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日本義歯ケア学会理事長
細井 紀雄

2011 年 3 月 11 日の東日本大震災から１年が立ちました。あらためて、未曾有の震災で亡くなられた
多くの方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様の１日も早い復興をお祈り申し上
げます。震災当時、いち早く支援活動に当たられた岩手医科大学、東北大学の先生方をはじめ、会員の
皆様のボランテイア活動に深甚なる謝意を表します。
日本義歯ケア学会は発足して満４年となり、役員の改選が平成 24 年 1 月の定例理事会で諮られました。
私は、理事長を２期４年務めさせていただき本年３月で任期満了を迎えました。理事の方々から意見を
頂戴いたしましたが、引き続き理事長職を務めることになり、新たに会長職を置いて濱田泰三教授に対
外的な業務をお願いすることになりました。
理事、幹事の皆様には引き続き業務を分担して頂き、平成 24, 25 年度の会務を執行することになりまし
た。このことは、総会でも承認されました。本学会のミッションである義歯ケアに関する研究を遂行し、
国民の医療・保健・福祉に貢献するという原点に立って活発に活動を続けていく所存です。本学会は、
これまでに４回の学術大会を開催し、学会誌を３巻発行してきました。また、
「義歯のケアー歯科衛生士
のための副読本―」（2011 年 2 月、デンタルダイヤモンド社）を発行いたしました。本年 3 月には、歯
科医師、歯科衛生士など歯科医療従事者向けに、「義歯のケア 現状と実際」（2012 年 3 月、デンタルダ
イヤモンド社）が発行されました。これらの活動やホームページを通じて本学会の存在も次第に知れ渡
るようになり、賛助会員の企業も 11 社を数えるに至りました。社会の本学会に期待するところが大きい
と感じています。超高齢社会の出現により、義歯患者の口腔ならびに義歯ケアは喫緊の課題です。義歯
装着者の口腔と全身の関係の解明、即ち微生物学的研究、材料学的研究、医薬品の開発・研究、臨床研
究などエビデンスの蓄積を積極的に進めたいと思います。会員各位のご協力とご支援をお願いする次第
です。
本年度もよろしくお願い申し上げます。

第 4 回日本義歯ケア学会学術大会を終えて
大会長
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
平成 24 年 1 月 28 日、29 日の両日、長崎大学にて第 4 回日本義歯ケア学会学術大会を開
催いたしました。約 100 名の御参加を得て、無事盛会裏に終えることができました。義歯ケ
ア学会の会員のみならず、開業医あるいは他分野の長崎大学関係者の方々にも御参加いただ
きました。一般講演は 16 題と多くの演題が発表され、実質的でかつ活発な討論が行われま
した。特別講演では、光触媒技術の歯科応用について神奈川歯科大学の木本教授に、機能水
を用いた義歯ケアについて徳島大学の市川教授に、基礎的内容から実際の臨床応用について
幅広い御講演をいただきました。また今回企業展示は 9 社と多くの企業の方々にも参加して
いただきました。懇親会では長崎の美しい夜景が堪能できる会場を選ばせていただき、また
ちょうど市内ではランタンフェスティバルが開催されており、皆様には長崎を楽しんでいた
だけたのではと思います。
本会が盛会であったのは、会員の先生方はもとより企業の方々ならびに関係各位の御支援
のお陰と心より御礼申し上げます。今後、高齢者の人口は増えることは確実で、義歯のケア
の重要性も益々増してくるものと思われます。本学会が今後さらに発展するものと期待して
います。

第５回日本義歯ケア学会学術大会 大会概要
日時

：平成 25 年 1 月 2７日（日）

会場

：大阪歯科大学附属病院

西館５階

臨床講義室

（〒540-0008 大阪市中央区大手前 1-5-17）
大会長

：岡崎定司（大阪歯科大学欠損歯列補綴咬合学講座教授）

プログラム
特別講演
長岡英一：鹿児島大学 名誉教授
橋本典也：大阪歯科大学歯科理工学講座 講師
一般演題（口演）
、企業展示

演題募集のお知らせ
演題募集要項
一般講演：口演（PC 使用、単写）のみを予定しております。
応募期間
平成 24 年 10 月１日（月）～11 月 30 日（金）
（詳細は日本義歯ケア学会ホームページ（http://www.jdenturecare.com を御覧ください）
懇親会は前日の平成 25 年 1 月 26 日（土）18:30 から大阪歯科大学附属病院本館 14 階レス
トランにて行う予定です。
演題申込・問い合わせ先
〒540-0008 大阪市中央区大手前 1-5-17
大阪歯科大学欠損歯列補綴咬合学講座内
第 5 回日本義歯ケア学会学術大会
準備委員長：西崎 宏
事務局：前田武志
E-mail: maeda-t@cc.osaka-dent.ac.jp
TEL 06-6910-1517

FAX 06-6910-1044

（総説）

光触媒技術の義歯ケアへの応用

木本 克彦
神奈川歯科大学 顎口腔機能修復科学講座 クラウンブリッジ補綴学分野

１．はじめに
高齢社会において，義歯性口内炎や誤嚥性肺炎の予防の観点から義歯ケアの重要性が増している．義
歯のケアは，一般的にブラシや義歯洗浄剤を用いて行われているが，義歯自体に抗菌や防汚などのセル
フクリーニング効果を担持することは，これまでの方法と比べて簡便で且つ効果的な義歯ケアの一つと
考えられる．
一方，二酸化チタン光触媒は，光を照射することにより，抗菌性・防汚・防臭，親水性など多くの機
能を発揮する日本発のオリジナル技術である１）．これまでに抗菌タイル，防汚機能を持つ外壁建材，空
気清浄機など様々な製品が開発され，省エネ・環境保全に大きく貢献していることから，歯科領域でも
その応用が試みられている．
このようなことから，今回は光触媒技術の義歯ケアへの応用として，義歯洗浄剤と義歯について紹介す
る．

２．光触媒とは？
光触媒とは，光の触媒ではなく，二酸化チタンに光が当たると動き始める触媒である．つまり，光エ
ネルギーによって働く触媒のことであり，この研究の歴史は長い．1972 年に，水に入れて光を当てた酸
化チタンの電極から酸素が，もう一方の白金の電極から水素が発生し，しかも酸化チタンは全く分解し
ないことを見出した本多・藤島効果は，太陽エネルギーから水素エネルギーの簡便な変換方法として脚

光を浴びた 2）．当時としては，水が光で分解できることは，全くの想定外であったようである．その後，
水の分解のみならず抗菌性・防汚・防臭，超親水性といった様々な作用があることが報告され（図 1）
，
現在，光触媒技術は，多くの分野に応用され，歯科分野でもインプラント，ホワイトニング，義歯洗浄
剤そして義歯への応用が試みられている 3-7).

図1

光触媒の作用について

３．義歯洗浄剤への応用
義歯ケアは食後ブラシ等により機械的に行なわれるのが一般的であるが，高齢者はブラシを用いて完
全な清掃を行うことが困難である場合が多い．そのため清掃性が高く，簡便で，しかも安全性の高い義
歯洗浄剤が頻用されている．
現在市販されている義歯洗浄剤の成分は主に次亜塩素酸，過酸化物，酸，酵素，銀系無機抗菌剤，生
薬などが使用されているが，作用が強すぎるため汚れは取れるが義歯を損傷する，逆に作用が弱くて義
歯への影響は少ないが，十分な洗浄効果が得られないなどいくつかの問題点もある．光触媒技術が応用
された義歯洗浄剤は，洗浄成分を活性化する光触媒二酸化チタンが配合されており，紫外線照射するタ
イプと室内の照明や太陽光を期待した光照射なしのタイプがあり，いずれも作用時間を調整することに
より光触媒効果を期待している．
光照射するタイプは，溶液中の過酸化水素により光触媒効果が増強されるため，洗浄効果が高いが，照
射する工程が増えることと別途照射器が必要となるため日常臨床に浸透しづらいのが現状である．一方，
光を照射しないタイプの洗浄剤（就寝時浸漬）は，他の洗浄剤と使用法が同じのため，一般的に受け入
れやすい．
図 2 は，
本剤を使用した義歯装着患者計 70 名を対象にアンケート調査を行った結果を示す５）．

本剤に満足していると回答したのは，全体の 64.3％であった．それに対して満足していないとの回答は
27.1％であり，その理由としては，洗浄力不足，脱臭不足，金属の変色などが挙げられた．しかし項目
別に見ると使用後の洗浄効果は，良く落ちたとの回答が 75.7％，まあまあ落ちたが 21.3％，全く落ちな
いと評価したものは僅か 3.0％であった．臭いの取れ具合は，臭いが取れたとの回答は 71.4％であり，
装着後爽やかに感じたと回答したのは 70.0％と比較的高い評価であった．また，図 3 は，本洗浄剤を使
用した義歯の実施例を示す．義歯表面の付着物と着色は，一晩浸漬後完全に除去されていることが確認
できる．このことから，光触媒二酸化チタン系義歯洗浄剤は，高い洗浄力と脱臭効果そして爽快感が期
待できることが分かった．

図2

図3

二酸化チタン含有義歯洗浄剤使用後のアンケート結果

二酸化チタン含有義歯洗浄剤の実施例

４． 義歯への応用
高齢者や要介護者など義歯清掃を行なうことが極めて困難な患者に対しては，義歯に二酸化チタン
を配合し，それ自体に抗菌・防汚・防臭といったセルフクリーニング効果を持たせたい．しかし最
大の問題は，義歯用レジンのような有機材料に二酸化チタンを混入させた場合，光触媒の強力な酸
化分解力によりレジン自体が分解され，劣化を引き起こす．このような問題を解決するため，有機
材料への光触媒の応用は，特殊な方法で対処されており，その方法の一つとして，二酸化チタン粒
子に光触媒活性を示さないアパタイトやシリカなどをコーティングしたハイブリット型の光触媒材
料が用いられている．

１）アパタイトコーティング二酸化チタン
アパタイトコーティング二酸化チタン（HAp-TiO2）は，二酸化チタン粒子の表面にアパタイ
トが金平糖のように付着している．このような構造にすることで二酸化チタンとレジンが直接接
触しないため，レジンは光触媒作用よって分解されず，レジンの劣化を防ぐことができる．また，
アパタイトは，細菌，ウイルス，タンパク質等を吸着する作用があるため，口腔環境の浄化材料
としても利用できる．つまり，義歯装着時には，アパタイトの作用により，細菌やタンパク質を
吸着し，就寝時には光を照射することにより，吸着した細菌や有害物質の分解・無毒化する事が
できる．まさに，義歯材料へ応用するのに適した光触媒材料といえる７）．(図 4)

図4

アパタイトコーティング二酸化チタン
分解と吸着の両作用を発揮する複合材料

２）フッ素化アパタイトコーティング二酸化チタン
HAp-TiO2 を実際に臨床応用する上で，問題点となるのはアパタイトの耐久性である．口腔内
の過酷な状況では，耐酸性能とその持続性が求められる．フッ素化アパタイトコーティング二酸
化チタン（FAp-TiO2）は，イオン交換能を利用してアパタイトをフッ素化することで，酸性環境
下での耐久性の向上が図られている．また，フッ素化によりアパタイトの結晶構造が板状構造か
ら針状構造に変化し，二酸化チタン粒子の分散性が向上することにより紫外線吸収量が増加し，
より光触媒機能の向上が期待される光触媒材料である 8)．

３）二酸化チタン配合レジンの抗菌効果と物性について
図 5 は，二酸化チタン配合レジンのカンジタ菌を用いた抗菌試験の結果を示している．二酸化チ
タンを配合したレジンは，配合しない従来のレジンよりも抗菌効果が高いことがわかる 9)．また，
カンジタ菌の付着テストにおいても，配合されたレジンには，菌が付着しづらい傾向を示してお
り 10)，光触媒効果であるセルフクリーニング効果が発揮されている．一方，問題とされるレジン
材料の劣化については，配合することによりレジンの物性は低下するものの，ハイブリット型の
二酸化チタンを配合したレジンは ISO 1567 (Denture base polymers) 規格を満たしていること
から，臨床応用は可能である 6)．

図５

カンジタ菌に対する抗菌作用

Control：従来のレジン ，HAp-TiO2：アパタイトコーティング二酸化チタン含有レジン
TiO2：二酸化チタン含有レジン，FAp-TiO2：フッ素化アパタイトコーティング二酸化チタン含有レジン

４）光機能化デンチャー
図 6 は，二酸化チタンを配合したレジン床義歯を示す．色調は，含有量の増加により白くなり，
光線透過性も小さくなる傾向を示すが

11)，これまで述べたように

HAp-TiO2 および FAp-TiO2 の

ようなハイブリット型の二酸化チタンであれば，義歯用レジンへ配合することは可能であり，抗
菌・防汚といったセルフクリーニング効果を発揮する．今後は，本義歯の臨床効果の検証とその
長期観察が求められており，光触媒技術の義歯への応用は，臨床研究の段階に入ろうとしている．

図6

光機能化デンチャー

５．まとめ
今回は，光触媒技術の義歯ケアへの応用ということで，義歯洗浄剤と義歯材料について述べさせて頂い
た．高齢社会において義歯ケアの重要性は，益々増加することから義歯自体にセルフクリーニング効果
を持たせることは，この分野の究極のテーマとも言える．その一つの手法として今回光触媒技術に着目
した．光触媒機能は，光エネルギーによってはじめて励起されるため，要介護高齢者を対象に臨床応用
を考えた場合，光照射の問題は避けては通れない．光触媒二酸化チタンがその光触媒反応を起こすため
には３８０nm 以下の紫外線照射が必要であり,１０μW/cm２以上の紫外線照度が要求される．しかし，家
庭用蛍光灯に含まれる紫外線はこれらの条件を十分に満たさず，そのため高い洗浄効果を求めるために
は長時間の光照射が必要となる．このようなことから，今後蛍光灯等の生活環境下での光の主体である
可視光で,十分な光触媒効果が発揮できる可視光化型光触媒二酸化チタンの開発が期待される．
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機能水を用いた義歯ケアについて：義歯洗浄から義歯修理まで

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
機能水は，
「人為的な処理によって再現性のある有用な機能を獲得した水溶液の中で，処理と機能に関
して科学的根拠が明らかにされたもの，および明らかにされようとしているもの」と日本機能水学会で
定義されている 1)．代表的なものに強酸性（電解）水がある．我々は，この機能水の補綴歯科治療への応
用，とくに義歯の洗浄効果について長年研究を行ってきた 2‐10)．
一方，超高齢社会を迎えた現在，誤嚥性肺炎や院内感染の予防のために，口腔ケアの重要性が注目を
集め，さまざまな医療機関で取り入れられている．口腔ケアには大きく分けて器質的口腔ケアと機能的
口腔ケアがあり，その直接的あるいは間接的な効果について多くの報告がなされている．当教室では１
５年以上前から，要介護高齢者の口腔衛生状態が非常に悪く大きな問題であることを認識し研究を進め
てきた 11‐21)．中でも，義歯の清掃，いわゆるデンチャープラークコントロールは，口臭，残存歯の齲蝕，
歯周病の予防だけでなく，このような超高齢社会にあっては不可欠な口腔衛生管理となっている．
一般的には，機械的清掃後に化学的清掃を行うことが推奨され，多くの義歯洗浄剤が市販されている．
機能水は，軟質系の義歯材料でも高い洗浄効果が認められ，高齢者専門施設のような多量の洗浄剤が必
要なところでも有効であると考えられる．
本稿では，義歯ケアと機能水の応用ということで，①機能水とは，②義歯の汚れとカンジダ－歯科医

療デバイスの感染症，③機能水による義歯洗浄とその効果，④超高齢社会の義歯ケアの考え方について
まとめた．

２．機能水とは
機能水は前述のように定義され，さまざまな機能水が提案されている．日本機能水学会は「機能水の
機能，製造の科学・技術・社会学に関する基礎的応用的研究および発表・討論を展開し，その学術的成
果を公表する」ために結成され，分科会として日本口腔機能水学会が存在する．
我々が主に研究を行ってきた機能水である電解水は，食塩などの電解質を添加し電気分解することで
得られた物質を混合した水である（図 1）
．陰極側からはアルカリ性を示す電解アルカリ機能水が，陽極
側からは塩素を含んだ酸性を示す酸性電解水が作られる．電解酸性機能水の生物学的効果は次亜塩素酸
によるものとされる．次亜塩素酸は，pH に依存して，その存在状態が異なることが知られており，pH が
高くなるにつれ，塩素ガス（Cl2），次亜塩素酸（HClO），次亜塩素酸イオン（ClO-）と状態が変化する．
生成の仕方によって種々の電解機能水が生成され，特徴ある効果を示す（図 2）．
また，ナノバブルオゾン水というオゾンをナノバブルの状態で溶存させることによって，オゾンの殺
菌効果を高め持続させる機能水も研究に使用している．

３．義歯の汚れとカンジダ－歯科医療デバイスの感染症
医科の領域において人工材料を用いた治療でしばしば問題となるものにメディカルデバイスの感染症
がある．これは，人工臓器や経管栄養のチューブなど医療目的で生体内に留置された器具・材料の表面
にバイオフィルムが形成されることによる感染症である．バイオフィルムは微生物が固体表面に付着し，
菌体外多糖類等で接着し，集団になっているものである．

歯科治療においても補綴装置をはじめとしてさまざまな材料が用いられる．細胞性免疫などの防御機
構を持つ生体表面と違い，こういった材料表面には免疫機構が働きにくい．そこで歯科材料表面のバイ
オフィルムによる感染症を，メディカルデバイスの感染症に対してデンタルデバイス（歯科医療デバイ
ス）の感染症と呼ぶことを以前，提案した（図 3）11, 12)．

このデンタルデバイス（歯科医療デバイス）の感染症の代表的なものがデンチャープラークである．
不潔な義歯による義歯性口内炎，歯冠補綴装置表面のプラークによる二次齲蝕や歯周炎などのように口
腔内に問題を起こすだけでなく，全身にも種々の影響を及ぼすと考えられている．
当教室の大村らは義歯装着者のデンチャープラークおよび咽頭の微生物を調べたところ，デンチャー
プラークから検出された微生物は咽頭からも検出され，デンチャープラークから検出されない微生物は
咽頭からも検出されない傾向にあった．とくにデンチャープラークから検出されない微生物が咽頭から
検出されることはほとんどなかった．これによりデンチャープラークが咽頭微生物叢に大きな影響をあ
たえることが示唆された 17, 20)．また，この調査ではデンチャープラーク中にはカンジダとともに MRSA
等を含むブドウ球菌が多く検出された 13, 21)．胃潰瘍の原因菌である Helicobacter pylori はデンチャープ
ラーク中からも検出されることがある 18)．
カンジダは義歯床下に付着しやすく，デンチャープラークを特徴づける微生物である．当教室の寺田
らは，義歯装着者と非装着者の咽頭微生物を採取したところ義歯装着者においてより高率にカンジダが
検出された（図 4）19)．自立度が低く寝たきりに近い患者の義歯からはブドウ球菌が多く検出された．ま
たこのようなケースでカンジダが同時に検出された場合，ブドウ球菌数が非常に多くなる傾向にあった
19, 21)．カンジダを含むバイオフィルムにおいてはカンジダ自体の病原性よりも他の細菌と共凝集しやす

いことが問題とされ，実際，抗菌剤の効果が減弱することが示されている（図 5）20)．

４．機能水による義歯洗浄とその効果
１）カンジダバイオフィルムに対する除菌効果
各種機能水が義歯洗浄用として使用可能かどうか，デンチャープラークで問題となるカンジダのバイ
オフィルムを床用材料上に形成させたものに対して，機能水の除菌効果を検討した．
図 6，7 に機能水のカンジダバイオフィルムに対する除菌･洗浄効果を示す．
2 つの結果をまとめると，強アルカリ性電解水（電解アルカリ機能水）は，バイオフィルムを洗い流す
作用が強いが殺菌効果は認められない．一方，電解酸性機能水による洗浄は市販義歯洗浄と同等かそれ
以上の除菌効果を示した．また，オゾンナノバブル水と電解アルカリ機能水・電解酸性機能水併用法で
は，非常に高い洗浄効果が示された．pH が中性近くになる機能水は，次亜塩素酸が安定し効果が持続的
になることが推察された．
また，市販の義歯洗浄剤ではなかなか効果が認められない軟質系の床用材料に対しても機能水は効果
があることが示された．

２）犠牲防食法
除菌･洗浄効果の期待できる機能水の多くは歯科用材料に対する腐食作用があり，臨床では気をつけな
ければならないことも多い．そこで，金属を使用している義歯への影響を少なくする方法として，犠牲
防食法を提案している

9, 10)．犠牲防食法とは，イオン化傾向の大きい金属を鉄鋼材料などに接触させて

おくと，イオン化傾向の大きい金属などが犠牲的に腐食して母材である鉄鋼材料などの腐食を抑制する．
図 8 に義歯洗浄器イオデントで生成した微酸性電解水に犠牲防食法を応用した例を示す．いずれの歯科
用金属も犠牲防食により腐食が防止されたことが分かる．

３）義歯修理時の機能水による洗浄効果
口臭の原因物質の一つとされる Methylmercaptan は悪臭の原因であるばかりではなく，長期間使用し
ている義歯やテンポラリークラウンのリライン，修理を行う場合，レジンの重合阻害物質となるのでは
ないかと考えられており，機械的強度の低下も懸念される．また，補綴装置の修理の際，操作時間の延
長や接着力の低下なども臨床上問題になる．機能水にはこのような問題を軽減する効果がいわれている．
そこで Methylmercaptan を吸着させたレジン被着面を機能水で洗浄し，新たにレジンを付加した場合の
接着力の変化を測定した（図 9）
．その結果，対照と比較して，義歯洗浄器イオデントで生成した微酸性
電解水で洗浄する条件で統計学的に有意に接着力が向上した．オゾンナノバブル水は接着力が向上する

ことが期待されたが，義歯洗浄器イオデントで生成した微酸性電解水には及ばなかった．ユニファスト
Ⅱなどの即時重合レジンで作製し，長期間使用している義歯やテンポラリークラウンを修理する場合に，
術前に微酸性電解水などの機能水に浸漬することにより，切削に伴う悪臭による術者の不快感を和らげ
るばかりでなく，修理した補綴装置の機械的強度の向上が期待できることが示された．

４）実際の使用方法
実際の機能水による義歯清掃の手順を図 10 に示す．まず，義歯用ブラシ，歯ブラシで義歯を流水下あ
るいは電解アルカリ機能水中で機械的に洗浄する．クラスプ周辺あるいは人工歯歯頸部などのデンチャ
ープラークが付着しやすい部位は丁寧に洗浄する．その後，機能水中に１～２分間浸漬する．機能水は
効果が減弱しやすいため，機能水流水下の方が望ましいとされるが，超音波洗浄器も有効である．最後
に水道水流水下で機能水を洗い流し，装着する．
高齢者専門施設での入院患者・入所患者のケアには，多量の義歯洗浄剤が必要になるが，機能水は経
済性の面からも有用な方法である，また，ティッシュコンディショナー内に機能水が残留しても生体へ
の影響は他の消毒剤に比べてきわめて少ないと考えられる．ただし，機能水は効果が減弱しやすい性質
があるため，新しい多量の機能水で洗浄することが肝要である．

５．超高齢社会の義歯ケアの考え方
終末期医療において，日本老年医学会は胃に管で栄養を送る胃瘻などの人工栄養は慎重に検討し差し
控えや中止も選択肢として考慮する立場表明を行っている．このことは，口で食べる尊厳を重視するも
のであり，そのための口腔機能の回復，維持は必須で，義歯はますます大事になる．そのためには，デ
ンチャープラークコントロールを含めた義歯ケア，そして義歯ケアを含めた口腔衛生管理は極めて重要
に考える．
義歯ケアの考え方を図 11 に示す．ただ単に義歯を清掃するという考えではなく，義歯治療（キュア）
と歯科医師，歯科衛生士による定期観察（専門的ケア）およびその時点での適切な処置，そしてホーム
ケア（セルフケア）の３つを総合的に捉える必要がある．

なお，本論文は柏原稔也の学位論文「機能水の補綴歯科領域への応用」
（四国歯学会誌 2012 掲載予定）
と東岡紗知江らの「口腔ケアと歯科医療デバイス」
（四国歯学会誌 24(2):35-37,2012 掲載）を元に作成
した．柏原稔也，東岡紗知江両氏に深く感謝いたします．
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架橋剤の添加が試作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
1東北大学大学院歯学研究科
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21.0%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．
そこで，我々らは保湿性に優れたセリシンパウダ
ーに着目に，セリシンパウダーの添加により，優れ
た表面ぬれ性を有する義歯床用レジンの開発を行っ
てきた．その一環としての本研究では，機械的強度
を改善する架橋剤をセリシンパウダー含有試作義歯
床用レジンの液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．

光2)，王 維奇1)，佐々木啓一1)
口腔システム補綴学分野
歯学イノベーションリエゾンセンター

各試料の曲げ強さおよび接触角の測定より表面親水
性の評価を行った．得られたデータはANOVAおよび
SNKの多重比較により，危険率5%で統計処理を行っ
た．

３．結果および考察
各材料の初期曲げ強さでは，各グループの材料間
で有意差が認められ(p<0.05)，架橋剤にTEGDMAを用
いた試料が高い曲げ強さを示す傾向であった (図
1)．曲げ強さの経時的変化も各材料間で有意差が認
められた．液成分にiBMAを用いた試料を除いたすべ
ての試料の曲げ強さはISO規格値を満たしていた(図
2).さらに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3)．接触角の経時的
変化も各材料間で有意差が認められた．架橋剤の効
果は材料によって異なっていた(図4)．

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2
種 類 の methyl methacrylate ポ リ マ ー (D-100M,
250ML) ， お よ び 一 種 類 の methyl
methacrylate/ethyl methacrylate コ ポ リ マ ー (D300) ， 一 種 類 の ethyl methacrylate ポ リ マ ー (D250E) の計4種類のポリマー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3wt%および微
量の過酸化ベンゾイルを添加したものを粉成分とし
た．液成分には東京化成工業株式会社製メタクリル
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4種類を用
い，表に示す5種類の成分組み合わせを作製した．
表1

図1 各材料の浸漬前における曲げ強さ

図2

各材料の曲げ強さの経時的変化

組成成分の組み合わせ

Code

Powder

Liquid

D300-MMA

D-300

MMA

D100-iBMA
D250ML-iBMA
D100-H+E
D250E-E+M

D-100M
D-250ML
D-100M
D-250E

iBMA
iBMA
EHMA+HEMA
EHMA+MMA

5種類の液成分にethylene glycol dimethacrylate
(EGDMA) ま た は tri-ethylene
glycol
dimethacrylate (TEGDMA) を そ れ ぞ れ 10wt% 添 加
し，粉液比2.0で通法に従い、各組み合わせにつき
試験片5個ずつ作製した．それを37℃蒸留水浸漬保
管0, 1, 2, 3, 7, 14, 30, 90, 180, 365日後，万
能材料試験機 (Instron 5565型)およびポータブル
全自動接触角計 (協和界面化学社製PCA-1)を用い，

図3 各材料の浸漬前における接触角

図4

各材料の接触角の経時的変化

以上の結果より，試作義歯床用アクリルレジンは曲
げ特性と接触角の観点から，組み合わせにより臨床
使用可能であることが示唆された．

HEMAを液の主成分とする硬質リライン材の物性に及ぼすフッ素系モノマー
の影響
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１．緒

言

我 々 は フ ッ 素 系 モ ノ マ ー の 添 加 が iso-butyl
methacrylateを主成分とする硬質リライン材の物性
に及ぼす影響について報告した 1)．その結果，フッ
素系モノマーの添加は，吸水量および溶解量を減少
させ，耐久性の向上に寄与することが示唆された．
今回は2-hydroxyethyl methacrylateを液の主成分とす
る硬質リライン材において，フッ素系モノマーの添
加が物性に及ぼす影響について検討した．

２．材料と方法
2.1 材料
本 実 験 で 用い た 試料 は ， 粉 成分 に Poly（ ethyl
methacrylate），液成分にiso-butyl methacrylate（iBMA），2-hydroxyethyl methacrylate（HEMA）およ
び フ ッ 素 系 モ ノ マ ー で あ る 2,2,2-trifluoroethyl
methacrylate（TFEMA）を使用して作製した（表
1）．
2.2 方法
硬化挙動はオシレーティングレオメーター（セ
イキ社製）を使用し，37 ℃の条件下において硬
化速度を測定した．
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 ． 測 定 温 度 37 ℃ ， 周 波 数
0.01~100 ㎐における貯蔵弾性率（E’），損失弾性
率（E’’），損失正接（tanδ）を算出した．測定は，
試料作製直後および37 ℃の蒸留水中に1 週間浸漬
した後に行った．
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，ISO1567に準じて曲げ
強さおよび曲げ弾性率を算出した．
接触角の測定はFACE接触角計（CA-DT型,協和界
面科学社製）を用いて行った．

吸水量および溶解量の測定はISO1567に準じ
て行った.
統計処理はt検定を用いて行った.
３．結果
硬化挙動はどちらの試料においても，フッ素系モ
ノマーを添加することにより硬化時間が有意に短く
なった（p < 0.05）.
動力学的性質の結果は，37 ℃，1.0 ㎐の条件下
において比較検討した．i-BMA/TFEMAはコントロ
ール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，弾性傾向が強くなった．
HEMA/TFEMAは フッ素系モノマーを添加するこ
とにより粘性傾向が強くなる傾向にあった．水中浸

漬による影響は，どちらの試料においても各粘弾性
係数の変動が小さくなる傾向であった（図1）.
曲げ試験の結果は，どちらの試料においてもフッ
素系モノマーを添加することにより，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
くなった.
接触角は， HEMA/TFEMAで有意に大きくなり
（p < 0.05），i-BMA/TFEMAにおいては高くなる傾
向はあったが，有意差は認められなかった.
吸水量および溶解量は，フッ素系モノマーの添
加 に よ り HEMA/TFEMA は 有 意に 低 下 した （ p <
0.05）．i-BMA/TFEMAは減少傾向にあったが有意
差は認められなかった.
表１

本実験で使用した試料

図１ E’およびtanδ

4．まとめ
本研究で用いた iso-butyl methacrylate および2hydroxyethyl 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，耐久性を向上させた．
文

献

1) 吉田和弘，黒木唯文，中村康司ほか．硬質リラ
イン材の曲げ強さおよび動力学的性質に及ぼす
フッ素系モノマー添加の効果．日本補綴歯科学
会第120回記念学術大会プログラム• 抄録集
2011:162.

義歯床用弾性裏装材の粘弾性特性および義歯床用レジンへの接着強さの経
時的変化
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２．材料と方法
義歯床用弾性裏装材には、MMA系2種（PSR:
フィジオソフトリベース、ニッシン； SMH: SMHBFLEX soft、 Dreve Dentamid）、シリコーン系2種
（RLS: ジーシーリラインソフト、ジーシー； SFL: ソ
フリライナータフミディアム、トクヤマ）を用いた。
粘弾性試験の試験片は、作製後1時間、1週
間、1ヶ月、3ヶ月、37℃水中に浸漬したのち試験を
行った。粘弾性試験は、クリープメーター（レオメー
ター、ヤマデン）を用いてクロスヘッドスピード1.0
㎜、荷重1.96 Nにて測定した。
接着試験の試験片は、義歯床用レジン（アクロ
ン、ジーシー）にて作製した。接着面にはSMHを
除きプライマーを塗布し、2枚のレジンプレート間に
直径10mmの接着面積を規定して厚さ3㎜にて弾
性裏装材を充填した。MMA系ではその後メーカ
ー指示により重合を行い、室温まで冷却して試験
片とした。試験片は、作製後37 ℃水中に1時間、1
ヶ月浸漬、および熱サイクル2×104回の3条件にて
保管後に接着試験を行った。接着試験は、万能試
験機（1123、インストロン）にて、クロスヘッドスピー
ド10.0 ㎜で引張し、破断する応力を接着強さとし
た。さらに、破断面の破壊様相の観察を行った。
水 中 浸漬 での 重 量変 化は、 直径 20mm、 厚 さ
2mmの試験片を、37℃水中に1週間、 1ヶ月、 3ヶ
月浸漬したのち重量を測定し、浸漬前後の重量変
化を表面積で割ったものを重量変化量とした。
得られた結果は、一元配置分散分析にて評価を
行った。

３．結 果
粘弾性試験では、MMA系のPSRとシリコーン系2
種の初期瞬間的弾性変形が大きな値を示した。水
中浸漬における粘弾性特性は、PSRとRLSの初期
瞬間的弾性変形が1週間浸漬で有意に低下した
が、SMHとSFLではほとんど変化しなかった。
接着試験では、接着1時間後の接着強さはPSR
が最も小さく、 SMHが他の3種と比較し有意に大
きかった。水中浸漬での経時的変化は、図に示す
ように、1ヶ月水中浸漬ではどの裏装材も1日浸漬
との有意差は認められなかった。熱サイクル後で
はMMA系で有意差が見られたが、シリコーン系は
ほとんど変化しなかった。
水中浸漬における重量変化は、PSR を除く3
種の裏装材では小さく、3ヶ月浸漬においても
有意の増加は見られなかった。
４．考 察
粘弾性試験において、 PSRで初期瞬間的弾性
変形が有意に低下したが、これは可塑剤の溶出が
原因と考えられた。また、 シリコーン系のRLSでも
有意の低下が認められたが、これについては更に
長期浸漬による影響を調べる必要があると考えら
れた。
接着試験において、MMA系では、 PSRの熱サ
イクルで接着強さの低下が見られたほかは、1ヶ月
浸漬でも臨床的に十分な接着力であると考えられ
た。シリコーン系では、 RLSで凝集破壊、SFLで
混合破壊と凝集破壊が多く見られ、接着強さ自体
はさらに大きいと考えられた。
1時間

接着強さ (MPa)

１．緒 言
近年、高齢者人口の増加により義歯装着者が
増加傾向にある。それに伴い、義歯床用弾性裏装
材を使用する頻度も増え、その重要性が増してき
ている。弾性裏装材の長期使用には、その粘弾性
特性や義歯床用レジンとの接着強さなどの長期安
定性が重要となる。そこで義歯床用弾性裏装材の
物性の経時的変化を明らかにすることを目的に、
37℃水中浸漬や熱サイクル負荷後の粘弾性特性
および義歯床用レジンとの接着強さを調べた。

明海大学歯学部歯科材料学講座
岩手医科大学歯学部歯科補綴学講座

1ヶ月

熱サイクル

8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
PSR

SMH

RLS

SFL

図 弾性裏装材と義歯床用レジンの接着強さ
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１．

緒

言

ティッシュコンディショナーはティッシュコン
ディショニング, ダイナミック印象, 即時義歯など
の暫間リラインなど臨床に広く使用されている. 即
時義歯の暫間リライン時には抜歯窩に, ティッシュ
コンディショニング時には褥瘡性潰瘍に接して使用
され, 溶出成分が為害作用を及ぼす可能性が存在す
る. また本材は口腔内で劣化しやすく, カンジダを
主体とした微生物が付着しやすい. そのため, 機械
的にも, 化学的にも, 口腔粘膜に刺激を与える可能
性がある.
今回はティッシュコンディショナーによるヒト歯
肉線維芽細胞への影響を評価することにより, 生体
親和性を検討した.さらに動的粘弾性の測定を行い,
物性の変化についての評価も行った.

２．材料と方法
本研究では4種の材料を用いた（表1）. 細胞毒性
評価では, 各試料は直径6.0 mm, 高さ2.0 mmの円柱
状に作製した. ヒト歯肉線維芽細胞を10000個播種
し，24時間培養した. 各試料をポアサイズ8.0 μm
のポリエチレンテレフタレート（PET）メンブレン
を有するセルカルチャーインサートに入れ，培養液
中へ浸漬した．各wellに静置後, セルカルチャーイ
ンサート内に上記メディウムを500 μl加えた. 浸
漬後さらに24時間,72時間培養後，セルカルチャー
インサートを除去し, Cell Counting Kit-8（同仁
化学研究所）を用いて細胞生存率をWST法にて検討
した．
溶出試験では, 試料は10×10×2 mm の板状に作
製し、各試料を褐色ビン中に蒸留水100 ml, 37 ℃
で浸漬し, 24時間ごとに試料を褐色ビンから取り出
し, 新たなビンに移した. 24時間, 72時間後の溶出
量を高速液体クロマトグラフィー（島津製作所）を
用いて測定した.
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2×20×30 mmの板状に
作製し, 各試料5個ずつ作製した. 試料を37 ℃の蒸
留水中に0時間, 24時間, 72時間, 7日, 14日保管
し，測定温度37 ℃，周波数0.01〜100 ㎐における
貯蔵弾性率（G’），損失弾性率（G”），損失正接
（tanδ）を算出した．統計処理は, 一元配置分散
分析およびSNK-testによる多重比較を用いた.

２．

結果

製品Bは他の材料より強い細胞毒性を示した. 本
材はモノマーを含んでおり, これが影響したものと
思われる. そのため即時義歯への応用には適してい
ないと考えられる. またコート剤を塗布したものは

塗布していないものより細胞生存率が高い傾向であ
った. このことよりコート剤は成分の溶出を抑制し
たと推察される. 製品Cはウンデシレン酸が含まれ
ており, 細胞の増殖抑制に影響したのではないかと
考えられる. 市販ティッシュコンディショナーのヒ
ト歯肉線維芽細胞に及ぼす影響は材料間でそれぞれ
異なっていた. 動的粘弾性の評価より製品Aは他の
材料より劣化しやすい傾向を示した . また製品
B,C,Dは製品Aと比較して安定していた（図１）.
表１ 本実験で用いた
ティッシュコンディショナーの組成
粉末

液

粉液比

可塑剤
（wt%）

エチルアルコール
（wt％）
12.4

（重量比）

製品A Poly ethyl
methacrylate
Mw＝3.28×105

Benzyl butyl phthalate
（87.6 ）

製品B Methacrylate
ester polymer

Fa y acid ester plas cizer （unknown）
Methacrylate ester

1.17

Coa ng
Methacrylate
ester polymer
Ethyl acetate

Benzyl benzoate
（87.3）

8.2

0.90

Undecylenic Acid

10.0

1.37

0.90

Mw=unknown
製品C Poly ethyl
methacrylate
（PEMA）
Mw＝2.92×105

Dibtyl phthalate
（4.5）

製品D Poly ethyl
methacrylate
（PEMA）
Poly butyl
methacrylate
（PBMA）
Mw＝2.92×105

Dibutyl phthalate

（MPa）
0.20
0.2

製品A
製品B

0.15
0.15

製品C
製品D

0.10

0.1

0.05
0.05

0
0

0
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図１ 各ティッシュコンディショナーの
１Hzにおける貯蔵弾性率

４.

まとめ

ティッシュコンディショナー間で細胞毒性が異
なっており, また分子量の小さい可塑剤の溶出量が
多かった. また材料間で粘弾性の経時的変化が異な
っていた. 以上の結果より, 細胞生存率および動的
粘弾性は試料の成分に大きく影響されることが推察
される. 市販ティッシュコンディショナーはそれぞ
れ性質に違いがあり, 使用目的に適したものを選択
する必要がある.

温度応答性ゲルを用いた義歯安定剤に関する検討
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眞弓 一高

井上
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水口 俊介

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科全部床義歯補綴学分野

１．緒

言

唾液の粘度を大きくすることで義歯の維持力を向
上させる義歯安定剤，とくにクリームタイプは使用
したあとに口腔粘膜へ残留しやすく，除去すること
が容易ではない．また，義歯安定剤の使用前後で
C.albicansの増加した被験者が散見された報告 1 も
あり，粘膜に残留した義歯安定剤は不快感や口腔衛
生状態の増悪因子となりうる．
義歯安定剤が口腔粘膜に残留する原因のひとつと
して，軟膏基材であるワセリンや流動パラフィンの
添加が考えられる．
そこで，温度に応じてゾル-ゲル転移を示す温度
応答性ゲルを軟膏基材とした義歯安定剤を試作し，
その温度応答性と粘着強さについて検討した．

が高くなるため，CMC添加量が多い8wt%の試料にお
いて，昇温時に粘度の上昇がおきたと考えられる．
Pluronic 20wt%の試料は，25wt%と比較してCMCの影
響が大きく，CMC 8wt%の試料では温度応答性が認め
られなかった．Pluronic 20wt%-CMC 8wt%以外の試
料において，粘着強さの低下は認められなかった．
以 上の 結果 から ， Pluronicを 軟膏 基剤 と して
25wt%添加することで，粘着強さを低下させること
なく，温度応答性を付与できることが明らかとなっ
た．そのため，冷水による含洗などを行うことで，
口腔粘膜からの除去が容易となると考えられる．し
かし，Pluronicのみを基剤とした場合，溶解性が大
きいことが予想されるため，粘着力の持続時間を改
善する組成の検討が必要である．

２．材料と方法
温度応答性ゲルには，ポリエーテル系の高分子界
面活性剤であり，20-60℃ではゲル，20℃以下では
液体となるゾル -ゲル転移 を示すPluronic F-127
（ AnaSpec Inc.;以 下 Pluronic ）を 使用 し た ．ま
た，粘着成分にはカルボキシメチルセルロースナト
リウム（Wako; 以下CMC）を使用した．
Pluronic 粉剤 と 4 ℃の 蒸 留水 を混 和し ， 暗所
4 ℃に24時間静置し，Pluronicを水和膨潤させた．
その後，CMC粉剤を添加・混和し，暗所 4 ℃に24時
間静置したものを試作安定剤とした．Pluronicの添
加量は0，20，25wt%，CMCは4，8wt%とした．
粘度の温度依存性を評価するため，回転式粘度計
（ Rheometer CVO120， Bohlin Instruments ） を用
い，コーンプレート直径20mm、コーン角2°，ギャ
ップ間距離 70μm，Shear Stress 80Paにて粘度測
定を行った．温度条件は昇温10℃‐40℃，降温40℃
‐10℃，2℃/minとした．
粘着強さは，試作安定剤を介在させて圧着した2
枚のアクリル板に対する引張り強さとして評価し
た．圧着条件はアクリル板（50×50㎜）に試作安定
剤0.3gを塗布し，9.8Nで30秒間加圧とした．引張り
試験は，万能試験機（AUTOGRAPH AG-1，SHIMADZU）
を用い，クロスヘッドスピード5mm/min，室温25℃
にて行った．

３．結果および考察
粘度の測定結果を図に示す．また，粘度（35‐
40℃，10‐15℃）および粘着強さの結果を表に示
す．各温度域の粘度は昇温時と降温時をあわせた平
均値とした．
Pluronic 25wt% の 試 料 で は ， CMC の 添 加 量 が
4wt%、8wt%ともに10℃から20℃の間で大きな粘度変
化が認められた．また，CMCは温度が低いほど粘度

図．粘度の温度応答性
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(mN/㎜ 2)

105.6
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表．粘度（35-40℃，10-15℃）および粘着強さ
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口腔に使用できる生分解性水溶液抗菌剤
竹内節男 吉川靖志 田中秀典 日野靖子
株式会社デントロケミカル

Ⅰ．諸言
歯科用寒天印象材に対して薬剤抵抗性が強い緑膿

Ⅲ．結果と考察

菌の汚染による「ダンカン現象」と称するゲル化不

１）ＰＬの作用：ＰＬは L-リジンのみが２５～３０

良の問題を解決するために、複数の薬剤の配合によ

残基、直鎖状に結合した塩基性天然ペプチドであり、

る相乗的活性を期待して種々試みた結果、ＰＬ(ε-

食品防腐剤として利用されている。それを新防腐系

ポリリジン)とパラオキシ安息香酸エステルを適正

に組み込む目的で検討し、１０μg/ml 以下の希薄濃

比率で配合した場合に、緑膿菌に対する有効性を見

度では緑膿菌に対する作用が増殖抑制から増殖促進

出し、印象材に添加したところ、不良品の発生は皆

に転換する不可解な現象に遭遇した。そこで細胞表

無になった

１）

。その後、さらに安全な防腐系を目指

層を観察する目的で５μg/ml のＰＬ溶液で緑膿菌を

し研鑽を重ねた結果、ＰＬとＭ(モノラウリン)を配合

処理して、ＳＥＭ(走査型電子顕微鏡)で観察したと

した無味無臭で、刺激性もない安全で強力な生分解

ころ細胞壁および外膜が剥離し、軟らかい細胞質膜

性防腐系を樹立できた

2,3）

。

に包まれた球形の細胞質が見られ、少数ながらそれ
が破裂した像も見られた。これは保護膜から解放さ

Ⅱ．材料と方法

れた細胞質の栄養の取り込みがよくなり増殖が促進

配合防腐剤

し、一方、防腐剤を配合したときの取り込みも良く

ε-ポリリジン臭素酸塩(チッソ)、モノラウリン(太

なり阻害を強く被る可能性がある。

陽化学 サンソフト 750)共に水溶性であり、有機溶剤

２）Ｍ(モノラウリン)：Ｍは、脂肪酸エステル類の中

は使用してはならない。

では抗菌活性が特別強いので希薄濃度のＰＬと配合
して活性を調べたところ、強力な活性増強が見られ

使用菌株

た。そこでＰＬ５μg/ml とＭ４０μg/ml の配合液で

緑膿菌（Pseudomonas aeruginosa JCM5961）

緑膿菌を処理し、ＳＥＭで前項のＰＬ５μg/ml の単

黄色ブドウ球菌（Staphylococcus aureus FDA209P）

独処理の細胞と比較した。その映像にはＰＬ単独処

皮膚常在菌（Staphylococcus epidermidis 分離株）

理で見られた球状の細胞質がなく、膜を失った細胞

カンディダ菌（Candida albicans ATCC90028）

質が不定形に流出していた。これは界面活性剤であ

大腸菌（Escherichia coli K-12）

るＭが、ＰＬで露出した細胞質膜の脂質二重層を乳
化したためと考えられる。すなわち、ＰＬの作用が

使用培地

あってのＭによる溶菌作用に違いない。以上の生分

トリプトソーヤブイヨン 1/2 濃度(日本製薬)

解性水溶液抗菌剤の作用は、２剤の物理的協力であ

「生分解性抗菌剤」の抗菌活性の確認は、配合成分

るから抗生物質とは基本的に異なり、その前提によ

のＰＬの分子が大きく寒天培地に拡散しないため、

る応用の検討を期待したい。

総ての実験を液体培地で行い、目視と濁度測定で活
性を評価した。

引用文献
1)竹内節男、吉川靖志、田中秀典、吉川郁司、パラ

細胞観察使用機器：走査型電子顕微鏡(日本電子製
JSM7500 および JSM7400F)

ベンとε-ポリリジンを配合した防腐系、防菌防黴
vol.31,pp705～710,NO.11,2003
2,3)特許 436676,PCT 公開:WO-210/005432

脳波を用いた粘膜調整の治療効果の評価
○松田梨沙 1, 諸熊正和 1, 米山喜一 1, 細井紀雄 2, 大久保力廣 1
1 鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座
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1. 緒言
歯の喪失はアルツハイマー型認知症の危険因子

鶴見大学

布の滑らかさからシナプス・ニューロン機能の低下
を定量化する脳機能活性度評価 (DIMENSION 解

の 1 つであり、義歯装着者は脳機能劣化のリスクを

析)、脳の部位ごとにニューロン機能の異常を定量化

多く抱えている。これまでの研究により、義歯を装

する機能局在評価 (NAT 解析) を行った。

着し咀嚼することは脳機能を活性化すると考えられ
ている。しかし、顎堤粘膜に異常が認められ、義歯

統計解析は、Wilcoxon 検定 (α=0.05) を用いて、
粘膜調整前後を比較した。

による疼痛が生じている患者に対する粘膜調整が感

3. 結果と考察

性および脳機能にどのような影響を及ぼすか明らか
ではない。

ESAM 解析による感性評価では、粘膜調整により

本研究の目的は、脳波解析を行い上下顎全部床義

ストレスは 6 名中 5 名が減少し、喜びは 6 名中 4 名

歯装着者に対する粘膜調整が、感性、脳機能の活性

で増加し、リラックスは 6 名中 3 名で増加し、患者

度および機能局在にどのような影響を及ぼすか解明

の心理的負担が軽減する傾向が認められた(p>0.05)。

することである。

DIMENSION 解析による脳機能の活性度評価では、
正常域 1 名、準正常域および危険域 5 名に分けられ

2. 方法

た。準正常域および危険域の被験者は、粘膜調整前

被験者は、鶴見大学歯学部附属病院補綴科で臨床

と比較して粘膜調整後に有意な脳機能の活性化が認

経験が 20 年以上の 2 名の補綴専門医により粘膜調整

められた (図 1)(p<0.05)。NAT 解析によるニューロ

が必要であると診断した上下顎全部床義歯装着者 6

ン活動部位の評価では、10-11Hz を解析したところ

名 (男性 1 名、女性 5 名、年齢 67～85 歳、平均年齢：

P3 感覚野のニューロン活動の活性化が認められた

77.8 歳) とした。脳疾患の既往歴のある者は除外し

(p<0.05)。以上より粘膜調整により、心理的負担が

た。すべての被験者に対して、鶴見大学倫理審査委

軽減される傾向が認められた。さらに粘膜調整は、

員会から承認を得た方法にて説明し、同意を得たの

脳機能の活性化を促し、感覚野のニューロン活動を

ち研究を行った。義歯調整は、必要に応じて咬合調

活性化させることが明らかになった。

整、リリーフを行った後、ソフトライナー (ジーシ
ー) を用いて粘膜調整を行った。

本研究より、脳波解析することで粘膜調整の治療
効果を評価可能であることが示唆された。

粘膜調整前後の脳波を ESA-pro (脳機能研究所、
神奈川) を用いて、補綴科併設のシールドルームに
て閉眼安静座位の状態で 3 分間測定した。ペースト
レス電極ヘルメットは、国際 10-20 法に従い電極を
配置し、頭皮上の 21 チャネルで測定し、基準電極は
右耳朶とした。測定した脳波データをもとに、各脳
波の周波数の位相位置関係から心理的状態を時系列
で定量化する感性評価 (ESAM 解析)、
頭皮上電位分

図1

粘膜調整前後の脳機能活性度の比較

アクリル系軟質リライン材使用総義歯の生存分析
木本統1 木本克彦2 郡司敦子1 伊藤菜那1 河相安彦1
1日本大学松戸歯学部有床義歯補綴学講座
2神奈川歯科大学顎口腔機能修復科学講座

１．緒

言

我が国における高齢者人口の急速な増加は、無
歯顎患者数の増加や無歯顎期間の長期化を招き、こ
れに歩幅を合わせ、顎堤粘膜の萎縮のため通法の総
義歯治療では対応に窮する患者が増加しつつある。
このような患者への対応として、我々はアクリル系
軟質リライン材に着目し、無作為割付臨床試験を用
い、その有効性を報告してきた1-2)。 今回、先行研
究である無作為割付臨床試験に参加した総義歯装着
者を５年間追跡調査することで得られた知見を報告
する。本研究の目的は、下顎総義歯にアクリル系軟
質リライン材を応用した義歯（以下軟質義歯）と通
常のアクリル床義歯（以下通法義歯）との生存率を
比較検討することである。

３．結界と考察
3.1 通法義歯および軟質義歯ともに、装着後2年後
からリラインや再製が増加した（図）。
3.2 通法義歯のリラインと再製の理由は全て義歯の
ゆるみで（n=9）あった。一方、軟性義歯では義歯
のゆるみ（n=7）と劣化（n=7）がリラインと再製
の理由あった。臨床的には顎堤吸収に寄るところが
大きいと考えられる義歯のゆるみの訴えが軟質義歯
装着者の方が少ないことは、軟質リライン材を使用
しても顎堤吸収が特別に進行することがないことを
示唆する。
3.3 コックスの比例ハザードモデルによる生存分析
の結果、軟質義歯を使用すると通法義歯より生存率
が低くなる傾向が見られた（表）
100

２．材料と方法

90

2.1 被検者
平成16年3月から平成18年9月までに、日本大学松戸
歯学部付属病院および神奈川歯科大学付属歯科病院
で行われた無作為割付臨床試験を終了し、予後調査
に同意を得た67名を被験者とした。
2.2 義歯
通法義歯：上下顎義歯ともにアクリルレジン（フィ
ジオレジン、ニッシン社製）のみで製作した。
軟質義歯：上顎義歯はアクリルレジンのみ、下顎義
歯はアクリルレジンと厚さ2mmの軟質リライン材
（フィジオソフト、ニッシン社製）で製作した。
2.3 追跡方法

年に一度被験者と電話連絡を取り、義歯の使
用状況やトラブルの有無を確認した。被験者
が義歯のトラブルを抱える場合、予約をとり
状況に応じ義歯の調整、リライン、再製を行
った。被験者にはトラブルが生じた場合他の
診療機関を受診せず、担当医に連絡をするよ
うに指示した。
2.4 生存分析
2.4.1 イベント発生および打ち切りの定義
イベント発生は下顎義歯のリラインや再製を行った
症例とした。
2.4.2 打ち切り症例の定義
研究への参加を拒否した者、消息不明者、死亡した
者および研究終了時までの義歯を装着していた者と
した。
2.4.3 統計手法
カプランマイヤー法にて生存曲線を確認後、生存率
に対し交絡因子となり得る顎堤条件、性別、義歯装
着時の年齢、担当医の熟練度を統計的に考慮できる
コックスの比例ハザードモデルを用い生存分析を行
った。
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カプランマイヤー法による生存曲線

コックスの比例ハザードモデルによる生存分析

変数
義歯 ( 軟質義歯 / 通法義歯 )
性別 ( 男 / 女 )
担当医 ( 認定医 / 非認定医 )
義歯装着時の年齢 (years)
顎堤条件 (mm)

P-value Hazard ratio
0.08
0.45
0.34
0.07
0.39

2.13
1.50
1.50
1.07
1.04

95% CI
0.90-5.08
0.52-4.29
0.65-3.47
1.00-1.24
0.98-1.15

４．結論
軟質義歯を使用すると通法義歯より生存率が低くなる
傾向が見られた。そして、この原因は軟質リライン材の
材料の劣化に起因することが明らかとなった。
文 献
1) Kimoto S, Kimoto K, Gunji A et al. Randomized
controlled trial investigating the effect of an acrylicbased resilient liner on perceived chewing ability in
edentulous patients wearing mandibular complete
denture. Int J Prosthodont,23:110-116, 2010.
2) Kimoto S, Yamamoto S, Shinomiya M, Kawai Y.
Randomized controlled trial to investigate how
acrylic-based resilient liner affects on masticatory
ability of complete denture wearers. J Oral
Rehabil,37:553-9,2010
本研究は科研費（基盤研究C:23592869）の助成
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無歯顎患者の義歯に関する主観的評価と口腔関連QOLに全部床義歯新製が与
える影響
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1東京医科歯科大学大学院医歯薬学総合研究科全部床義歯補綴学分野

１．緒

言

歯科治療の効果を評価する方法のひとつに口腔
関連QOLによる主観的評価があげられる．代表的
な口腔関連QOL測定法としてOHIPがあり,これまで
OHIPと全部床義の関連性について多くの研究者に
よって検討が行われてきたが1,2)，義歯を総合的に
評価するアンケートを用いて，OHIPとの関連性を
調べた論文はない．そこで，今回は全部床義歯の新
製前後の，患者の義歯に関する主観的評価と口腔関
連QOLとの関連性，また咀嚼能力評価と口腔関連
QOLとの関連性についての検討を行った．

２．材料と方法
2.1 被験者
2009年1月から2010年11月の間に,東京医科歯科大
学歯学部附属病院にて上下全部床義歯を新製予定の
122名を対象とし，そのうちアンケートの記入もれ
がみとめられた者，また病気などの理由で来院が不
可能となった者を除外した結果，93名を最終的に被
験者とした．
2.2 測定項目
各被験者に対して，義歯新製前と新製義歯調整終
了時の2回，口腔関連QOLに関するアンケートと義
歯に関するアンケート評価と，色変わりガムを用い
た咀嚼能力評価を行った．口腔関連 QOL評価に
は，OHIP-EDENTの日本語版を用い，また義歯に関
するアンケートには計22項目，6尺度(機能性，下顎
義歯，上顎義歯，期待度，審美・社会性，重要度)
より構成されたアンケートを用いた．各評価項目は
100mm－VAS法にて評価し，尺度ごとに対応する
項目の総スコアを算出した．また，咀嚼能力評価値
として100回咀嚼時の測定値ΔE100を用いた．
2.3 統計解析
変数にはそれぞれ、OHIP-EDENT総スコア、義歯
に関するアンケートの6尺度の各スコア、ΔE100に
ついてそれぞれ、新製前後での差を算出したものを
用いた．統計解析は8変数についてPearsonの相関係
数を用いた相関分析 を行ったあと、OHIP-EDENT
を従属変数、義歯に関するアンケートの6尺度とΔ
E100を独立変数としたステップワイズ重回帰分析
を行った．

３．結果
相関分析は義歯に関する主観的評価の6尺度の全
てにおいて、OHIP-EDENTとの間に有意な負の相関
がみとめられた．また，ステップワイズ重回帰分析
の結果，独立変数のうち『下顎義歯』と『審美・社
会性』がOHIP-EDENTの有意な予測変数として検出

された．なお、調整済み決定係数R 2乗値は0.42であ
った．

４．考察
・『下顎義歯』は，下顎義歯の維持や安定に関連す
る評価項目から構成されるが，臨床において上顎よ
りも下顎の旧義歯の維持力に対して不満を持つ患者
が多いことからも，下顎義歯の維持・安定の向上は
口腔関連QOLの改善に関連していたと考えられ
る．
・『審美・社会性』は，審美性や発音に関連する評
価項目から構成されるが，発音・会話には長期の適
応期間が必要であり3)，短期間での調査である今回
の結果には発音よりも審美性が大きく口腔関連
QOLの改善に関連していたと考えられる．

５．結論
・全部床義歯の新製において、無歯顎患者の
口腔関連 QOL と患者の義歯に関する主観的評
価には関連性がある ．
・義歯の関連因子のうち、下顎義歯の維持や
安定、審美性や社会性が新製義歯調整終了直
後の無歯顎患者の口腔関連 QOL の向上に貢献
する．
・今回使用した色変わりガムを用いた咀嚼能力評価
法と口腔関連QOLには関連性がみとめられなかっ
た．
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４．図 表

近年，咀嚼の客観的評価に関して簡便な方法
が各種開発され，チェアサイドでの応用が可能
となってきている．今回，外来通院のできる高
齢者を対象に，咀嚼効率と混合能力から咀嚼能
力を評価し，自己記入式の質問票の回答と組み
合わせ，その相互の関連を主に検討を行った．

２．方

法

2.1 被験者
本 学 附 属 病 院 高 齢 者 歯 科 を受 診 し た高 齢 患 者
100名を高齢者群（E群）とした．
担当医が記入した調査票から抽出した,可撤性義歯
の使用の有無や状態の良否によって，
E群
：義歯使用のない有歯顎高齢者
S/S群 ：上下顎共に義歯の状態が良好
D/S群 ：上下顎義歯どちらかが良好
D/D群 ：上下顎義歯共に不適合
の４群に分類した．
さらに可撤性義歯を使用していない非高齢者を
コントロール群（C群）とし，計５群で比較検討した．
2.2 検査法
咀嚼機能評価は，２色のワックスキューブを
試料とする混 合能力 測定 １ ） （MIXIE system:井
上アタッチメント）から得られるパラメータで
ある混合能力（MAI），混和率(MIX) ．
グルコース含有グミの粉砕能力 2） （グルコセン
サーGS−１：GC）から判定する咀嚼効率の評価
を行った．
また，咀嚼時の食塊形成に重要な役割を担う
舌の機能について，最大舌圧 ３ ） を指標として記
録した．さらに，平井らの咀嚼スコア ４ ） を用い
た食品摂取難易度についての評価を加えた．

３．結

果

E群はC群と比較し， MAIならびに咀嚼効率に
関しては，差が見られなかったものの ，舌圧と
MIXは有意に低下していた．E群および C群の両
群ともに舌圧と混和率の間には有意な相関が認
められた．このことから， 咀嚼中の食品混和に
舌機能が関与していることが示された．さらに
線形回帰分析で は， C群 と比較して E群は傾き
が小さくなったことから，高齢者の機能低下に
は舌圧以外 の要因も関与していることが推察さ
れた（図１）．
咀嚼スコア の評価では 摂取難易度が高くなる
につれ，C群とE群の差が大きくなることが示さ
れ た ．ま た， E群に おい て 上 顎義 歯 の不 適合 や
下顎が義歯となることにより難易度の高い食品
のスコアが有意に低下することが示唆された．
（図２）

図１

図２

MIXと舌圧の散布図

義歯の状態と摂取難易度別にみた咀嚼スコア
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有床義歯装着者においては，義歯の良好な予後
を得るために定期的なリコールが重要である．しか
し，そのリコール間隔に関しては，症例によって難
易度が違い，十分なエビデンスが得られていないた
め，明確な基準は今日まで明らかにされていない．
このようにエビデンスが不足している場合，または
意見が拮抗している場合には，デルファイ法を用い
たアンケート調査が有効であるとされている1)．デ
ルファイ法とは，1960年代に開発された手法であり
2)
，調査する内容に精通した専門家で構成されたコ
ンセンサスグループからの意見をアンケートにより
集約し，コンセンサスを形成する調査方法である．
社団法人，日本補綴歯科学会は診療ガイドライン
作成の一環として，このデルファイ法を用いて義歯
の良好な予後を得るためのリコール間隔，ならびに
リコール間隔が長すぎた場合の悪影響について検討
した．当教室はこの部分を担当したので，今回その
概要を示し，妥当なリコール間隔について検討した
ので報告する．

であった．また，簡単な義歯症例において，インプ
ラントグループはほかのグループよりリコール間隔
が長くなる傾向が示された．
一方，リコール間隔が長すぎた場合の悪影響に関
して，咀嚼機能，対応性，耐久性，治療のための肉
体的，時間的負担の各項目において，悪影響を与え
るという考えに同意する傾向が示された．また，ほ
かのグループと比較して有床義歯グループでは，発
音機能に対する悪影響に対して否定的，快適性に対
する悪影響に対して肯定的な意見の傾向が示され
た．
デルファイ法による調査をもとに，義歯の良好な
予後を得るためのリコール間隔，ならびにリコール
間隔が長すぎた場合の悪影響に関する指標について
示した．
表１

アンケート調査１の設問項目
設問項目

比較的簡単な全部床義歯症例
難しい全部床義歯症例（顎堤吸収が大きい，顎位不安定など）
比較的簡単な部分床義歯症例（少数歯欠損，中間欠損など）

２．材料と方法
コンセンサスグループは，社団法人，日本補綴歯
科学会に所属している有床義歯，クラウン・ブリッ
ジ，インプラントに精通したもののうち回答の得ら
れたもの，各グループ14名，10名，12名，計36名と
した．アンケート項目として，リコール間隔に対し
ては症例の難易度に応じた表１に示す5項目，悪影
響に対しては表２に示す9項目を設定した．調査方
法は，郵送自記式質問紙調査法を繰り返すデルファ
イ法を用いた．
デルファイ法の手段を以下に示す．1回目では，
「義歯の良好な予後を得るためのリコール間隔」に
対して自由記述（～ヶ月），「リコール間隔が長す
ぎた場合の悪影響」に対して10段階（0～9）での評
価を求めた．2回目では，1回目の結果から得られた
各項目の中央値ならびに度数分布を表示したうえ
で，同一対象者に郵送し再度評価を求めた．2回目
で得られた回答を集計し，各項目の中央値および収
束度を算出した後，同意度を判定した．なお，中央
値は比例配分法を用いて算出した．

３．結果と考察
義歯の良好な予後を得るためのリコール間隔に
関して，難しい全部床義歯，遊離端欠損の部分床義
歯，難しい部分床義歯において意見の収束が認めら
れ，各リコール間隔は4.0ヶ月， 5.5ヶ月，2.8ヶ月

遊離端欠損の部分床義歯症例
難しい部分床義歯症例（すれ違い咬合，支台歯脆弱など）

表２

アンケート調査２の設問項目
設問項目

咀嚼機能に悪影響を与える
発音機能に悪影響を与える
審美性に悪影響を与える
快適性（装着感）に悪影響を与える
対応性（修理，リラインなど）に悪影響を与える
耐久性（ロンゲビティ）に悪影響を与える
治療のための肉体的，時間的負担に悪影響を与える
害（誤嚥，疼痛など）に悪影響を与える
コストに悪影響を与える

文 献
1) Bourgeois DM, Llodra JC. Strategies to promote
better access to over the counter products for oral
health in Europe -a Delphi survey-. Int Dent J 2009;
59: 289-296.
2) Dalkey K. An experimental study of group opinion the Delphi method-. Futures 1969; 1: 408-426.

歯科用抗菌剤としての二酸化塩素の基本的性質
前田

武志1 堀

智治2 野村

雄二3 貞森 紳丞2 呉本 晃一2 西崎 宏1
岡崎 定司1 赤川 安正2
1大阪歯科大学欠損歯列補綴咬合学講座
2広島大学大学院医歯薬学総合研究科先端歯科補綴学講座
3広島大学大学院医歯薬学総合研究科生体材料学講座

１．緒

言

これまで歯科領域では消毒剤や抗菌剤として、
各種抗生物質、次亜塩素酸ナトリウム、過酸化水
素、生薬およびオゾン水等の機能水が用いられてき
た。近年になってサーズや鳥インフルエンザの対策
として二酸化塩素(ClO2)が注目され始めた。その一
般的な特長として、① 殺菌力が強い、② 抗菌反応
が早い、③ 分解する際にトリハロメタン等の発が
ん性物質を発生しない、④ 抗菌スペクトルが広い
ことが挙げられる。その二酸化塩素の歴史的背景と
しては1960年代から欧米で次亜塩素酸ナトリウムに
代わり、水道水の消毒に用いられたのを皮切りに、
日本では2008 年に食品安全委員会から食品添加物
としての認可を受けるに至った。二酸化塩素は現
在、その高い抗菌性と消臭性より注目を受けている
が、歯科用抗菌剤としての報告はまだされていな
い。そこで本研究ではその基本的性質を C.albicans
を用いて評価することとした。

２．材料と方法
①

二酸化塩素の保存温度の検討
対象菌株としてC.albicans ATCC90028 を用い
た。二酸化塩素を1,5,10,50 ppm に調整し、10 度
(低温)、24 度(室温)および40 度(高温)の条件下で暗
室にて12 時間、1 ,3 ,5 ,7 日、2 ,3 ,4 週間保存した
後、残存濃度比を算出した。得られたデータはt 検
定により、危険率5% で統計処理を行った。
② 二酸化塩素の抗菌効果の検討
抗菌剤として二酸化塩素の他、次亜塩素酸ナトリ
ウムと過酸化水素を用いた。対象菌株として
C.albicans ATCC90028 を用い、培地はカンジダ
GE培地を用いた。CLSI の方法に基づいて、最小発
育阻止濃度 (MIC) と最小殺真菌濃度 (MFC) の測
定を行った。
③ 二酸化塩素の抗菌時間の検討
調整した菌液と各濃度の二酸化塩素、次亜塩素酸
ナトリウム、過酸化水素を等量混和後、30、60、90、
120 秒間曝露させ、カンジダ GE 寒天培地に接種し、
37℃、24 時間培養後、CFU を算出し、CFU が 0 と
なる時間を抗菌時間と判定した。

３．結果
① 保存温度10 度における二酸化塩素の残存濃度
比は、1,5,10,50 ppmすべての濃度において、1日後
に約0.8となり、その後はほぼ一定となった。保存
温度24 度では、4 週後には約0.5となり、保存温度
40 度では7日後に0 に近い値となった。図1 に3 つ
の濃度を加算平均したグラフを示す。

② 表1 に示す様に二酸化塩素のMIC、MFC は最
も低い結果となった。
④ 二酸化塩素では1ppm を除く濃度で120 秒ま
でにCFU が0 となった。次亜塩素酸ナトリウムで
は200ppm、90 秒でCFU が0 となった。過酸化水
素ではCFU が0 となることはなかった。(図2)

図1 各保存濃度における残存濃度比
表１

各抗菌剤のMICとMFC

MIC
2 ppm
64 ppm
2048 ppm

ClO2
NaOCl
H2O2

図2

MFC
4 ppm
128 ppm
8192 ppm

各抗菌剤200ppmでの抗菌時間

４．まとめ
二酸化塩素は、保存には10 度が適しており、ま
た次亜塩素酸ナトリウム、過酸化水素と比較して優
れた抗菌効果･抗菌時間をもつことが認められた。

口腔カンジダ症としての義歯性口内炎診断
-ファンギフローラYによる蛍光染色の有用性山本 健1,2)，奥野典子1)，森戸光彦1)，中川洋一2)
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義歯性口内炎は義歯床下粘膜異常の一症状であ
る非特異的炎症と定義されているが、多くの場合C.
albicansなどを原因菌とする口腔カンジダ症が本態
である。萎縮性カンジダ症を本態とした場合の義歯
性口内炎では咬合負担圧や維持･安定不良などの機
械的刺激を疑って義歯調整が主に行われるが、抗真
菌薬の併用が著効する症例も少なくない。口腔粘膜
のスワブからの培養検査で、通常より増加したカン
ジダの存在が認められた場合、臨床的にカンジダ症
と診断されるが、培養に２日ほどの時間を要すため
に迅速性に劣ることが問題となる。そこでチェアー
サイドでの迅速診断に、蛍光染色による鏡検法の併
用が報告されている。今回、その有効性における、
義歯使用の有無がもたらす影響について検討を行っ
た。

全視野の菌体数と、培養検査のコロニー数間で検
討した場合、全被験者では（p<0.0001，r=0.612）、
非義歯使用者では（p<0.0001，r=0.644）、義歯使用
者では（p=0.0014，r=0.583）と、義歯使用の有無に
よる相関係数ならびに回帰係数の差が少なかった
（図２）。

図１

鏡検1視野あたりの菌数と培養CFUとの相関

図２

全視野鏡検での菌数と培養CFUとの相関

２．材料と方法
口腔粘膜の疼痛を主訴とし、萎縮性カンジダ症が
疑われた89名を対象とし、カンジダの培養検査と鏡
検を行った。対象における義歯使用の内訳は、義歯
使用者46名、義歯非装着者43名であった。
培養検査は滅菌綿棒で舌背を10回擦過したのち、
CHROMager™ Candida培地で37℃、48時間培養し、
CFUをカウントした。 CHROMager™ Candida培地で
は形成されるコロニー色によって菌種の推定が可能
であるが、本実験では総CFU数をもってカンジダCFU
とした。
鏡検の塗抹標本は、歯科用ミラーを用い、少量の
水滴をつけて舌背から採取したものを塗抹し、ファ
ンギフローラY染色システム（バイオメイト）を用
いて蛍光染色し、ポータブル蛍光顕微鏡 CyScope
（パルテックジャパン株式会社）にて観察し、 1視
野あたりの菌体数と塗抹面全視野の菌体数をカウン
トした。
これらの対象者を義歯使用の有無で2群に分類
し、各々相関ならびに回帰分析を行い、両群で同じ
結果が得られるかを検討した。

３．結果
全対象者での、蛍光染色における１視野あたりの
菌体数と、培養検査のコロニー数との間には有意な
相関（p<0.0001，r=0.605）が認められた。これらは
義歯非装着者で（p<0.0001，r=0.816）、義歯使用者
で（p=0.0014，r=0.457）と、ともに有意であった
が、相関並びに回帰係数については若干の差が認め
られた（図１）。

４．まとめ
対象者の口腔内から採取された標本像では菌糸が
確認されたのに対し、比較検討のために培養後のカ
ンジダから得た鏡検像ではすべてが酵母型を呈して
いた。常在菌として酵母型で存在するカンジダと異
なり、病態形成に関与していると判断された。
蛍光染色による鏡検では、義歯の使用• 非使用に
関わらず、塗抹面全視野の菌体数から、培養検査と
同様に口腔内カンジダの増加を半定量的に評価でき
ることが示された
５．文 献
1) Giannini P.J. and Shetty K.V.: Diagnosis and
management of oral candidiasis. Otolaryngol Clin
North Am 44: 231-240, 2011.
2) 深在性真菌症のガイドライン作成委員会: 深在
性真菌症の診断・治療ガイドライン2007. 共和
企画, 東京, 2007.
3) 鴨井美帆，山本 健，中川洋一 他．口腔カン
ジダ症の診断へのファンギフローラY染色の応
用．日口粘膜誌 17 : 1-6・2011.
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１．はじめに
全部床義歯の維持安定不良と咀嚼障害を訴えて本
学歯学部附属病院補綴科に来院した患者の中で、使
用中の義歯に著しい歯ブラシ磨耗によるくさび状欠
損が認められた２症例について報告し、義歯装着者
の歯磨き習慣について考察を加えた。

２．症例の概要
第１症例：86歳の女性。約25年前に無歯顎にな
り、現在使用している上下顎全部床義歯を10年ほど
前に装着したが4~5年前から合わなくなり、義歯安
定剤を使用するようになった。下顎は安定剤の上に
さらに脱脂綿を敷いて痛みを防いでいた。安定剤を
交換する煩わしさと補綴歯科専門医の存在を知って
新義歯の製作を希望して来院した。義歯の所見：上
下顎義歯ともに義歯安定剤が貼付されていた。人工
歯の歯頚部には上顎右側と下顎左側にくさび状欠損
が認められた（図１）。清掃状態は良好であった。
診断と治療：義歯不適合と疼痛の発現を認め、通法
に従い、上下顎全部床義歯を製作して装着した。
第２症例：70歳の女性。下顎義歯の維持安定不良
と咀嚼障害を主訴として来院した。現在使用中の義
歯は約8年前に製作し、上顎義歯の維持・安定は良
好であった。３年ほど前より、葉物の野菜が噛みに
くくなった。義歯の所見：上顎義歯頬側研磨面およ
び人工歯は大きく磨耗しており、上顎右側第二大臼
歯が残存する右側は義歯床が透けていた（図２a,b,c）。下顎義歯には、形態的な異常は認められな
かった。医療面接によれば、患者は上顎義歯を装着
したままブラッシングを行っていた。診断と治療：
上顎人工歯の咬頭が著しく磨耗して、義歯の咬頭嵌
合位が不安定なため、新義歯の製作を行った。

がある１） 。加えて、ブラッシングを口腔周囲筋の
エクササイズととらえた場合、ブラッシングが三叉
神経を刺激して脳内神経伝達物質を増加させ、脳機
能を活性化させている可能性も考えられる ２） 。こ
の様な患者に対しては、義歯を装着した状態で柔ら
かい歯ブラシを用いて研磨剤フリーの義歯用歯磨剤
を使用し、ブラッシング圧をかけ過ぎないように指
導する。その後、義歯を外して、残存歯、顎堤、口
蓋、舌をそれぞれの専用ブラシで磨き、義歯床粘膜
面と研磨面を義歯用ブラシで機械的に清掃した後、
義歯洗浄剤に浸漬する化学的清掃を行うことを指導
したらどうであろうか。

４．まとめ
１．Pub Med、医中誌を検索したが、義歯装着とブ
ラッシングに関する文献は見当たらなかった。
２．義歯を装着したまま歯磨きをしたいという患者
のQOL維持のために適切なブラッシング法の検討が
必要である。
３．口腔内で使用する義歯用歯ブラシと研磨剤フリ
ーの歯磨き剤の開発の検討も必要と考えられる。

図1.症例１の義歯装着状態
上顎右側と下顎左側にくさび
状欠損が認められる

図２-a.症例２の義歯装着状態
上顎義歯頬側研磨面および人
工歯は大きく磨耗している

図２-b. 症例２の右側面観
７ が残存する床研磨面は歯ブ
ラシ磨耗のため透過している

図２-c 症例２の左側面観.
３ 人工歯の磨耗が特に著明
である

３．結果と考察
第１症例、第２症例ともに装着後の患者指導で
は、義歯は外して清掃すること、義歯安定剤は使用
しないこと、就寝時には義歯を外して義歯洗浄剤に
浸漬することを説明した。
義歯を装着してブラッシングすることについての
患者の意見は①昔からの歯ブラシ習慣である、②歯
磨き剤を付けて磨きたい、③清涼感がある、④残存
歯を磨きやすい、⑤うがいしやすい、⑥床粘膜面は
外して磨く、であった。
義歯装着者の口腔清掃では、原則的には義歯を外し
て口腔内と義歯の清掃を行うように指導している。
指導する側から見ると義歯を外して清掃したほう
が、支台装置など細部まで磨け、効率的であると考
えられる。しかし、患者のQOLの面から考えると
義歯を外さず、装着したままブラッシングしたいと
いう若い頃からの歯ブラシ習慣も否定出来ない側面

文 献
1) 河村誠, 皆川芳弘, 川村彰子ほか: 成人の歯科
保健行動について, ―デンタルチェッカー○
R に
よる77,000人の集計結果―. 口腔衛生学会雑誌,
47: 139-150. 1997.（和文雑誌）
2) 水野潤造, 森田十誉子, 山崎洋治ほか： ブラッ
シングによる脳賦活, fMRI による研究 成人に
おける基礎的解析. 老年歯学, 23: 330-337, 2008.
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口腔不定愁訴を伴う義歯装着患者への補綴学的アプローチ法の検討
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１．緒

言

近年，義歯装着患者において不定愁訴を訴える
症例が多くみられる1)．これら多くの症例に口腔乾
燥感を伴い，更にはCandida albicansによる義歯性
口内炎を併発していることが多く見受けられる
2,3)．そこで，本研究では義歯装着患者で不定愁訴
を訴えている患者に対し義歯性口内炎の関与を検討
したうえで，唾液流出量を一つの指標として治療お
よび評価を行ったので報告する．

の測定と共にCandida albicansへのアプローチが有
益であると考えられ，また唾液流出量の数値化が補
綴時の診断および治療の一助になる可能性が示唆さ
れた．

２．材料と方法
2000年から2005年度にかけて補綴治療を希望して
おり口腔に義歯を既に装着している初診の患者で図
１に示すように口腔に不定愁訴と思われる諸症状を
訴えている患者で口腔乾燥感を自覚している20名
（男性７名，女性13名で平均年齢は65.1歳）（総義
歯：7名，局部床義歯：13名）を対象とした．通常
の補綴時診断と治療と共に，初診時に口腔乾燥感の
原因を探ったと共に，Candida菌をストマスタット
（三金株式会社，東京）にて診断し陽性の患者には
口腔清掃指導を行い，清掃指導では効果の少ない8
名に対してはフロリードゲル（持田製薬株式会社，
東京）を用いて適宜治療を行った．これと共に初診
時から最終補綴装置装着および予後5年まで図２に
示した不定愁訴の諸症状の変化と共に安静時及び刺
激時唾液流出量の2種類を計測し検討した．

３．結果と考察
初診時に義歯性口内炎であった患者は16名で，そ
のうち唾液流出量の減少を認めたものが15名で正常
のものは1名であった．この15名のうち初診時に義
歯など補綴装置に問題があり咬合が原因での唾液流
量の減少が疑われ，補綴治療によりこのうちの13名
は唾液流量が改善した．初診時から20名全員に補綴
治療と共に口腔衛生指導を行ったが，義歯性口内炎
を発症していたうちの4名で改善が認められなかっ
たのでフロリードゲルを使用した．また，義歯性口
内炎の認められなかった4名のうち3名においても補
綴治療により唾液流量が改善した．
補綴処置終了直後の唾液流出量は16名で改善して
おり5年予後でも唾液量は正常で，全体を通して不
定愁訴の諸症状も改善が認められた．残りの4名は
補綴治療では唾液流出量は改善されなかったが，そ
のうち2名は全身的原因による唾液量の減少であり
他科との連携で各種症状は改善している．
今 回 ， 義 歯 性 口 内 炎 の 原 因 菌 で あ る Candida
albicansと口腔不定愁訴および唾液流出量は関連し
ており，補綴治療により唾液流量が増加する場合に
はその改善傾向が見られるが，補綴治療のみでは不
定愁訴の諸症状の改善が難しい症例には唾液流出量

図１

不定愁訴（初診時）

図２ 不定愁訴（最終補綴装着時）
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１．緒

言

2011年３月11日に発生した東日本大震災に際し、
北海道医療大学では４月11日から５月22日までの６
週にわたり概ね３名１チームの歯科診療チームを宮
城県沿岸部の被災地に派遣した。
本研究では、東日本大震災の被災者が必要とする
歯科医療支援と食糧支援内容を把握し、今後の災害
時における災害弱者への歯科医療支援活動および栄
養や食事面でのサポートに対する対策に活かすこと
を目的として、被災地で行われた歯科医療支援活動
についての分析と発災直後からの食事事情の推移や
食事面での問題点について、聞き取り調査と摂取可
能食品についてのアンケート調査を行った。

２．材料と方法
宮城県七が浜町、多賀城市、塩釜市、女川町およ
び石巻市雄勝町における歯科医療支援活動を対象と
し、その診療内容から各診療項目の分類・集計を行
った。また、歯科医療支援活動終了後、約３か月が
経過した時点で、同地域の看護師、保健師、管理栄
養士などの協力のもと、被災直後からの避難所にお
ける食糧事情の推移などについて聞き取り調査を実
施した。さらに、避難者に対しては、義歯の使用状
況と摂取可能食品について郵送形式アンケートによ
り調査した。

各避難所の食糧事情に関する聞き取り調査では、
自炊が始まるまでの期間や炊き出しの内容や回数に
避難所間で大きな違いがあり、500名以上を有する
大規模避難所では、被災後２週間が経過した時点に
おいても、１日の食事提供が２回であり、成人の目
標摂取カロリーを大きく下回っていた。さらに、被
災後２か月が経過した時点では1日の食事提供が３
回に改善され、主菜や副菜の増加とともに咀嚼能力
の改善が求められるようになった。
これらの食事事情の推移と歯科医療支援活動期間
とを照らし合わせてみると、歯科医療支援活動を実
施した時期が、図１に示すように、劣悪な口腔環境
からの改善が求められる時期から咀嚼能力の改善が
求められる時期の境界であったことが判明した。
食事事情に合わせた歯科治療のニーズは日々変化
していることが明確となり、歯科医療支援活動によ
る歯科治療、口腔ケアへの支援が必要であることは
もちろんのこと、被災者の全身状態や咀嚼能力に合
わせた栄養や食糧面のサポートが求められており、
今後の災害時における災害弱者に対する栄養・食生
活支援体制の構築および歯科医療支援との連携が重
要な課題の一つになると思われる。

３．結果と考察
歯科医療支援活動の全実績1520件のうち、口腔
ケアの割合が最も高く全体の71％を占めていた。ま
た、実施した歯科治療は371件であり、そのうち有
床義歯補綴関連の処置が最も多く、全体の32％を占
めた。次に歯周治療が29%を占めていた。有床義歯
補綴関連の治療のうち、その半分はリラインや義歯
修理であり、活動期間の前半に集中していた。さら
に、歯および義歯の清掃用品の不足が顕著であった
ことが示された。
郵送形式アンケート調査の回収率は43.6％であ
り、男女比は1：1.23で、平均年齢は62.1 ± 13.6
歳と比較的高齢の方々より回答が得られた。
義歯に関する調査では、義歯を必要とする者が全
体の半数を占めた。対象者全体の咀嚼スコアは
87.1％であり、回答者の咀嚼機能がある程度確保さ
れた状況にあることがわかった。一方、義歯に着目
し、その対象者を分類したところ、義歯が必要ない
者の咀嚼スコアが98.8％であり、義歯が必要で装着
している者が82.1％、そして義歯が必要にもかかわ
らず未装着の者が67.5％と、義歯を必要とする者の
咀嚼スコアが低いことが明らかとなった。

図１

食事事情の推移と咀嚼能力の改善時期

日本義歯ケア学会会則
１．名称
本会は日本義歯ケア学会(The Japan Denture Care Society)と称する．
２．目的
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．
３．会員
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．
４．役員
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
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．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．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．
５．会計
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．
６．事業
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ことができる．
5)本会は表彰事業を行うことができる．
6)その他理事長または理事会で必要と認めた事項
７．事務局
事務局は理事長がこれを定める．
８．会則の変更
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 24,25 年度

理事長

：細井

紀雄

日本義歯ケア学会役員

（鶴見大学)

副理事長（会長）：濱田

泰三 （東北大学）

理

：市川

哲雄

（徳島大学）

岡崎

定司

（大阪歯科大学)

織田

展輔

(岩手医科大学)

貞森

紳丞

（広島大学）

河相

安彦

（日本大学松戸）

木本

克彦

（神奈川歯科大学)

鈴木

哲也

（岩手医科大学）

長岡

英一

（鹿児島大学）

水口

俊介

（東京医科歯科大学）

幹

事

事

村田比呂司

（長崎大学)

米山

喜一

（鶴見大学)

：秋葉

徳寿

（東京医科歯科大学）

黒木

唯文

（長崎大学）

洪

光

（東北大学)

諸熊

正和

（鶴見大学）
（五十音順）

賛助会員

株式会社ジーシー
亀水化学工業
トクヤマデンタル
ニッシン
サンメディカル
（株）モリタ
グラクソスミスクライン
ネオ製薬工業
ウエルテック株式会社
株式会社バイテック・グローバル・ジャパン
株式会社デントロケミカル

