき粘膜面と研

② 義歯の表面性状の影響。

磨面を 5 部位に分割した上で、歯垢染色液の残り具

義歯が古いほど義歯清掃性が落ちるように感じら

合を青色を２ポイント、赤色を１ポイントとしてカ

れた。リベース、ティッシュコンディショニングな

ウントし義歯の汚れ具合を評価しそれを％で表す方

どが行われている義歯も汚れがつきやすく落としに

法である。
（図 1 に示す）

くい傾向が認められた。義歯の表面性状が義歯清掃
性に影響するのが当然であるが、その影響の大きさ
が義歯清掃テクニックの向上を上回るケースもある
ように感じた。
③ 個人の老化
施設入所者のうち、比較的日常動作のレベルの高
い方は口腔清掃の介助を受けずに
自力で義歯清掃を行っている、
この間に身体的能力、
認知力の低下が多少ならずとも認められた。義歯清

図1

D-PCR の算定方法

3.結果

掃に関してもそのレベルが落ちていると感じられた。
【まとめ】施設での義歯清掃状態を良好な状態で保

全体の D-PCR の平均値は上義歯 56.4％ 下義歯

つためには定期的な義歯清掃指導をおこなう必要性

59.1％となった。最高値は上義歯 90.0％、下義歯

を感じるとともに、義歯本体に対するプロフェッシ

87.5％（PD）
、最低値は上義歯０％、下義歯 20％と

ョナルなケアの必要性も感じた。今後の課題として

なった。平成 19 年に集中的に指導を行ったときの

取り組んでいく。

高齢入院患者における咬合状態と摂食・嚥下能力
～義歯による咬合の回復に注目して～
岩佐

康行

特定医療法人原土井病院歯科

１．目

的

ケアミックス型の老人病院において、経口摂取を
行っている高齢嚥下障害者の咬合状態（義歯使用状
況）と摂食・嚥下能力、および栄養状態について調
査したので報告する。

２．方

法

調査期間は、H18年～20年の３年間とした。
対象は、当院においてVF（嚥下造影検査）およ
び摂食・嚥下リハビリテーションを行い、経口摂取
で終了となった65歳以上の高齢者のうち、VF後６
ヶ月以内に死亡が確認された者は除く141名とし
た。
調査項目は、初診時における年齢、ADL（障害
老人の日常生活自立度）、Lv.（摂食・嚥下障害者
における摂食状況のレベル ）、BMI（Body mass
index）、Alb（血清アルブミン値）、咬合状態とし
て、これらをカルテより後方視的に調査した。ま
た、Lv.については訓練終了時のものも調査した。
咬合状態は、補綴装置により安定した咬合状態に
あれば天然歯と同様にみなして、Eichner 分類を参
考にA，B，C群に分類した。さらにA群のなかで、
片顎または上下顎が全部床義歯で咬合状態が安定し
ている者はD群として区別した。
以上の結果について、咬合状態とその他の項目に
ついて統計学的な検討を行った。

３．結

果

対象者141名（男性55名、女性86名）の平均年齢
は83.5歳、BMIは18.34、Albは3.22g/dlであった。ま
た、ADLはランクJまたはAが14.9％のみで、Bは
34.7％、Cは50.4％であった。
これらを咬合状態で分類したところ、A：B：
C：D＝20名：30名：48名：43名で、平均年齢は
78.0歳：79.9歳：86.6歳：85.1歳 であった。C群とD
群は、A群やB群と比べて有意に（p<0.05）年齢が
高かったが、C群とD群の間に有意差は認められな
かった。
ADLは、D群（p<0.05）およびA群（p<0.01）はC
群よりも高かった。
Lv.は、初診時において、D群（p<0.05）はC群よ
りも高く、その他では有意差が認められなかった。
訓練終了時において、D群およびA群は、C群より
も有意（p<0.01）に高かった。
BMIおよびAlbについては、いずれも有意差が認
められなかったが、C群は値が低い傾向にあった。
最後に、B，C群のうち入院中に歯科治療が行え
たのはわずか９名のみであった。

４．考 察
今回の対象者は高齢で、寝たきりや低栄養状態に
ある者が多いということが示唆された。
また、多くの者が欠損歯を有していたため、補綴
装置により咬合が回復されていれば、天然歯と同様
にみなして咬合状態の分類を試みた。その場合であ
っても、加齢に伴って咬合支持が失われている傾向
が示唆された。これは、高齢になると次第に歯科治
療を受ける機会が減っていることが原因の一つでは
ないかと考えられた。
ここで、咬合支持を喪失したC群と全部床義歯に
より咬合支持を回復できていたD群とを比較する
と、年齢には有意差が認められず、ADLに有意差
が認められた。したがって、歯科受診の機会減少に
は加齢そのものではなく、加齢に伴うADLの低下
が影響していると考えられた。
また、D群はC群と比べて有意にLv.が高く、A群
と有意差が認められなかった。このことより、高齢
で多数歯が欠損していても、義歯を使用している者
では摂食・嚥下能力が維持できている可能性が示唆
された。
栄養状態について、今回の調査で有意差は得られ
なかった。これは、もともと対象者の栄養状態が低
かったこと、病院内では栄養サポートチームなどに
よって栄養管理が行われていることなどが影響して
いたと考えられた。 ただし、C群はBMI，Alb共に
値が低い傾向にあり、低栄養のリスクに対する注意
が必要と考えられた。
最後に、当院における入院期間中に歯科治療が行
えた者は、B群、C群78名のうちわずかに９名であ
った。これは、全身状態や認知面の問題により歯科
治療が困難であった、家族が治療を希望しなかっ
た、あるいは入院期間が短いために治療を断念した
等の理由による。このことより、在宅や施設で安定
して暮らすことができている時期に、訪問診療等に
よって歯科が継続的に関わっておくことが重要と考
えられた。

５．結 語
高齢者では、義歯により咬合関係を維持しておく
ことが、摂食・嚥下機能の維持に効果があると考え
られた。義歯の使用が困難となる原因の１つとし
て、加齢等によりADLが低下して、歯科受診の機
会が減少することが考えられた。したがって、訪問
診療等によって歯科が継続的に関わっていくことが
重要である。

