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紀雄

平成 25 年度のスタートにあたり、ご挨拶申し上げます。
会員の皆様にはご清祥にてご活躍のこととお慶び申しあげます。
本年 1 月 27 日に第５回学術大会が岡崎定司教授のお骨折りで大阪歯科大学附属病院で盛大に開催されま
した。その前日に、附属病院本館のレストランで懇親会が開かれ、美しい夜景を眺めながら会員の方々
と親睦を深めることができました。
平成 25 年度の主な事業は以下の通りです。
１．第６回学術大会は日本補綴歯科学会西関東支部および神奈川県歯科医師会と共催で平成 26 年 1 月
11 日（土）
、12 日(日)にパシフィコ横浜で開催されます。大会長は神奈川歯科大学木本克彦教授です。同
日に横浜デンタルショーが横浜市歯科医師会主催で開催されます。他学会との joint meeting は初めての
経験ですが、本学会を広く認知してもらうためにも成功させたいと考えています。
２．科研「義歯安定剤利用ガイドライン構築に関する基盤研究」は日本大学松戸歯学部河相安彦教授を
中心にプロジェクト DAG 委員会が立ち上がり、ロードマップに沿って進められています。今年度は２
年目で、各大学で臨床研究が開始されます。無作為割り付け試験ですのでデータの収集は厳しいですが
成果が上がるよう、各施設でご努力をお願い致します。
３．本学会のガイドラインの作成は長崎大学村田比呂司教授を中心に進められています。
CQ の中で学会の承認が得られた項目から順次ホームページに掲載していくことになりました。これも非
常に難しい作業ですが会員各位の努力により結実することを期待します。
４．
平成 24 年度の理事会で表彰規程が制定され、
早速本年１月の第５回学術大会で優秀口演賞が決定し、
来年１月の第６回学術大会で表彰されます。第１回優秀口演賞は大阪歯科大学欠損歯列補綴咬合学講座
三宅晃子先生、日本大学松戸歯学部有床義歯補綴学講座伊藤菜那先生の 2 名です。本年度の学術大会に
おいても若手会員の活躍を期待いたします。
超高齢社会における義歯装着者の口腔ならびに全身の健康の維持・増進をミッションとする本学会の
役割は重要です。会員各位におかれましては本年度もご支援、ご協力のほどお願い申し上げます。

第 5 回日本義歯ケア学会学術大会を終えて
大会長

岡崎 定司

準備委員長

西崎 宏

大阪歯科大学欠損歯列補綴咬合学講座

日本義歯ケア学会第５回学術大会は、平成 25 年 1 月 27 日に、大阪歯科大学附属病院 5 階臨床講義室
におきまして開催され、皆様方の御協力および御支援を賜り無事終了しました。出席されました皆様方
はもとより、ご講演いただきました先生方、さらに御協力、御協賛いただきました皆様方に厚く御礼を
申し上げます。
開催当日はとても寒い日で、またコンパクトな学会にもかかわりませず、参加人数は学会員、非学会
員および賛助会員も含めまして約 100 名の賑わいとなり、主催者として嬉しく思っております。内容と
いたしましては、特別講演として「無歯顎者の嚥下機能と義歯清掃」を鹿児島大学名誉教授の長岡英一
先生に、
「歯科におけるバイオセンサの有用性」を大阪歯科大学の橋本典也先生に行っていただきました。
また、一般演題も 13 題を数え、活発な討論がなされました。学会参加の皆様の義歯ケアへの意識の高さ
と、新しい技術や情報を積極的に取り入れようとする意欲を感じました。
一方、会場や設備が十分ではなく、いろいろと皆様方に御不都合と御迷惑をお掛けしましたことをお
詫び申し上げます。また、大阪国際女子マラソンを大学前にて応援されました先生方、寒風の中ご苦労
様でございました。
義歯ケア学会の益々の発展を期待し、次回の平成 26 年 1 月 26 日開催の第６回学術大会大会長であり
ます木本克彦先生にバトンをお渡しいたします。ありがとうございました。

義歯ケア学会学術大会

大会概要

日時

：平成 26 年 1 月 11 日、12 日（土、日）

会場

：パシフィコ横浜国際平和会議場

5 階 503 号室（土）

アネックスホール第一会場（日）
大会長

：木本

克彦（神奈川歯科大学大学院 歯学研究科 咀嚼機能制御補綴学講座教授）

プログラム
特別講演
菊谷

武 ：日本歯科大学 教授

「要介護高齢者にとって義歯は“食べる”を支える装具となりうるのか？」
河相安彦 ：日本大学松戸歯学部

教授

「義歯の臨床研究：ドグマからの解悟ーその楽しさと難しさー」
一般演題（口演）
、企業展示
日本補綴歯科学会 西関東支部会 及び

神奈川県歯科医師会と共催

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 25 年

9 月 17 日 (火）～ 10 月 18 日（金）：演題応募期間

平成 25 年 10 月 21 日 (月）～ 11 月 15 日（金）：抄録投稿期間
（詳細は日本義歯ケア学会ホームページ（http://www.jdenturecare.com）をご覧下さい）
懇親会は平成 26 年 1 月 11 日（土）17：30 からパシフィコ横浜国際平和会議場 6 階ベイブリッジカフェ
テリアにて行う予定です。
演題申込・問い合わせ先
〒238-8580

神奈川県横須賀市稲岡町８２

神奈川歯科大学大学院

歯学研究科 咀嚼機能制御補綴学講座内

第 6 回日本義歯ケア学会学術大会
準備委員長：星 憲幸
事務局：桒原淳之
E-mail：kuwabara@kdu.ac.jp
TEL:046-825-1500（内線：2448）
、FAX:046-822-8865

日 本 義 歯 ケ ア 学 会 誌
5 巻 1 号（通巻 5 号）
（平成 25 年 9 月）

目

次

《 総 説 》
無歯顎者の嚥下機能と義歯清掃 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 長岡 英一

1

歯科におけるバイオセンサの有用性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 橋本 典也

10

《 Proceeding 》
義歯床用軟質裏装材のコーヒーによる着色
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 岩崎直彦，高橋英和，鈴木哲也，織田展輔

13

二酸化塩素が義歯床用レジンに与える影響
・・・・・・・・・・・・・ 新原拓也，前田武志， 洪 光，王

維奇，西崎

宏，岡崎定司

14

義歯床用アクリルレジン表面ぬれの改良におけるセリシンの有用性に関する研究
・・・・・・・・・・ ディリヌル・マイマイティサウット，洪

光，王 維奇，佐々木啓一

15

シトロフレックス可塑剤含有試作ティッシュコンディショナーの動的粘弾性に関する研究
・・・・・・・・・・ 王

維奇，洪 光，ディリヌル・マイマイティサウット，佐々木啓一

16

義歯表面を模倣したポリメチルメタクリレート QCM センサ
・・・・・・・

三宅晃子，小正 聡，岡田正弘，橋本典也，西崎 宏，武田昭二，岡崎定司

17

ルミテスターを用いた義歯の超音波洗浄効果の評価
・・・・・・・・・・・・・・・・・

本田 剛，後藤崇晴，内藤禎人，柏原稔也，市川哲雄

18

各種義歯床用材料の歯ブラシ摩耗に及ぼす洗浄剤の違い
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 高橋英和，小泉詩織，岩崎直彦，鈴木哲也

19

市販粉末タイプ義歯粘着剤の粘度特性と接合力 －添加する水の量の影響について－
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

加納

拓，黒木唯文，田中利佳，村田比呂司

20

義歯床用レジンの洗浄法によるバイオフィルム除去効果と表面粗さの変化
・・・・・・・・・・・・・・・・ 佐藤 薪，大島朋子，前田伸子，細井紀雄，大久保力廣

21

共焦点レーザー走査顕微鏡と原子間力顕微鏡による
義歯床用シリコーン系軟質裏装材とポリアミド系材料の観察
・・・・・・・・・・・・・・・・ 石本崇子，長田知子，米山喜一，川本忠文，大久保力廣

22

カンジダ症患者における不快症状改善へのアプローチ
・・・・・・・

番家雅子，星 憲幸，桒原淳之，澤田智史，有井丈郎，熊坂知就，木本克彦

23

義歯装着が顎堤粘膜下の感覚神経機能に与える影響に関する研究
・・・・・・・・・・・・・・・・・

伊藤菜那，小川晃奈，郡司敦子，木本 統，河相安彦

24

高齢者における義歯と口腔機能の関連 −第２報−要介護高齢者での検討
・・・・・・・・・・・・・・・・・

赤松那保，山本

健，山田晃士，奥野典子，森戸光彦

25

日本義歯ケア学会誌

5巻1号 （2013）
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無歯顎者の嚥下機能と義歯清掃

長岡 英一
鹿児島大学 名誉教授

Ⅰ はじめに
口は摂食・嚥下、呼吸、言語発声の共有通路であり、口の機能は口唇や頬の筋活動およびそれらと舌や下顎の
運動との協調関係のもとに営まれている。この協調関係には歯列が関与しており、咀嚼や構音における歯列の役
割については多くの研究報告や症例報告がなされているが、嚥下動作と嚥下時呼吸における歯列の役割について
は情報が少ない。
一方、誤嚥性肺炎防止における口腔ケアの有効性を示す研究報告や症例報告がなされているが、機能的ケア
に比べ器質的ケアの情報が多く、その器質的ケアについては、義歯使用者に対するアンケート調査において、
義歯清掃などの指導を受けていないとの認識を持つ義歯使用者が少なからず存在することが報告されている。
このことは義歯が誤嚥性肺炎の原因となる微生物のリザーバーになることを示す報告と考え合わせると重要な
問題であるが、義歯に付着する微生物を効果的に除去するための義歯清掃に関する科学的根拠に乏しいのが実
情である。
上記のような背景のもと、著者らは、義歯患者を対象として、嚥下動作と嚥下時の呼吸における歯列の役割、
効果的な義歯清掃法に関する研究を行ってきた。今回の講演では、それらの研究成果を紹介した。以下にその
概要を示す。

Ⅱ 無歯顎者の嚥下機能
１．無歯顎者の嚥下機能における人工歯列の役割
１）無歯顎者の嚥下動態
無歯顎義歯使用者を対象にして、所定の食品嚥下における嚥下関連筋の活動（筋電図と舌圧）、下顎運動（下
顎位）、喉頭運動などを同時計測し、その結果を分析・報告した１）。
表1は、嚥下時の咬合接触の有無について、咬頭嵌合時の下顎位を基準として検討したものである。嚥下の
事象は喉頭拳上の発現で確認した。嚥下時の下顎位は、人工歯列がない場合はある場合よりも有意に上方に位
置し、ばらつきが大きいことから不安定であることを示している。一方、人工歯列があっても嚥下時に咬合接
触する割合は100％ではなかったが（saliva57.1％、water61.9％、pudding85.7％、corned beef61.9％）、接
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触しない場合でも下顎位はばらつきが小さいことから安定していることを示している。この点について、山田
２)

は、「口腔内に食物が十分あれば、嚥下時、下顎は完全に閉口する（上下の歯が噛み合う）必要はない。し

かし、空嚥下のように口腔内に嚥下する食物が少ないときには上下の歯が噛み合うまで閉口する」と述べてい
る。

図 1a は各種食品嚥下時の舌圧最大値(TPmax)、図 1b は舌圧最大値発現から嚥下（喉頭拳上を指標）までの
時間(TLM-TPmax)の人工歯列との関係を示している。舌圧は義歯床口蓋側の所定の位置(Ch1：切歯乳頭部、Ch2
：中央後方部、Ch3：第一・第二小臼歯中間歯頸部下方、Ch4：第二大臼歯歯頸部下方)に設置した圧センサーで
計測した。人工歯列がない場合はある場合に比べ、TPmax は有意に小さく、TLM-TPmax は有意に長かった。この
結果は、人工歯列がない場合、舌圧が小さいことによって食塊移送に時間がかかることを意味しており、無歯
顎者では義歯使用が円滑な嚥下機能を支援する役割を担っていることを示している。この結果をもたらす要因
は向井が示した図 2３)により説明できる。向井は、無歯顎者が義歯を使用しないと、舌が横方向へ広がること
によって舌圧が低下し、食塊を咽頭へ送り込む時間が延長することを示唆した。この報告では、歯を喪失する
と下顎が不安定なため、
一口量を飲み込むのにかなりの時間を要し、
義歯が不可欠であると述べられているが、
表 1 と図 1 の結果は向井の報告と一致する。
今回、図を提示しなかったが、著者らは、無歯顎者を対象にして嚥下時における口唇、頰および舌の活動（筋
電図、接触圧）を同時計測し、それらの最大値を評価した。接触圧は義歯床唇側・頬側・口蓋側の所定の位置に
設置した圧センサーで計測した。筋電図による筋活動（最大値）については、頰筋よりも口輪筋の方が早く発現
し、接触圧（最大値）については、舌よりも口唇と頰の方が早く発現し、筋活動と接触圧の最大値はともに人工
歯がある場合の方がない場合よりも早く発現した結果を得ている４)。この結果は、口唇閉鎖に続いて頰筋が口腔
前庭部を閉鎖して舌の搾送運動が開始されることと、無歯顎者では義歯使用が円滑な食塊移送を支援しているこ
とを示していると考えられる。
以上の結果は、嚥下時に上下の歯列は咬合接触するとは限らないが、人工歯列は、下顎位の安定に寄与し、円
滑な舌の搾送運動のガイドとなり、嚥下動作における口唇、頰および舌の協調関係を支援していることを示して
いる。
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２）嚥下時呼吸パターン
著者らは、図3に示すような嚥下時呼吸（呼吸軌跡）における無呼吸発現と呼息・吸息との関係についての研
究を行ってきた５，６)。先人の報告において、正常嚥下では呼息－嚥下（無呼吸）－呼息（呼息相中に約1秒弱の
無呼吸のもとに嚥下が生じて呼息が再開）の呼吸パターンが最も多く７，８)、呼息－嚥下－吸息の呼吸パターンは
少ないが、誤嚥が観察されている。また、高齢群では若齢群や初老群に比べ、呼息－嚥下－呼息の発現率は有意
に低く、無呼吸の持続時間が延長することが報告されている７)。しかしながら、これらの点に関する無歯顎者に
ついての報告は見られない。図3は無歯顎義歯使用者を対象にして行った嚥下時の呼吸パターンに関する著者ら
の研究結果の一部である。呼吸パターンは若年有歯顎者の結果では、先人の報告７，８)と同様に①～③の3種類５、
６)

が認められた。これまで報告のなかった無歯顎者では、義歯非装着時には、義歯装着時よりも嚥下後吸息で呼

吸が再開される③のパターンが多く、有歯顎者には見られない④のパターンが観察された。これらの結果は、無
歯顎者における義歯の不使用が誤嚥の危険因子となる可能性を示していると考えられる。
これらの研究とは別に、自立高齢者における摂食・嚥下機能と義歯に関する実態調査を行ったところ、義歯の
使用者よりも不使用者に飲水時のむせを感じる割合が多かった。むせは誤嚥の兆候と考えられていることから、
無歯顎者の誤嚥防止と嚥下機能訓練の観点から、誤嚥の兆候としてのむせと危険因子としての呼吸パターンとの
関係についての研究を開始した。

Ⅲ義歯清掃
１．義歯清掃法（機械的清掃と化学的清掃）
１）義歯清掃の実態と指導状況についてのアンケート調査
表 2 は、義歯使用者に対して行った義歯清掃法に関するアンケート９)における用具使用についての結果を
示している。普通の歯ブラシの使用が 70.1%と多く、義歯用ブラシの使用は 23.4%と少ない一方、義歯洗浄剤は
66.7%と多くの人が使用していた。
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２）微生物量を指標にした効果的な義歯の清掃方法
一連の研究において、微生物は心内膜炎、日和見感染症の原因ともなる誤嚥性肺炎の起因菌とされているも
の 10）を対象とし、滅菌綿棒（ふきふきチェックⅡ，栄研器材）を用いて義歯床粘膜面の半側を 2 回往復スワブ
して採取したプラークを用いて行った。微生物の同定・定量は外部機関に委託した。
図 4～図 6 は、鹿児島大学医学部・歯学部付属病院義歯補綴科外来受診者と施設入所者を対象にして義歯清
掃方法と微生物量との関係について検討した結果である

1１）

。図 4 は、義歯からの検出率が高かった

Streptococcus spp.，Neisseria spp.，Candida spp.の検出結果を示している。Streptococcus spp.，Neisseria
spp.については，外来受診者と施設入所者の義歯における検出率には有意差はなかったが、Candida spp.につ
いては、施設入所者の義歯での検出率（68.8％）は外来受診者のもの（49.3％）より有意に高かった。
図 5 は、外来受診者と施設入所者の義歯に付着する微生物量についての義歯用ブラシ使用の有無による違い
を示している。外来受診者と施設入所者の義歯の微生物量は、いずれも義歯用ブラシを使用していない場合は
使用している場合よりも多い傾向を示したが，外来受診者の義歯においてのみ有意差を認めた。同じ清掃方法
においては、義歯用ブラシを使用している場合のみ、微生物量は外来受診者の義歯の方が施設入所者のものよ
りも有意に少なかった。結果が外来受診者と施設入所者の義歯で異なった理由として、施設入所者には脳梗塞
後遺症による麻痺などの身体的ハンディキャップ等により義歯の機械的清掃に困難を伴う人を含んでいたこと
が考えられる。
図 6 は、外来受診者と施設入所者の義歯に付着する微生物量についての義歯洗浄剤の使用頻度による違いを
示している。施設入所者の義歯では、週に 5，6 回と週に 3，4 回の使用頻度はなかった。微生物量は、外来受
診者、施設入所者の義歯ともに、毎日の使用頻度では少ないのに対し、週に 1,2 回よりも少ない使用頻度では
多く、施設入所者の義歯ではこれらの微生物量に有意差を認め、外来受診者の義歯の微生物量は、月に 1 回以
下の使用頻度では毎日と週に 3,4 回のものよりも有意に多かった。
外来受診者の義歯の微生物量については、週に 5、6 回，週に 3、4 回の使用頻度でも毎日のものと同様に少な
かった。
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以上の結果は、義歯に付着している微生物量は、義歯用ブラシの使用や義歯洗浄剤の使用頻度などの義歯の
清掃方法に左右され、義歯用ブラシについては使用しないより使用した方が、義歯洗浄剤については毎日使用
する方が望ましいことを示していると考えられる。
しかし、義歯に付着する微生物の除去方法としての機械的清掃法、化学的清掃法およびそれらを組み合わせ
た方法の除去効果については、
十分明らかにされていないのが実情であり、
これらの点を明らかにするために、
介護老人保健施設の協力のもと、入所者の同意を得て、義歯に付着する微生物の効果的な除去法の検討を行っ
た 12)。その結果を図 7 に示す。本研究における義歯の清掃方法は、Denture cleaning tablets alone (Polident®
alone)：義歯洗浄剤（酵素入りポリデント®:GlaxoSmithKline）のみ、Brushing with water (Brushing alone)
：義歯用ブラシ（義歯用ハブラシ®:サンスター）のみ、Ultrasonic cleaning with water (Ultrasonic cleaning
alone):超音波洗浄（超音波洗浄器 B-3200:BRANSON）のみ、Brushing and denture cleaning tablets (Brushing
and Polident®)義歯用ブラシ・義歯洗浄剤併用、
(E) Ultrasonic cleaning combined with immersion in Polident®
solution (Ultrasonic cleaning with Polident®):義歯洗浄剤・超音波洗浄併用の 5 種とした。義歯洗浄剤お
よび超音波洗浄による洗浄時間は、それぞれの単独使用、両者の併用ともに 15 分間とした。各清掃方法に供す
る被験義歯はそれぞれ 20 床とした。

7

日本義歯ケア学会誌

5巻1号 （2013）

義歯用ブラシのみ、超音波洗浄のみの単独使用では総微生物量、Streptococcus spp 、Neisseria spp.、Candida

spp.のいずれに対しても除去効果はなく、義歯洗浄剤のみの単独使用、義歯用ブラシ・義歯洗浄剤併用および
義歯洗浄剤・超音波洗浄併用では総微生物量、Streptococcus spp 、Neisseria spp.に対して有意な除去効果
を示したが、Candida spp.に対して有意な除去効果を示したのは義歯洗浄剤・超音波洗浄併用だけであった。
義歯用ブラシ・義歯洗浄剤併用では、Candida spp.量は 3 種の単独使用の場合と義歯洗浄剤・超音波洗浄併用
の場合の中間の値を示したが、それらのいずれとも有意差を認めなかった。これらの結果は、単独使用の場合
は義歯用ブラシや超音波洗浄の機械的清掃よりも義歯洗浄剤の化学的清掃の方が効果的であるが、Candida spp.
については義歯洗浄剤のみでは効果がなく、機械的清掃との併用が必要であるが、義歯用ブラシとの併用は効
果的でなく、超音波洗浄との併用が効果的であることを示している。なお、本研究では義歯洗浄剤・超音波洗
浄併用による洗浄時間は 15 分間としたが、洗浄時間の違いが結果に影響することが考えられたことから、15
分間より短い洗浄時間（5 分間、10 分間）も設定して微生物除去効果を検討したところ、総微生物量は 15 分間
群では 5 分間群と 10 分間群より有意に少なく、Candida spp.量は 15 分間群では 10 分間群より有意に少なった
13)

。
以上、義歯清掃法についての研究成果を示したが、義歯を清潔に保つ方法としては、義歯に微生物が付着す

るのを防止する方法が考えられる。義歯床レジンの表面粗さが小さければ、カンジダ属やストレプトコッカス
属の微生物の付着量が少ないことが報告されている 14，15） 。しかしながら、一般的に義歯床粘膜面は研磨しな
いため、研磨面に比べ表面粗さが大きい。一方、近年開発されたエアロラップ法（複合研磨材の放射による鏡
面研磨の方法）は研削量が微少であり、義歯床粘膜面の表面形態をほとんど変化させることなく研磨すること
が可能であることから、エアロラップ法研磨による義歯床粘膜面への微生物付着抑制効果を検討した 16)。その
結果を図 8 に示す。本研究では、鹿児島大学医学部・歯学部付属病院義歯補綴科外来においてレジン床義歯を
製作した経過良好な 11 名の上顎無歯顎者の義歯を被験義歯とし、
鏡面研磨側と非研磨側に付着する総微生物量
を比較検討した。どの被験義歯においても鏡面研磨側では非研磨側の約 1/2 であり、非研磨側に比べ有意に少
なかった。この結果は、エアロラップ法研磨が義歯床粘膜面への微生物の付着抑制に効果があることを示唆し
ている。

Ⅳまとめ
高齢者の多くは義歯使用者であるが、無歯顎義歯使用者の嚥下機能における人工歯の役割については明らかで
なく、微生物のリザーバーになる義歯の清掃方法についても科学的根拠が不足しているのが実情である。そこで、
これらに関する研究を手掛けるようになったが、この方面の臨床経験は不足しており、研究成果が出始めている
ものの、論文発表に至っていないものがある状況である。しかしながら、この領域は今後ますますその重要性を
増すものと考えており、これまでに得られた研究成果を紹介した。
嚥下機能に異常のない無歯顎義歯使用者では人工歯が円滑な嚥下機能を支援し、義歯の使用が誤嚥のリスク軽
減に役立つこと、義歯清掃には義歯洗浄剤・超音波洗浄併用が有効であることと、義歯床粘膜面への微生物付着
抑制にはエアロラップ法研磨が有効であることの示唆を得た。今後、この方面の科学的根拠が蓄積されていくこ
とを願っている。
研究成果の中には、著者が定年退職後のものが含まれており、そのデータは、退職まで所属していた鹿児島大
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学大学院医歯学総合研究科の西 恭宏准教授（口腔顎顔面補綴学分野）から提供していただいた。西 恭宏准教
授に感謝の意を表します。
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(総説)

歯科におけるバイオセンサの有用性

橋本

典也

大阪歯科大学 歯科理工学講座

生体分子や細胞等の生体材料を用いるセンサはバイオセンサと総称されるが、その種類と応用が広が
っている。最近では、微生物や動・植物細胞などの生きた細胞を用いるセンサ、抗原や抗体などを用い
る免疫センサなどバイオセンサの研究領域は急速に広がっている。バイオセンサの応用は医療分野で始
まったが、環境分野、工業プロセス分野、食品分野へと拡大している 1)。
細胞の付着や細胞応答を速やかに引き起こす人工材料の表面の探索にバイオセンサが用いられている。
人工材料を顎骨に埋入した時など、人工材料が生体と接触する際に最初に起こる反応はタンパク質の吸
着である。すなわち、バイオセンサによって人工材料の表面に吸着するタンパク質を測定することで生
体適合性の評価が可能となる。
材料と生体関連分子間の相互作用の研究は，古くから行われているが、その相互作用を定量的に、し
かもナノオーダーで測定することは非常に困難であった。このような中で，近年開発された液中水晶振
動子マイクロバランス（QCM）法は，図 1 に示すように，生体分子に標識ラベルすることなくセンサ上
へのナノグラムレベルの分子の結合による質量変化を振動数変化として検出できるものである 2)。

図 1.

振動数の変化を基にしたタンパク質吸着量の測定
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QCM 法は、AT カットの水品の結晶の両面に電極を設け、その電極に交流電場を印加するとある一定
の周波数(共鳴周波数)で振動する性質を利用したもので、金属電極表面に物質が吸着することで生じる質
量変化が、共振周波数のシフトとして検出できることを測定原理とする計測法であり、ナノグラムレベ
ルの分解能を有する。吸着した物質の質量とそのときの水晶振動子の周波数の変化との関係は以下に示
す Sauerbrey の式で与えられる 3)。

ΔF 

2Fo2

A(q q )

1/2

Δm.

ΔF；基本振動数の変化量(Hz)

Δm；質量の変化量

Fo；基本振動周波数

A；電極の面積

q；水品の剪断応力

q；水品の密度

QCM 法は抗原-抗体反応や DNA や RNA のハイブリダイゼーションのような生体分子間の検出に用い
られることが多く，QCM センサで抗原-抗体反応や DNA や RNA のハイブリダイゼーションのような生
体分子間の検出に用いる場合，水晶振動子上の Au 電極表面への吸着を促す目的でチオール結合させるべ
く,分子修飾を必要とする場合がほとんどである。
一方で、我々は、スパッタリング法によって QCM センサヘッド上に生体材料薄膜のコーティング
を施し QCM 原理を活用しつつオリジナルな材料の QCM センサの開発を行い、生体適合性の評価を行っ
た 4)．スパッタリング法は、物理堆積法の一つであり、真空中に不活性ガス（主に Ar ガス）を導入しな
がら基板とターゲット間に高電圧を印加し、イオン化した Ar をターゲットに衝突させて、はじき飛ばさ
れたターゲット原子を基板に成膜させる方法である 5)。代表的な生体材料であるチタン、アルミナ、ジル
コニア、ステンレスを QCM センサヘッド上にスパッタリング法でコーティングを施し、唾液タンパク
質であるアルブミンとムチンについて結合定数（Ka）を調べた。その結果、材料およびタンパク質間で
Ka が異なることが明らかとなった。すなわち、作製した生体材料薄膜を有する QCM センサによって、
材料あるいはタンパク質の違いによる吸着挙動の差が明らかとなり、歯科生体材料に対する生態適合性
を調べる上で有用なツールであると考えた。
齲蝕予防やホワイトニングに対する意識が高まっており, デンタルケア製品開発用ツールとして歯の
表面における汚染と除去に関するシミュレーション法が検討されている。本津ら 6)はレーザーアブレーシ
ョン法を用い QCM センサヘッド上にハイドロキシアパタイト（HAp）をコーティングし、HAp QCM
センサを開発した。HAp QCM センサ表面に、市販の紅茶溶液をステインとして吸着させた。また、ス
テイン洗浄剤としてドデシル硫酸ナトリウム（SDS)を選び、HApQCM センサの動作確認を行った。リ
ン酸緩衝生理食塩水バッファー中に QCM センサを浸漬し、周波数が安定した後、ステインを満下した
ところ、図 2 に示すように周波数が減少し吸着の様子が表れた。この周波数の減少から HApQCM セン
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サにステインが吸着したと考えられる。その後、ほぼ平衡状態に達してから、SDS を満下したところ、
周波数が上昇し汚れの除去とみられる現象が認められた。そして、本手法が微量な歯質汚れの吸着除去
をモニターできると報告している。
我々は、QCM センサ表面上にポリメチルメタクリレート（PMMA）をスピンコータによってコーテ
ィングし、義歯表面を模倣した PMMAQCM センサを作製した。さらに、そのセンサを用いてアルブミ
ンの吸着挙動を調べたところ従来センサに比較して高い吸着量が得られた。今後、本センサを利用し、
義歯洗浄剤の効果の検証に関する研究を行う予定である。

図2.HApQCMセンサによる歯質表面現象のモニタリング
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＜第５回日本義歯ケア学会学術大会事後抄録＞
表

題

(サブタイトルも

義歯床用軟質裏装材のコーヒーによる着色

入れて 40 字以内)

発 表 者

〇岩崎直彦 1，高橋英和 1，鈴木哲也 1，織田展輔 2

(口演者に○印)

所

属

1 東京医科歯科大学歯学部口腔保健工学専攻，2 岩手医科大学歯学部歯科補綴学講座

［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り，義歯床用軟質裏装材を使用する頻
度も増え，その重要性が増している．軟質裏装材の長期使用では機械的性質や色調などの長期安
定性が重要となるため，我々は本学会第 4 回大会にて軟質裏装材の粘弾性特性と義歯床用レジンと
の接着強さの経時的変化および水中浸漬での経時的重量変化を調べ，水中浸漬において MMA 系
では粘弾性特性，接着強さが経時的に低下し，シリコーンゴム系ではあまり低下しないこと，重量変化
はシリコーンゴム系が MMA 系より小さいことを明らかにした 1）．そこで今回は義歯床用軟質裏装材の
着色に着目し，コーヒー溶液に浸漬した場合の色調の変化を調べた．
［材料および方法］
義歯床用軟質裏装材には，MMA 系 2 製品（PSR: フィジオソフトリベース，ニッシン； SMH:
SMH-BFLEX soft, Dreve Dentamid），シリコーンゴム系 2 製品（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．試験片は，直径 20 ㎜，厚さ 2 ㎜とし，
MMA 系では石膏型を作製して填入，重合を行ったのち冷却してから取り出した．シリコーンゴム系
は，テフロンモールドに填入後 37℃ 恒温槽に 10 分間係留した後取り出し試験片とした．各試験片
は，モールドから取り出したまま試験に供し，測定面の研磨等は行わなかった．
着色溶液には，コーヒー溶液を用いた．試験片は作製後，測色器（クリスタルアイ CE100-DC/JP，
ﾍﾟﾝﾄﾛﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ）を用いて CIE L＊a＊b＊ を測色した．その後，恒温振とう機( BIO-SHAKER BR-15，
TAITEC) を用いて 37℃ 精製水およびコーヒー溶液に，1Hz で振とうしながら 7 日浸漬したのち，表
面を水洗後，再度測色し，浸漬前後の ΔE を求めた． 得られた結果は，2 元配置分散分析と Tukey
の多重比較を行った．
［結果および考察］
着色試験における精製水 7 日浸漬後の ΔE は，MMA 系では 1.6～2.2，シリコーンゴム系では 0.5
～1.1 であり，どの軟質裏装材においても肉眼では変色を明瞭には認識できなかった．
コーヒー溶液 7 日浸漬後の ΔE は， MMA 系では 10.6～12.8，シリコーンゴム系では 4.6～5.2 であ
り，コーヒー溶液浸漬では，どの軟質裏装材においても肉眼で明らかな着色が認められた．
得られた結果の統計処理を行ったところ，2 元配置分散分析の結果，軟質裏装材の製品と浸漬液の
違いの主要因，およびこれらの交互作用が有意であった．精製水浸漬においては，軟質裏装材間に
有意差は認められなかったが，コーヒー溶液浸漬では MMA 系 2 製品の ΔE はシリコーンゴム系 2 製
品と比較して有意に大きかった．
水中浸漬による重量変化とΔE との相関は有意ではなかったものの,重量変化が大きいものほどΔ
E が大きい傾向を示した．
［結 論］
義歯床用軟質裏装材 MMA 系 2 製品，シリコーンゴム系 2 製品のコーヒー溶液浸漬による着色につ
いて検討したところ，シリコーンゴム系軟質裏装材のほうが MMA 系よりも着色が有意に小さかった．
［文 献］
1． 岩崎直彦，高橋英和，鈴木哲也，春日祐太，織田展輔．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．日本義歯ケア学会誌 2012 ; 4(1) : 21.
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題

二酸化塩素が義歯床用レジンに与える影響

(サブタイトルも入れ
て 40 字以内)

発 表 者

○新原拓也 1，前田武志 1， 洪 光 2，王

維奇 2，西崎

宏 1，岡崎定司 1

(口演者に○印)

所

属

1
2

大阪歯科大学 欠損歯列補綴咬合学講座
東北大学大学院歯学研究科 歯学イノベーションリエゾンセンター

１．緒 言
現在，日本は世界でも有数の長寿国であり，高齢者人口は国連で高齢社会と定められている 14%を遥かに
超え，高齢化率 22.3%という超高齢社会を迎えている．そして高齢者の多くは部分または全部床義歯を装着
しており，後期高齢者になればなるほど義歯装着の割合は増加することが分かっている．義歯洗浄剤は，義
歯装着者のほとんどが使用するほど広く周知されているが，汚れの目立つ義歯を装着している患者が多いの
も実情である．また，近年増えつつある介護の現場でも口腔内の清掃を含めた，プラークコントロールはな
かなか実現されていないように感じられる．これまでの義歯洗浄剤の有効成分としては次亜塩素酸，過酸化
物，生薬および酵素などが用いられてきた．最も殺菌効果の期待できる次亜塩素酸系はほとんどが歯科医院
専用で，また金属に対する腐食が指摘されている．一方，広く用いられている酵素系ではタンパク分解酵素
によるプラーク基質の分解に主眼がおかれており，殺菌効果は強くはないとされている．
そこで我々は，新たな義歯洗浄剤の有効成分になりうるものとして，近年毒性の強いインフルエンザウィ
ルスの消毒薬として使用されている二酸化塩素に注目し，応用試験を行った所，興味ある知見を得たので報
告する.
２．材料と方法
メーカー指示に従い 245 個のレジンブロック(アクロン，株式会社 GC)を作製後，耐水研磨紙にて 1200 番
まで研磨，大きさを 65×10×3mm に調整し，
蒸留水，3 種類の濃度の二酸化塩素溶液(1ppm，10ppm，
100ppm)，
3 種類の市販義歯洗浄剤溶液(次亜塩素酸系のピカ(赤)(ロート製薬)，過酸化物系のポリデント(アース製薬)，
過酸化物系＋二酸化チタンのキラリ(ニッシン))に室温にて浸漬した．測定は各種溶液浸漬 0，1，2，14，30，
90，180 日後のレジンブロックについて、材料試験機(Instron 5565 INSTRON 社製)を用いて，クロスヘッ
ドスピード 5mm/min で曲げ強さ，曲げ弾性率，曲げ変位の測定を行った．なお，市販義歯洗浄剤は 1 日ご
と，二酸化塩素の各濃度では 1 週間ごとに交換を行った．
３．結果と考察
全ての義歯洗浄剤でレジンブロックの浸漬後180日の曲げ強さは60 MPa以上となった．また，全ての義歯洗
浄剤で浸漬180日後の曲げ強さは浸漬前より小さな値となった．浸漬180日の二酸化塩素10 ppm，100 ppmを除
き,曲げ強さは義歯床用レジンのISO規格である65 MPaより大きな値となった(図1)． 曲げ弾性率では，全て
の義歯洗浄剤でISO規格の2000 MPaより大きな値となった(図2)．曲げ変位はほとんどの洗浄剤で経時的に小
さくなる傾向となった．

図１ 試料材料の曲げ弾性率の経時的変化

図２ 試料材料の曲げ強さの経時的変化

以上の結果から，曲げ特性の観点から，低濃度での二酸化塩素は，義歯洗浄剤として使用可能であること
が示唆された．今後は二酸化塩素の金属腐食性についての検討を行う予定である．
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義歯床用アクリルレジン表面ぬれの改良におけるセリシンの有

(サブタイトルも
入れて 40 字以内)

発 表 者

用性に関する研究
○ディリヌル・マイマイティサウット 1)，洪

光 2)，王 維奇 1)，佐々木啓一 1)

(口演者に○印)

所

属

東北大学大学院歯学研究科
ンター

1)

口腔システム補綴学分野，2)歯学イノベーションリエゾンセ

【目的】
高齢者人口が全人口の 21.0％を超す超高齢社会を迎えた日本では、今後も有床義歯の需要が
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、義歯床用材料の表
面ぬれが重要な因子となる。すなわち義歯床用材料の表面ぬれの改善により、義歯の口腔内で
の義歯の維持・安定ならびに装着感が向上し、義歯装着高齢者の QOL（Quality of Life）向上に
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を用
い、義歯床用アクリルレジンの表面ぬれの改良を試みた。
【方法】
本研究では粉成分として2種類のmethyl methacrylateポリマー(D-100M，D-250ML)および
methyl methacrylate/ethyl methacrylateコポリマー(D-300)、ethyl 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（BPO）を添加したものを使用した。液成
分には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、これ
らの粉成分と液成分から5種類のベース材料を作成し、粉成分にカシロ産業社製平均重量分子
量 約 40万 のセ リシン パウダ ーを 3wt% 添加 、液成 分に架 橋剤 ethylene glycol dimethacrylate
(EGDMA)またはtri-ethylene glycol dimethacrylate (TEGDMA) を10wt%添加した計10種類の組み
合わせにて、試験片を5個ずつ調製した。それを37℃蒸留水16時間、23℃蒸留水中に8時間浸漬
する保管サイクルにて0、14、30、90、180、365日保管後、ポータブル全自動接触角計および
万能材料試験機を用い、各試料の表面ぬれおよび曲げ特性の評価を行った。
【結果および考察】
各材料の初期接触角では、材料間の有意差が認められ（p<0.05、ANOVA）、D250E-EH+M+EGの
組み合わせが、他の材料に比べ有意に小さい値を示した(図1)。接触角の経時的変化において
は、浸漬14日まで、すべての材料において、接触角の著しい低下が認められ、浸漬30日後から
180日まで上昇し、その後浸漬365日まで大きな変化が認められなかった (図2)。さらに各材料
曲げ特性では各材料間では有意差が認められた。

図1.

各材料の浸漬前における接触角

図2 .接触角の経時的変化

セリシンパウダーの添加は加熱重合型義歯床用アクリルレジン表面ぬれの改善に有効であ
り、表面ぬれと曲げ特性の観点から、成分の組み合わせを考慮することにより臨床使用可能で
あることが示唆された。
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シトロフレックス可塑剤含有試作ティッシュコンディショナー
表

題

(サブタイトルも

の動的粘弾性に関する研究

入れて 40 字以内)

発 表 者

○王

維奇*,**，洪

光**，ディリヌル・マイマイティサウット*,**，佐々木啓一*

(口演者に○印)

所

属

*東北大学大学院歯学研究科口腔システム補綴学分野
**東北大学大学院歯学研究科歯学イノベーションリエゾンセンター

Ⅰ． 目的
ティッシュコンディショナーは,不適切な義歯の装着により変形した義歯床下粘膜を回復させるため
に用いられる。現在の超高齢社会において補綴臨床での使用頻度は少なくない．しかしながらゲル化後
の可塑剤などの溶出により，本材の初期の粘弾性特性が失われ材料が劣化するという問題が指摘されて
いる．さらに市販製品に多く使われている芳香族エステル可塑剤はエストロゲン作用を示すことで知ら
れている．
そこで本研究では，米国FDAの認可を受けた生体安全性の高いシトロフレックス可塑剤を用い，新規
ティッシュコンディショナーの開発を目指し，組成成分が本材のレオロジー特性に及ぼす影響について
比較検討した.
Ⅱ． 方法
本研究では東京化成製の3種類のシトロフレックス可塑剤，シトロフレックス2（TEC），シトロフレッ
クスA-2（ATEC）およびシトロフレックスA-4（ATBC）にそれぞれ5 wt%エタノール（EtOH）を含有し
たものを液成分とした．粉成分には平均重量分子量および平均粒径がそれぞれ異なる4種類のethyl
methacrylateポリマー（PEMA-A，PEMA-B，PEMA-C，PEMA-D：根上工業）を使用した．以上の成分か
らなる12種類の組み合わせを，それぞれ規定サイズの試験片に作製し，37℃蒸留水に浸漬保管0, 1, 3, 7,
14, 30日後，動的粘弾性自動測定器（DMA-Q800，TAインスツルメント社）を用いて，測定温度37℃，
周波数0.05～100Hzにおける材料の貯蔵弾性率（G'），損失弾性率（G''）および損失正接（tanδ）の測定
を行った．得られたデーターは分散分析（ANOVA）およびSNKの多重比較を用い，危険率5 %で統計処
理を行った．
Ⅲ． 結果と考察
浸漬前における各材料の貯蔵弾性率（G'）および損失弾性率（G''）は，材料間で有意差が認められ（p<0.05，
ANOVA），粉成分にPEMA-AとTECの組み合わせが他の材料より低いG'を示し，液成分にTECを使用し
たグループで他のグループより低いG''を示した．損失正接（tanδ）では，可塑剤間で有意差が認められ
なかったが（p>0.05，ANOVA）
，粉末成分にPEMA-Aを用いたグループで高い値を示す傾向であった（図
1）．各材料の粘弾性係数は，可塑剤にATBCを用いた材料は他の材料より，経時的に安定した粘弾性特
性を示した（図2）
．その他のグループでは，各粘弾性係数は経時的に大きくなる傾向であった．

図1．各材料の初期損失正接

図2．粘弾性係数の経時的変化の一例

以上の結果より，粘弾性観点から，組成成分の組み合わせにより，生体安全の高いシトロフレックス可
塑剤を用いた，高耐久性ティッシュコンディショナーの作製が可能であることが示唆された．
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義歯表面を模倣したポリメチルメタクリレート QCM センサ
○ 三宅 晃子１） 小正

聡１） 岡田

正弘２）

橋本 典也２）

西崎

宏１） 武田

昭二２）

岡崎 定司１）

大阪歯科大学 欠損歯列補綴咬合学講座１） ，歯科理工学講座２)

１. 諸言

３. 結果

義歯に対する着色・歯垢・プラーク等の付着機構を

SPM 観察の結果では，コーティング前のセンサ（対

解析する事は重要であるが，それらを定量した報告は

照群）で滑らかな画像が観察されるのに対し，コーテ

少ない．義歯の汚れであるデンチャープラークは，残

ィング後のセンサ（実験群）のセンサ表面上に PMMA

存歯における口腔疾患の原因になる事が知られてい

分子と考えられるノジュール構造が観察された．また，

る．また，全身疾患との関連性も認められている 1）． 表面粗さは対照群と比較して，実験群で高い値を示し
水晶振動子マイクロバランス（以下，QCM とする）法

た．FTIR の観察では，PMMA と一致するピークが認め

は，ナノグラムレベルでセンサ上に吸着する汚れ等の

られた．QCM では、牛血清アルブミンの滴下により，

分子を振動数の変化として検出する．その振動数変化

実験群で対照群と比較して，時間の経過と共に共振周

から質量が定量できる．そこで，本研究では QCM セン

波数の減少が見られた．この事から牛血清アルブミン

サ表面上にポリメチルメタクリレート（PMMA）にて， の吸着量が対照群に比べ多い事が観察された．
義歯表面を模倣した PMMAQCM センサを作製し，アルブ
ミンの吸着挙動を調べたので報告する．

２. 材料と方法
市販の QCM センサ（initium 社）を piranha 溶液（過
酸化水素水：濃硫酸＝1：3）にて表面洗浄後，1-オク
タンチオールに 1 時間浸漬．クロロホルムに溶解した

共
振
周
波
数
（
H
z
）

対照群
実験群

1

21

41

61

81

101 121 141

測定時間（sec）

図１ QCM を用いた牛血清アルブミンの吸着挙動

PMMA（アクロン MC；GC 社）
（1mg/ml）をスピンコータ
（アイデン社）1000rpm で，約 3μl 滴下し，PMMAQCM

４. まとめ

センサを作製．コーティング前後の薄膜表面の観察と

本研究により，義歯表面を模倣した PMMAQCM セ

表面粗さの測定を走査型プローブ顕微鏡（SHIMADZU

ンサの作製が可能となった．今後，本センサを利

社；SPM-9600），コーティング層の定性分析を FTIR

用して，義歯洗浄剤の効果の検証に関する研究を

赤外線分光光度計（Perkin Elmer 社；Spectnum One）

行う予定である．

にて行った．また，QCM 装置（分子間相互作用定量 QCM
装置

AFFINIX QN μ；initium 社）にて，ウシ血清

アルブミンの吸着挙動を測定した．

文

献

１） 亀水忠宗、柿本和俊、小正裕：アクリルレジン義歯上のバイ
オフィルム形成細菌、歯科医学 49-58: 71(1): 2008.
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表

題

ルミテスターを用いた義歯の超音波洗浄効果の評価

(サブタイトルも
入れて 40 字以内)

発 表 者

○本田 剛，後藤崇晴，内藤禎人，柏原稔也，市川哲雄

(口演者に○印)

所

属

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

Ⅰ．目的
義歯の清掃は機械的清掃と化学的清掃に分類され，機械的清掃は義歯用ブラシで行うのが一
般的である．超音波洗浄は近年，洗浄器自体も安価になり，また，浸漬するだけで，非常に労
力も少なく簡便な機械的清掃法である．しかし，その浸漬時間による効果の差や義歯ブラシと
の比較に関する報告は少ない．
ATP ルシフェラーゼアッセイは，ホタルの発光酵素ルシフェラーゼを用いて，全生物のエネ
ルギー物質として含まれる ATP を微生物や汚れの指標として測定する方法である．
今回，簡便に清潔度を測ることができるこの ATP ルシフェラーゼアッセイによる評価法であ
るルミテスターを用いて超音波洗浄法の洗浄効果のいくつかの問題点について検討した．
Ⅱ．方法
1．超音波洗浄の浸漬時間による洗浄効果の検討
アクリル義歯，または粘膜調整材を裏装した義歯を水 200 ml 中に浸漬させ，超音波洗浄器(ウ
ルトラソニッククリーナーSUC-70 松風)を用いて洗浄を行った．洗浄開始 1 分，2 分，4 分，8
分後の浸漬液を検査キット(ルシパック Pen キッコーマンバイオケミファ)を用いて採取し，測
定機器(ルミテスターPD-20 キッコーマンバイオケミファ)にて浸漬液の汚染度を評価した．
2．義歯用ブラシを用いた機械的清掃との洗浄効果の比較検討
義歯用ブラシを用いて，アクリル義歯を 1 分間清掃後，水 200 ml 中に義歯を浸漬，超音波洗
浄を行った．洗浄開始 1 分，2 分，4 分，8 分後の浸漬液をルミテスターPD-20 にて測定した．
Ⅲ．結果と考察
ルミテスターを用いた ATP ルシフェラーゼアッセイは，義歯の清潔度や義歯洗浄効果を迅速
かつ簡便に評価できる可能性が示唆された．超音波洗浄器による義歯洗浄は，アクリル義歯で
は 4 分以上浸漬しても洗浄効果の持続は期待できなかったが，義歯ブラシによる前清掃により，
8 分以上洗浄効果の持続が期待できた．一方，粘膜調整義歯では，8 分以上洗浄効果の持続が期
待できた．
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＜第５回日本義歯ケア学会学術大会事前抄録＞
表

題

各種義歯床用材料の歯ブラシ摩耗に及ぼす洗浄剤の違い

(サブタイトルも
入れて 40 字以内)

発 表 者

○高橋英和，小泉詩織，岩崎直彦，鈴木哲也

(口演者に○印)

所

属

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

１．目 的
長期間使用した義歯において歯ブラシと歯磨剤を用いたと考えられる症例を散見する．義歯の清
掃は口腔内を清潔に保つために重要であるが，研磨材を含有する歯磨剤を用いて洗浄することは不
適切とされている．しかしながら，患者やその家族で研磨材を含む洗浄剤を用いて義歯を洗浄して
いる人は少なくない．そこで本研究では義歯床用材料の歯ブラシ摩耗に及ぼす各種洗浄剤の影響を
明らかにする目的で，義歯床に用いられる４種類の材料について異なる５条件で歯ブラシ摩耗試験
を行い，その摩耗深さを測定した．
２．方 法
義歯床用材料として，アクリルレジンである加熱重合型レジンのアクロン（ジーシー）と常温重
合型レジンのプロキャスト DSP（ジーシー），ポリエチレンテレフタレート（PET）を主成分とす
るエステショット（アイキャスト）とポリエステル樹脂のエステショットブライト（アイキャスト），
Co-Cr 合金である Wironit（BEGO）について検討した．これら材料を用いてメーカー指示に従って
20×10×1.5 ㎜の試験片を作製し，37℃精製水中にて 1 週間保管した．
摩耗試験機として 3 軸ロボットを用いて，歯ブラシ（バトラー＃３１１，サンスター）にて２N
負荷荷重で約１Hz で 30,000 回往復の歯ブラシ摩耗試験を行った，洗浄剤として，研磨材を含む 2
種類の歯磨剤（セッチマ，サンスター；薬用アクアクリーン，花王）
，研磨材を含まない義歯用洗浄
剤（ポリデント泡フレッシュ，グラクソ・スミスクライン），オーラルリンス（GUM デンタルリン
スノンアルコール，サンスター）とし，比較対象として水を用いた，試験片表面にそれぞれの洗浄
剤で十分に被覆した，それぞれの条件で５個の試験片を試験した．
試験片中央部の最大摩耗深さを，表面粗さ・輪郭形状測定機（サーフコム FLEX，東京精密）に
て３回測定し，その平均を摩耗深さとした．得られた摩耗深さは２元配置分散分析と Tukey の多重
比較を有意水準５％で検定を行った．
３．結果と考察
摩耗深さは，アクリルレジン，ポリエチレンテレフタレート，ポリエステルを歯磨剤で歯ブラシ
摩耗試験を行った条件では 4～144 μm であった．しかし，他の条件では 2 μm 以下であった．２元
配置分散分析を行ったところ，主要因である義歯床用材料，清浄剤，また，これらの交互作用が有
意であった．そこで，それぞれの清浄剤ごとに多重比較を行ったところ，いずれの歯磨剤でもいず
れのアクリルレジンでも，摩耗深さは Co-Cr 合金より有意に大きかったが，他の清浄剤では義歯床
材料間に有意差が認められなかった．また，義歯床用材料ごとに多重比較を行ったところ，Co-Cr
合金以外ではセッチマの摩耗深さが有意に大きかった，
今回用いた洗浄剤では研磨材を含んでいるクリアクリーンとセッチマを用いることでアクリルレ
ジンでは明らかな摩耗が認められ，研磨材を含むもので義歯を研磨すると摩耗することが確認され
た．感覚的には研磨材の粒子が大きく感じたクリアクリーンの摩耗深さがセッチマより小さかった
のは，クリアクリーンの研磨材が歯ブラシ摩耗中に崩壊して小さなものになったためではないかと
考えられる．しかし，他の洗浄剤ではほとんど摩耗が認められないことから，義歯の洗浄には歯ブ
ラシだけで行うか，香料だけで望ましいと考えられた．
４．結 論
各種義歯床用材料の歯ブラシ摩耗試験における各種洗浄剤の影響を検討したところ，洗浄剤によ
り義歯用材料の摩耗量は異なっていた．歯磨剤を用いると義歯材料ではアクリルレジンがポリエチ
レンテレフタレートより大きく摩耗していた．また Co-Cr 合金はほとんど摩耗していなかった．
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市販粉末タイプ義歯粘着剤の粘度特性と接合力
－添加する水の量の影響について－
加納 拓，黒木唯文，田中利佳，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

１．緒

言

超高齢社会を迎え，義歯安定剤は多くの義歯患
者に使用されている．義歯安定剤はクリームタイ
プ，粉末タイプおよびテープ（シール）タイプの
義歯粘着剤と，ホームリライナーに分類されてお
り1)，物性に関し，種々の報告があるが，その接合
力についての報告は少ない．我々は市販義歯安定
剤の理工学的性質について検討するため，まずク
リームタイプ義歯安定剤の粘度と義歯床との接合
力の関係について報告した2)．
本研究では，粉末タイプ義歯安定剤の粘度に及
ぼす添加する水の量の影響および粘度が深く影響す
る床用レジンとの接合力について検討した．

接合力（Pa）

50000

40000
30000
20000
10000
0

SF

図1

PP

各材料の床用レジンとの接合力
（P/W = 0.250）

２．材料と方法

３．結果および考察
PPはSFに比べ，すべての粉液比において有意に高
い粘度を示した（p < 0.05）．床用レジンとの接合
力において，すべての粉液比でPPはSFに比べ有意
に高い値を示した（p < 0.05）（図1）．また粉液比
が高くなるほど高い接合力を示した．つまり，
SF，PPともに粘度が高くなるほど，接合力は高く
なり，正の相関関係が認められた（図2）．
粉液比を高くすることにより，PPの接合力は1.64
×104 ～ 12.15×104 Paと，SF（0.80×104 ～ 2.06
× 104 Pa）に比べ大きく変化した．

P/W = 0.500

120000

P/W = 0.375

100000
接合力（Pa）

本実験では，粉末タイプ義歯安定剤の新ファスト
ン（以下SF，成分：カラヤガム等，ライオン╱ マ
イヤー化学）とポリグリップパウダー無添加（以下
PP，成分：カルシウム・メトキシエチレン無水マ
レイン酸共重合体塩，CMCナトリウム等，アース
製薬╱ グラクソ・スミスクライン）を用いた．粉液
比（P/W）は0.125, 0.250, 0.375, 0.500とした．
粘度の測定は音叉型振動式粘度計（エー・アン
ド・デイ社製）を用い，23℃および37℃の値を測定
した．接合力の測定は小型卓上試験機（EZ Test /
CE，島津製作所社製）を用い，床用レジンで作製
したISO 10873に準じた治具を装着した．接合間距
離は0.25 mmとし，引張速度 5 mm / 分にて最大接
合力を算出した．
粘度，接合力ともに各材料につき5回ずつ測定し
た．材料間の統計分析はt検定を，粉液比と粘度，
粉液比と接合力ならびに粘度と接合力間の関係につ
いては回帰分析を行った．
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図2 各粉液比におけるPPの粘度と
接合力との関係
粉末タイプ義歯安定剤は加える水の量により，粘
度および接合力を幅広く調整できる利点がある．本
研究より，粘度が高い義歯安定剤ほど，義歯床と高
い接合力を示すことが示唆された．接合力は引張を
行う前の条件により値が異なるため 2) ，今後接合
力に及ぼす引張前の材料の層の厚さや定荷重負荷に
よる影響について検討する予定である．

文献
1）濱田泰三，村田比呂司，夕田貞之ほか．義歯安
定剤．デンタルダイヤモンド社; 2003, 26-28．
2）Kano H, Kurogi T, Shimizu T, Nishimura M, Murata
H. Viscosity and adhesion strength of cream-type
denture adhesives and mouth moisturizers. Dent Mater J
2012; 31(6):1-9
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義歯床用レジンの洗浄法によるバイオフィルム除去効果と表面粗さの変化
佐藤

薪 1 大島 朋子 2 前田

伸子 2 細井
１

紀雄 3 大久保 力廣 1

鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座
２

鶴見大学歯学部口腔微生物学講座
３

1. 緒

鶴見大学

言

義歯に付着したデンチャープラークを構成する Candida
は，義歯性口内炎や誤嚥性肺炎などの全身疾患に関連し
ている可能性が示唆されている 1)．
一般に義歯清掃は，機械的清掃法と化学的洗浄法の併用
が推奨されている．機械的清掃法では，実際には歯磨剤
が多用されているが，歯磨剤内の研磨剤による床用レジ

図 1 洗浄剤浸漬後の表面粗さ 図 2 歯磨剤併用時の表面粗さ

ン表面の摩耗や線条痕が発現し，微生物の蓄積が懸念さ
れる．義歯用に開発された義歯用ブラシは有効性や問題
点に関する報告は少なく，一般的な歯磨剤および義歯用
歯磨剤の併用についても評価されていない．また，洗浄
剤の効果はアンケートに基づく小規模な臨床試験により
半定量的な報告が存在するのみであり，持続性の検討や，
機械的清掃法との比較はない．
図 3 義歯洗浄剤，歯磨剤使用後の残存 Candida 菌量

本研究では，現在の義歯の清掃方法を正しく評価し，最
適な方法の選択基準を示すために機械的，化学的洗浄法

質毛の表面粗さが大きくなる傾向が認められた．高研磨

の評価を行った．

性歯磨剤は試験群の中で最も大きな表面粗さを示した
(図 2)．

2. 材料と方法

義歯洗浄剤，歯磨剤使用後の残存 Candida 菌量は，義

1．アクリルレジン片を摩耗試験後，または義歯洗浄剤

歯洗浄剤および高研磨性歯磨剤で有意に高い除去効果が

浸漬後の表面粗さを三次元測定装置で測定した．
2．C.albicans 除去効果の測定は，流し込み法で製作した

確認され，義歯用ブラシ単独では除去効果が認められな

義歯床用レジン(クリアー；パラエクスプレス ，ヘレウス

かった．義歯用歯磨剤は対照群，ブラシ単独と比べて有

クルツァージャパン，東京) 片を予め義歯用ブラシの硬質

意な除去効果を示したが，義歯洗浄剤の併用が最も高い

毛を用い，高研磨性歯磨剤下で 30 分間摩耗した後，80%

除去効果を示した (図 3)．

®

エタノールで消毒後，50μl の唾液を滴下してポリエチレ

以上の結果から，高研磨性歯磨剤の使用は，バイオフィ

6

ルムの除去効果を高めるものの，義歯床には傷がつきや

～10 CFU/ml に調整した C.albicans 菌液を含む培地で培養

すく，低研磨性歯磨剤の使用ではバイオフィルムの除去

してバイオフィルムを形成させ，培養後のレジン片を洗

効果が低いため，不適切な義歯用ブラシの使用によって

浄剤浸漬群，義歯用ブラシ清掃群，歯磨剤清掃群，蒸留

は，かえって義歯床を傷つけてしまう可能性がある．

ンフィルムで表面を覆い，一晩放置した．レジン片を 10
7

水で洗浄したものを対照群として設定した．義歯用ブラ

バイオフィルムの除去には，義歯洗浄剤の単独使用が

シは軟質毛，荷重 150gF で検討し，残存菌量を REDOX

望まれるが，肉眼的に観察して顕著な汚れが認められる

Indicator の蛍光量で測定した (EX:530,EM:590)．

場合は，義歯ブラシ単独による機械的清掃法の併用が推
奨される．

3. 結果と考察

4．文献

各洗浄剤の使用後はブラシ単独での表面粗さよりも小

1) Nikawa H, Hamada T, Yamamoto T. Denture

さく，洗浄剤の浸漬時間による有意差は認められなかっ

plaque -past and recent concerns. J Dent 1998; 26:

た(図 1)．ブラシ単独群の表面粗さは，歯磨剤併用の硬

299-304.
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共焦点レーザー走査顕微鏡と原子間力顕微鏡による
義歯床用シリコーン系軟質裏装材とポリアミド系材料の観察
○石本崇子，長田知子，米山喜一，川本忠文※，大久保力廣
鶴見大学有床義歯補綴学講座，RI 研究センター※

1

緒言

面形状を原子間力顕微鏡 SPM-9500（島津

顎堤の吸収が著しく粘膜が非薄した

社製)観察した.

患者や疼痛閾値が低下した患者にはシリ

3

結果と考察

コーン系軟質裏装材を使用する事が効果

浸透実験の結果,バイオプラストで層

的であるが,変色や表面の劣化が認めら

状の模様が観察されたが,蛍光色素の浸

れる場合がある.近年，ノンメタルクラス

透は観察されなかった.一方,ソフリライ

プデンチャーも急速に普及してきた.ノ

ナースーパーソフトにおいては蛍光色素

ンメタルクラスプデンチャーは審美性や

の浸透は観察された．原子間力顕微鏡に

装着感などの大きな利点を有するが,症

よる試料片表面構造の観察では,ソフリ

例によっては床の変色が生じ,再研磨が

ライナースーパーソフトにおいて立体的

必要になることがある.そこで今回,シリ

な表面形状が識別でき,多数の球状様突

コーン系軟質裏装材とポリアミド系熱可

起の存在が確認されたが バイオプラス

塑性樹脂の分子間隙および表面構造比較

トにおいては観察されなかったが,無数

観察を行い,材料学的の検討を加えた.

の気泡様構造が観察された.これらのこ

2

材料と方法

とからソフリライナースーパーソフトの

実験材料としてシリコーン系軟質裏装

試料片表面には微小間隙が存在し，バイ

材ソフリライナースーパーソフト(トク

オプラストには微小間隙が存在しないこ

ヤマデンタル社製)およびポリアミド系

とが確認できた．バイオプラストにおけ

バイオプラスト(ハイデンタル社製)を選

る縞模様は製作時の加熱により生じた模

択した. バイオプラストとソフリライナ

様ではないかと考えられる.

ースーパーソフトはて 10×10×2mm の試
料片を製作した.ともに 37℃蒸留水中に 1

浸透実験と表面観察

週間浸漬した後,実験に使用した． 試料
片表面に蛍光色素ローダミン（MW＝479）
を滴下し,12 時間浸透させた.浸透後,試
料片を切断し断面を共焦点レーザー顕微
鏡（OLYPUS 社製，FLUOVIEW FV-1000）
にて観察した.またソフリライナースー
パーソフトとバイオプラスト試料片の表

ソフリライナースーパーソフト

バイオプラスト
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表

カンジダ症患者における不快症状改善へのアプローチ

題

(サブタイトルも
入れて 40 字以内)

発 表 者

○番家雅子，星憲幸，桒原淳之，澤田智史，有井丈郎，熊坂知就，木本克彦

(口演者に○印)

所

属

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講座

【目的】近年，口腔内に様々な不快症状を訴える患者が増えてきている．その不快症状の多く
は口腔乾燥感を伴っている．乾燥感の主たる原因の 1 つである唾液の流出量減少は，Candida
albicans を増加させ，それに伴い，粘膜潰瘍やびらんなど粘膜疼痛を引き起こす．その結果，
義歯装着困難，義歯未装着を誘発させ，咀嚼機能・能率の低下を引き起こし，さらなる唾液流
出量低下により口腔衛生状態の悪化を加速させることとなる．そこで，今回我々は口腔乾燥感
などの不快症状を持つ義歯装着患者の中でも特にカンジダ症に罹患している患者に対し，咀嚼
機能改善による唾液流出量の正常化を図ることで，症状の改善にどのように影響するかを検討
した．
【方法】2000 年から 2006 年の７年間にかけて総合歯科初診部門および補綴科に補綴処置の希
望で来院し，口腔乾燥感等の不快症状を訴えている義歯装着患者のうち，カンジダ症の罹患が
確認された 20 名（男性４名，女性 16 名で平均年齢は 63.8 歳）を対象とした．初診時から２週，
４週，８週，１２週，３年経過時において，安静時及び刺激時唾液量の２種類，口腔内症状の
観察，および自覚症状の変化を計測し，自覚症状と唾液流出量により A 群：自覚症状軽度，唾
液量低下なし，B 群：自覚症状軽度，唾液量低下あり，C 群：自覚症状重度，唾液量低下なし，
D 群：自覚症状重度，唾液量低下ありの 4 群にわけ，それぞれを比較し検討した．
【結果と考察】自覚症状は特に初診時で重度の症状が現れていた C・D 群において，約４週で
大きく改善が認められ，その後も改善傾向が認められた．
（図１）さらに唾液流出量において，
安静時唾液量は正常値をどの群も下回らなかったが，治療によりさらに増加傾向を示した．ま
た，刺激時唾液量においても全ての群で増加傾向を示したが，特に初診時において正常値以下
であった B・D 群においては，治療後２週目以降で正常値を上回り，その後も増加傾向を示し
た．（図２）また，口腔内症状はどの群においても治療経過に伴い改善が認められた．
いずれの結果においても，おおよそ 2 週から 4 週以降で改善傾向を示し，これは口腔内に補
綴処置を施すことにより，咀嚼機能の改善が行われ，それにより唾液流出量の上昇が見受けら
れた時期と一致しているといえる．
今回，唾液流出量は口腔内における不快症状と関連性を示し，唾液流出量の改善を目的とし
た補綴治療により，義歯装着患者のカンジダ症状改善に関連している可能性が示唆された．

図１：自覚症状（口腔乾燥感）

図２：刺激時唾液量の増加傾向
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題

義歯装着が顎堤粘膜下の感覚神経機能に与える影響に

(サブタイトルも
入れて 40 字以内)

発 表 者

関する研究
○伊藤 菜那，小川 晃奈，郡司 敦子，木本 統，河相

安彦

(口演者に○印)

所

属

日本大学松戸歯学部有床義歯補綴学講座

Ⅰ．緒言
総義歯補綴学では，切歯孔・口蓋孔部ともに神経・血管の障害を防ぐ事を目的として，義歯
床粘膜面に緩衝腔を設ける必要性が記載されている．これは切歯孔や口蓋孔を通る神経や血管
を，義歯装着によって引き起こされる圧迫から防ぐためであると考えられている．しかしなが
ら，義歯装着による圧迫が義歯床下粘膜下の感覚神経機能にいかなる影響を与えるかは明確で
ない．本研究は，義歯装着の義歯床下粘膜下の感覚神経機能への影響を調べるため， Katims ら
によって提唱された電流知覚閾値（以下 CPT: Current Perception Threshold）CPT 測定法を用いて，
「義歯装着は上顎顎堤粘膜下の感覚神経に影響するか？」
（以下実験１）を検討するため，上顎
片側遊離端欠損患者で，義歯装着者群と義歯未装着者群の CPT を比較した．さらに，
「補綴装置
の違いは感覚神経の閾値に影響するか？」
（以下実験２）を検討するため，固定式補綴物を含む
28 歯以上の歯列を有する者，上顎片側遊離端義歯装着者，上顎総義歯装着者の３群で CPT を比
較検討した．
Ⅱ．研究方法
実験１を検討するため，被験者は上顎片側遊離端欠損者とし，義歯装着者群 15 名，義歯未装
着者群 22 名を対象とした．測定部位は各被験者群の歯列側および欠損側の大口蓋孔相当部とし，
Neurometer®NS3000 を用い，刺激周波数 2000Hz，250Hz および 5Hz の順に測定し CPT を得た．
実験２を検討するため被験者は，固定式補綴物を含む 28 歯以上の歯列を有する者 40 名，上顎
片側遊離端義歯装着者 30 名，上顎総義歯装着者 45 名を対象とした．
Ⅲ．結果および考察
実験１において 2000Hz の欠損側において，義歯装着者群と義歯未装着者群の CPT に有意な
差が認められた．このことから，義歯の装着が上顎顎堤粘膜下の感覚神経機能に影響を及ぼす
ことが明らかとなった．義歯の装着により，義歯を介して伝わる咬合力が神経の開口部におい
て神経線維を機械的に圧迫し，感覚神経の機能に影響を及ぼしたのではないかと考えた．また，
知覚神経線維の機能不全は，線維の直径が太く有髄の Aβ 線維から出現し始め，次いで細い有髄
の Aδ 線維，細く無髄の C 線維へと徐々に拡がっていくことから，Aβ 線維を特異的に刺激する
2000Hz のみに CPT の上昇が見られたのではないかと考えられた．実験２では，CPT はすべての
周波数において，有歯顎者群，局部床義歯装着者群，総義歯装着者群の順に有意に増加してい
た。このことから，異なる補綴装置の装着により，上顎顎堤粘膜下の感覚神経機能が変化する
ことが明らかとなった．
以上をまとめると，義歯の装着は上顎顎堤粘膜下の感覚神経機能に影響を与え，また，総義
歯装着者における義歯床下粘膜下の感覚神経機能の変化に寄与することが明らかとなった．従
って，大口蓋神経の感覚神経機能変化を防ぐために総義歯製作時の該当部位への配慮が必要で
あることが示唆された．
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題

高齢者における義歯と口腔機能の関連

(サブタイトルも
入れて 40 字以内)

発 表 者

−第２報−要介護高齢者での検討
○赤松那保，山本

健，山田晃士，奥野典子，森戸光彦

(口演者に○印)

所

属

鶴見大学歯学部 高齢者歯科学講座

I． 目的
昨年の本学会において，我々は，健常成人と歯科外来に通院可能な高齢者を対象に咀嚼能率，
混合能力，舌機能評価，そして自己記入式の質問票の回答結果から相互関係を検討し，口腔機
能評価に用いる事が可能である事を報告した． これらの評価は，超高齢社会を迎えた日本にお
いて，要介護高齢者にも応用されることが必要と考える．このような背景をふまえ，第2報では，
要介護高齢者の口腔機能を健常成人ならびに外来通院可能な高齢者と比較し，検証した．
Ⅱ．方法
対象として，第１報と同様にコントロール群97名（以下C群：37.1±10.1歳），外来高齢者群100
名（以下E群：79.0±5.4歳）とし，新たに，要介護高齢者群（以下F群）を加えた．F群は特別養
護老人ホームに入所中の，要介護高齢者48名（男性12名，女性36名：87.1±7.8歳）とした．
調査項目は，第1報と同様に，口腔内診査，平井らの摂取可能食品アンケート法による咀嚼ス
コアと摂取難易度別平均ポイントの算出(以下FIQ25)，混合能力（MIXIE system®．井上アタッチ
メント，東京）
，咀嚼能率（グルコセンサーGS-1®．GC，東京），舌機能評価（JMS舌圧測定器®．
JMS，広島）とした．これらの項目についてC，E，F各群を統計学的に比較した．なお，本研究
は鶴見大学倫理審査委員会の承認を得て実施した（承認番号：862）
．
Ⅲ．結果
1）要介護高齢者にも本機能評価法を実行できた．認知の問題や誤飲・誤嚥のリスクがあるため，
調査を行う時は注意が必要とされた．
2）高齢者では有歯顎者，良好な義歯使用者，問題がある義歯の使用者，要介護高齢者の順に食
品摂取制限が有意に増大した．
3）咀嚼スコア，咀嚼能率，最大舌圧，混合値(MAI)，混和率(MIX)，形状係数(FF)，長径／幅径
比(L/B)，投影総面積(AH)は， F 群が C 群，E 群に比べて，低値を示した．これにより，要介護
高齢者の咀嚼機能が健常成人や外来通院可能な高齢者と比較し，多面的に低下している様子が
明示された．
4）咬合接触面積比は C 群，E 群，F 群の順に有意に増大した．
Ⅳ．まとめ
今回の研究における各調査項目より，要介護高齢者の咀嚼機能が健常成人や外来通院可能な
高齢者と比較し，多面的に低下している様子が明示された．よって，要介護高齢者に対しても
本法が応用されることが示された．今後は，本法を義歯の機能評価に応用することで，超高齢社会
において，高齢者の健康維持，向上の一助となるよう努めたいと考えている．
Ⅵ．文献
1）H. SATO, K. FUEKI, S. SUEDA, S. SATO, T. SHIOZAKI , M. KATO & T. OHYAMA：
A new and simple method for evaluating masticatory function using newly developed artificial test food.
J Oral Rihabil．30：68‐73，2003．
2）田中 彰，志賀 博，小林義典：グミゼリー咀嚼時のグルコースの溶出量の分析による運動
機能および咀嚼筋筋活動の定量的評価，補綴誌．38：1281-1294，1994．
3）赤川安正，早川 巖，野首孝祠，寺田善博，市川哲雄，林 亮，津賀一弘，織田展輔，下山
和弘，堀 一浩，冲本公繪，北岡直樹：より確かな機能回復を目指すための舌機能評価法の確立，
日歯医学会誌．23：49-58，2004．
4）Hisashi K, Toshihiro H, Yoshifumi T, Yuichi Y, Maki T, Kazuo I, Toshio H：
Development of New Food Intake Questionnaire Method for Evaluating the Ability of Mastication in
Complete Denture Wearers,Prosthodont Res Pract．7：12-18，2008．
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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

日本義歯ケア学会表彰事業
（Japan Denture Care Society Award）
規程

（趣 旨）
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

第１条

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

各賞は、次の各号に該当する功績を対象とする。

（１）

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。

（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。

平成 25 年度

日本義歯ケア学会役員

理事長

細井

紀雄

(鶴見大学)

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)

河相

安彦 （日本大学松戸）

木本

克彦 （神奈川歯科大学)

近藤

尚知 （岩手医科大学）

貞森

紳丞 （広島大学）

鈴木

哲也 （東京医科歯科大学）

坪井

明人 （東北大学）

水口

俊介 （東京医科歯科大学）

事

村田比呂司 （長崎大学)

幹

事

米山

喜一 （鶴見大学)

秋葉

徳寿 （東京医科歯科大学）

織田

展輔

洪

光

黒木

唯文

諸熊

正和 （鶴見大学）

(高知県開業 織田歯科医院)
（東北大学)
(長崎大学）

（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

