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７年目に入る日本義歯ケア学会について

平成 26 年 4 月
日本義歯ケア学会理事長

濱田

泰三

日本義歯ケア学会はこの４月から７年目に入りますが、それまでに１０年間続いた軟質義歯裏装研究
会を発展的に解消して生まれた組織です。細井理事長の元、同学の大学関係者１００名と関連企業研究
者とで、今日に至っています。同じような関心事から生まれたデンチャープラークコントロール研究会
がさらにその前に約 10 年間の活動実績があります。いずれも義歯製作の周辺の教科書には記載のあまり
なかった分野です。だから義歯のケア関連のテーマに特化して研究会を継続して四半世紀が経とうとし
ています。この度日本義歯ケア学会の創設以来６年間、会を引っ張って頂いた細井理事長の勇退に伴い、
しばらく後任として務めさせていただきます。
会員は補綴学会や高齢者歯科学会をホームグラウンドとして持ち、活動しながらも、そこではあまり
取り上げられないが、しかし現場では見過ごすことのできない重要課題と考える、義歯を入れてから後
の諸問題を取り上げています。
国全体の義歯医療現場を見る時、大学診療は特殊です。高齢者の義歯、施設入所者の義歯は、義歯と
しての役に立ってる部分と、むしろ、感染源になってる部分とが混在しています。これらを実証するよ
うな報告も相次ぎ、義歯を入れてからの後の継続的なケアに対しては、その重要性について誰もが認め
るところとなりました。
Cure から care の時代と言われて久しいですが、日本口腔ケア学会や、日本口腔ケア協会の活動が生ま
れたのも、歯科の多くの疾患が生活習慣病と認識される中で、時代の要請でしょう。これらの活動では、
幅広く取り上げていますが、義歯についてはあまり詳しく取り上げられていません。義歯の専門家集団
の本会としては是非とも、せっかく作られた義歯が口腔内で有効に機能するように、義歯のケア、取り
扱いにつては、回答を出して行きたいものです。
これまでに、会として義歯ケアに関するガイドブックを二冊発行していますが、さらに文献探索に基
づく義歯の取り扱いに関するガイドラインの、第一回の公表と、義歯安定剤に関わる科学研究費補助金
を受けての研究も今年度が一応の最終年となります。
義歯の長い歴史の中で、それを使用する方々の高齢化に伴って、昔の義歯理論では対処できない症例
も増えてきています。現実の、疾病構造にあった義歯、超高齢者にも役に立つ義歯の提案もして行きた
いものです。また、近年、その必要性とその効果が叫ばれながらも、十分行き渡っていない訪問歯科診
療の中では、歯科衛生士さんによる口腔清掃と義歯の対処がトップを占めています。訪問歯科診療が普
及拡大すれば、義歯治療、義歯ケアの現実的な、応急処置にとどまらない、即効性ある対処が求められ
ます。これらにも遅れることなく対処して行きたいものです。
今年度は日大松戸で、来年度は東北大で学術大会が開かれます。皆様の研究成果を期待します。
なお、会務につきましては、本会発足の初めから鶴見大学の米山先生はじめ、医科歯科大のみなさま
にお世話になっております。さらに引き続きお世話になります。よろしくお願いいたします。

理事長退任のご挨拶

平成 26 年 3 月吉日
日本義歯ケア学会 細井 紀雄

平成 26 年 3 月 31 日を以って 3 期 6 年務めさせて頂いた理事長職を辞し、濱田泰三副理事長にバトン
タッチいたしました。会員、賛助会員をはじめ関係の皆様には本会の活動に並々ならぬご支援、ご協力
を賜り衷心より感謝申し上げます。
日本義歯ケア学会は平成 20 年 6 月に発足しました。前身は軟質裏装材研究会で広島大学歯学部濱田泰三
教授とちょうど 10 年間、
義歯軟質裏装材の基礎と臨床に関する研究成果を毎年 1 回発表して参りました。
平成 19 年度第 10 回の開催を節目にさらに義歯のケアとキュアを中心にした学会へと発展的解消をはか
りました。
日本義歯ケア学会の目的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
祉への貢献および会員の知識の向上をはかるとしました。したがって、会員は大学の研究者のみならず、
一般臨床家、歯科衛生士、歯科技工士、介護に携わる方々、企業の方々など義歯のキュアとケアに幅広
く関わっている者とし、学際的な会として発足しました。学術大会の開催、学会誌の発行、講演会の後
援、理事会とエキスパートミーテイングの開催などの活動を行い、加えて、「義歯のケア ‐歯科衛生士
のための副読本‐」、「義歯ケアの現状と実際」の発刊や種々の歯科医院向けパンフレットを作成するな
ど義歯ケアの啓発に努めて参りました。ここ数年の注目すべき活動は「義歯ケアガイドラインの策定」
と科研費の支援による「義歯安定剤利用ガイドライン構築に関する基盤研究」です。現在、学会の総力
をあげて取り組んでいるところです。
超高齢社会を迎え、義歯のケアは最重要かつ喫緊の課題といえます。口腔のケアと義歯のケアに関す
る基礎研究と臨床研究を推進して健康長寿の延伸に向けて国民の信頼を得ることが本学会の使命でもあ
ります。会員の皆様には今後とも濱田新理事長のもと、本学会の発展に向けてご支援を賜りますようお
願い申し上げて、理事長退任のご挨拶といたします。ありがとうございました。

第６回日本義歯ケア学会学術大会を終えて
大会長
準備委員長

木本 克彦
星 憲幸

神奈川歯科大学咀嚼機能制御補綴学講座
平成２６年１月１１日，１２日の両日，パシフィコ横浜

国際平和会議場およびアネックスホール第

一会場にて第６回日本義歯ケア学会学術大会を皆様方のご協力，ご支援のもと無事に開催することが出
来ました．心より感謝申し上げます．
今回は，日本補綴歯科学会西関東支部会学術大会および神奈川県歯科医師会学術大会との併催で行わ
れ，日本義歯ケア学会員並びに賛助会員のみで１３１名の参加があり，更に併催学会からも多くの方々
に参加をしていただきました。特別講演として日本歯科大学の菊谷武教授に「食べることに問題のある
患者へ歯科の対応」について，また日本大学松戸歯学部の河合安彦教授には「義歯の臨床研究」につい
てのご講演を頂戴し，新たな試みとしてランチョンセミナーを東京医科歯科大学の鈴木哲也教授にお願
いしました．また、一般演題としましては，口演１１演題，ポスター３演題のご発表があり、企業展示
は５社，広告も１０社のご協力を頂きました。さらに、懇親会は横浜の夜景が堪能できるパシフィコ横
浜で開催し、１００名を超える先生方のご参加を頂き、両日とも活気に満ち溢れ有意義な情報交換がな
され、本学会への理解がさらに深まったものと思われます。
今回の学会運営におきましては、ご指導いただきました先生方への感謝と共に，不手際等により参加さ
れました皆様方にはご迷惑をお掛けしたことも多々あったかと思います。この場をお借りしてお詫び申
し上げます．
最後に、日本義歯ケア学会の益々のご発展と第７回学術大会が更なる素晴らしい学術大会になりますよ
うに祈念いたしまして、御礼のご挨拶とさせていただきます。

日本義歯ケア学会 第 7 回学術大会

大会概要

日時 ：平成 27 年 1 月 24 日、25 日（土、日）
会場 ：柏の葉カンファランスセンター ２階 Room５
住所 ：〒277-0871 千葉県柏市若柴 178‐4
大会長 ：河相

TEL.04-7133-4650

安彦（日本大学松戸歯学部 有床義歯補綴学講座教授）

プログラム
特別講演「インプラント義歯のケア（仮題）
」
座

長 河相 安彦

講

師 近藤

尚知先生 ：岩手医科大学歯学部 教授

シンポジウム「義歯安定剤のガイドライン作成のための基盤研究」
一般演題（口演）、企業展示
千葉県柏歯科医師会後援
演題募集のお知らせ
演題募集要項
一般講演：口演（ＰＣでの単写）のみを予定しております。
応募期間
平成 26 年 9 月 17 日（火）～10 月 18 日（金）：演題応募期間
平成 26 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 27 年 1 月 24 日（土）19：00 からリストランテ・ディ・オークビレッジ メインダイニング
にて行う予定です（会場から徒歩５分）
。
演題申込・問い合わせ先
〒271-8587

千葉県松戸市栄町西 2-870-1

日本大学松戸歯学部

有床義歯補綴学講座

第 7 回日本義歯ケア学会学術大会
準備委員長：木本 統
事務局：郡司

敦子

E-mail：gunji.atsuko@nihon-u.ac.jp
TEL：047-360-9375 FAX：047-360-9376

日 本 義 歯 ケ ア 学 会 誌
6 巻 1 号（通巻 6 号）
（平成 26 年 9 月）
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義歯の使用と食事の満足度に関する調査

（総説）

食べることに問題のある患者に歯科は何ができるのか？
菊谷 武
日本歯科大学大学院生命歯学研究科臨床口腔機能学

はじめに
高齢化の進展した日本において，誤嚥が原因となる肺炎による死亡者は増加し，日本人の死因の第３
位になった。また，食品による窒息事故死は年間７千にも及ぶとされる。さらには，飽食の時代におい
て多くの要介護高齢者は低栄養状態であるという。
高齢者にみられる食の機能低下は，一度発症すると負の連鎖に陥りやすく，最終的には口から食べる
ことが困難となり健康寿命の短縮につながる。負の連鎖のきっかけは，咬合支持の喪失など口腔の問題
が挙げられる。高齢者医療における歯科医療の役割とは，一義的にこの咬合支持の崩壊の予防と再構築
にあると言える。高齢者に対する歯科医療の目標設定において，患者の今おかれているステージの把握
と時間軸の考慮が必要となるが，多くの現場においてこれらが考慮されているとは言い難い。患者の食
べることの可否やどの程度までの食形態が安全に食べることができるかということについては，咀嚼機
能や嚥下機能に加え，患者を取り巻く環境にも左右される。私たち歯科医師は，食べることを支えるた
めの専門職であることは言うまでもない。しかし，これまで，義歯の適合や歯の保存にのみこだわり，
食べること全体が見てこなかった。本項では，食べることに問題のある患者に歯科は何ができるか考え
てみたい。

患者のステージに応じた歯科治療
患者にはステージが存在する。機能獲得途上のステージ。成熟した機能を持ったステージ。何らかの
疾患によって急激に機能を失った急性期のステージ。その疾患の回復途中のステージ。回復がプラトー
に達したステージ。そして，終末期のステージ。急性期のステージにおいては，歯科のニーズは口腔ケ
アや疼痛管理が主体となろう。たとえ，歯の欠損や齲蝕などの歯科疾患があったとしても，これらの治
療は回復期を待ち治療を行うべきである。疾患が治癒に向かいつつある時期である回復期のステージに
おいては，多くは治療的介入となる。もし，咬合支持を失ったまま放置されているのであれば，積極的
な義歯作成などの補綴的介入を行う。そのために必要な，歯周処置や齲蝕処置などは可能な限り積極的
に介入することになる。このステージにおいては，歯科治療の積極的な介入による咬合支持の回復こそ

1

が通院，外来いずれにおいても口腔機能の向上ひいては介護状態に陥ることを予防する絶対必要条件と
なる。一方，病状が安定し再獲得した機能をできるだけ長く維持することを目的とするステージである
維持期のステージや，病状が不可逆的で，病状の好転や進行の阻止が困難である終末期のステージでは，
後に述べるように，運動障害が咀嚼障害の原因となるような場合が増え，義歯作成などの治療的アプロ
ーチは，無効であることが多い。その際の患者の管理には，咀嚼器官，嚥下器官の機能改善を目指すよ
りも，いまある機能を最大限に生かす，環境設定に重点を置くことになる。咀嚼障害は回復困難である
ために，咀嚼機能回復を唯一の目標にするのではなく，
「噛めない人を噛めるように」といった治療的ア
プローチから，「噛めない人には噛まなくてもよい食事を」といった代償的なアプローチが必要となる。

患者はどのステージに向かおうとしているのか？
目の前の患者が今後，どのステージに向かおうとしているかを見極める必要がある。脳の変性疾患で
あるパーキンソン病や脊髄小脳変性症のような進行を余儀なくされる疾患においては，全身の機能の低
下の一症状として，口腔機能の低下が著しくなる。どの程度，どの時期に機能低下に見舞われるかの推
測は簡単ではないが，回復機転にある疾患と治療目標は自ずと異なってくる。来たるべき機能低下の時
期に備えて，口腔内を整備する必要がある。家族や介護職においてもケアが可能な補綴物の選択，保存
することの予知性が十分に立てられない患歯や，疼痛の原因になる可能性のある患歯に対しては，抜歯
を選択し，欠損部に対する迅速な補綴物の作成を選択する必要がある。また，次のステージにおいては
治療の場が変わる可能性も考慮しなければならない。外来通院が可能なステージにおいては，精度高い
治療が可能である。一方，次のステージにおいては，歯科診療を枕元で行わなければならない可能性が
ある。訪問診療における歯科治療では，その精度の低下は余儀なく，対症療法を中心に行わなければな
らない可能性が高い。現在外来診療で行っている歯科診療がこの患者にとって，歯科診療室で行うこと
が出来る最後の歯科治療である可能性もあることを考慮し治療プランの立案を行うことになる。

栄養改善を歯科医療の目標とするとみえてくる歯科の取り組み
私たちが行う咀嚼障害患者に対する歯科医療の目標は何に設定すべきだろうか？「咀嚼機能を回復し
て，健康長寿を実現する」と言いたいところである。しかし，上記のように咀嚼障害の原因が器質性の
問題から，運動障害性の問題に切り替わってきた際に，補綴治療を中心とした咬合支持を維持すること
や，適正な義歯の提供により咬合支持を回復すること自体が，咀嚼機能改善や維持の根拠になりづらく
なる。すなわち，前段の目標達成は困難となる。ここで，歯科医療の目的を栄養改善に設定するとどう
であろうか？わたしたちの目標が栄養改善となれば，必ずしも固い物や繊維の強い物を咀嚼させる必要
がないことに気づく。一般に，摂取食品の多様性は，栄養状態に影響を与えるが，調理の工夫などで，
やわらかく，まとまりのある食形態にすることが出来れば，口腔に求められる最低の機能は，若干の食
塊形成能と咽頭への送り込み能力となる。さらに，義歯の使用が何らかの理由にて困難な場合には，口
腔の機能の評価から，舌と口蓋間との押しつぶしが可能なのか？歯槽堤間のすりつぶしが可能なのかに
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よって，食形態の提案は異なってくることになる。前者であれば，形はあるが押しつぶしが可能なもの，
後者の場合は箸やスプーンで切れるやわらかさ程度のものが推奨される。このように，義歯の使用状態
をも踏まえ，咀嚼にかかわる運動機能を評価することにより，適切な食形態を選択することにより，食
事量を確保し，栄養改善につなげることを目標としていくことになる。たとえ，今後も咀嚼機能の低下
がみられても，栄養状態を維持し，健康長寿を実現するのである。
このアプローチは，安全で十分な栄養を取ることにつながり，窒息予防，栄養改善の効果は大きい。
(図) 健康な高齢者の咀嚼障害の原因は歯の欠損や義歯の不適合といった器質性の問題が多くを占める。
よって，改善へのストラテジーは義歯作成などの咬合回復となり，回復の可能性は大きい。一方，加齢
とともに生じる生理的運動機能の低下や加齢に伴って発症率の高まる様々な運動障害を伴う疾患によっ
て生じる咀嚼障害は運動障害性咀嚼障害と呼ぶ。器質性の咀嚼障害に比べてその重症度は高く，回復困
難な症例も多く含まれる。改善へのストラテジーは，咬合回復とともに，運動機能の改善を目指した訓
練が重要となり，重度で回復困難な運動障害性咀嚼障害に対しては食の調整で対応する。

さいごに
患者にはステージが存在する。これまで，キュア（治療）一辺倒であった歯科医療も患者のステージに
合わせて，その対応を代えていかないといけない。キュアからケアへのパラダイムチェンジである。
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（総説）

「義歯の臨床研究：ドグマからの解悟-その楽しさと難しさ-」
河相 安彦
日本大学松戸歯学部有床義歯補綴学講座

Ⅰ．はじめに
1728 年，ピエール・フォシャールによって出版された有名な"Le Chirurgien Dentiste" は，彼自身の経験と，他
の歯科医からの聴取に基づいた記述書で，世に出され，拡散したと言われている。2 巻 64 章で構成されるこの著書
は，糖質とう蝕との因果関係，乳歯から永久歯への交換機序，矯正治療，定期的なリコール等などを網羅した，現
代歯科医学に繋がる当時としては画期的で斬新な名著である。
しかし，補綴に関する記述，特に総義歯に関するものは，現代とかけ離れていたものの，この偉大な著書に従い，
往時の歯科医たちが多くの総義歯を調製し，多くの患者がそれらを装着してきたことが想像される。
「ドグマ」とは広辞苑で「独断的な意見」
，Oxford advanced learners dictionary で ”A belief or set of beliefs held
by a group or organization, which others are expected to accept without argument” とされている。現代歯科医学
の父であるピエール・フォシャールの著書に従い，当時の歯科医たちがそれを疑う余地を持つはずがないことは容
易に想像できるが，これを「ドグマ」というには言い過ぎであろうか？
「ドグマ」に気づき，真実を知ることは容易ではない。しかし義歯の臨床研究が，義歯に関するドグマからの解
悟に一翼を担うことを期待し，実践をしてきったつもりである。本稿は，当講座で積み重ねてきた３つの義歯の臨
床的研究課題（Clinical Question，以下 CQ）に基づき実施された臨床研究から得られた結果と，それを通じて感
じた面白さや難しさを中心に紹介し，臨床研究の意義と今後についてご供覧していきたい。実はこれらの CQ は，
そのほとんどが我々の先達からの教えに基づいている事に気づかされる。それは決して先人の功績や教えを否定す
るものではなく，むしろ，それらの便益や不利益を伝承から，科学的な検証に基づく臨床のエビデンスへ昇華させ
る事が目的であり，ひいては，義歯の臨床を通じて，患者 QOL 向上に繋がれば，という思いから我々は実施して
いる。

Ⅱ．3 つの無作為割付臨床試験
１．研究１：総義歯の調製方法の相違が患者主観評価と診療コストに及ぼす影響 1, 2)
本研究は 2000 年から 2003 年にかけて CQ を「教科書的な総義歯調製法（Traditional，以下 T）は簡便法 (筋圧
形成, フェイスボウ, 調節性咬合器, リマウントを実施しない：Simplified，以下 S) と比較して患者満足度，診療
コスト（材料費ほかおよび診療時間）および義歯の質の観点から有益か？」と設定して，カナダマギル大学で実施
された。また現在，装着 10 年後の経過について 2012 年よりデータの収集を行っている。研究課題の背景として，
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従来から大学教育の中では，Boucher らの方法が標準とされ（Conventional method）筆者も上級医から標準的な
治療法であると伝授され，卒後一貫して実践してきた。標準的であるが故に，その効果は当然高いと信じられてき
たが，振り返るとそれらの効果を検証したものはなく，客観的に考察すると，これも一種のドグマといえよう。そ
れを裏付けるように，この治療法は海外においても卒前教育では標準的な治療法とされている一方，様々な報告か
ら一旦大学を卒業した後，つまりドグマから離れた時に臨床現場でこの方法を継続して採択し，実践している歯科
医は決して多くないようである

3, 4)。そこで前述の CQ

が生まれ，試験の実施に至った。主要アウトカムに基づい

て算出された 128 名を２群（T および S）の総被験者とし，それぞれの義歯の調製および装着を行った。装着後３
ヶ月および６ヶ月の時点で，T 51 名, S 54 名を対象に 100mmVisual analogue scale（以下 VAS）にて総合満足度
を回答してもらい，２群間の間に差がないという帰無仮説を検証した。その結果，装着後３ヶ月および６ヶ月にお
いて２群間に有意の差を認めなかった
（3ヶ月: 平均 T=83 mm, 平均 S=83 mm, P= 0.97; 6ヶ月: 平均 T=79 mm,
平均 S=79 mm, P=0.96）
。また，上顎および下顎野それぞれの満足度も有意の差を認めなかった（図 1）
。
一方，診療コストについては，最も２群間で相違のある最終印象に関わる材料コストと診療時間，および全過程
（調製および調整）における材料コストと診療時間について比較したところ，最終印象は（材料コスト: 平均 T =
CAN$12.2, 平均 S = CAN$2.8, P<0.01; 診療時間: 平均 T=53 分, 平均 S=21 分, P<0.01）と有意に T が材料コス
トおよび診療時間が大きい結果となった。全過程（調製および調整）においても同様に材料コスト: 平均 T =
CAN$892.1, 平均 S = CAN$726.0, P<0.01; 診療時間: 平均 T=340 分, 平均 S=250 分, P<0.01）と S は有意に低
コストでかつ診療時間も短縮できる事が明らかとなった（図 2）
。
これらの結果は費用対効果の観点から，臨床アウトカム（満足度）は２群間で有意の差を認めない一方，材料コ
ストおよび診療時間は有意に S が低い事から，総義歯調製の際に，筋圧形成, フェイスボウ, 調節性咬合器, リマウ
ントを実施しない簡便法は，教科書的な総義歯調製法と比較して，医療経済的に有利である事が結論づけられた。
この，結論はドグマを信望する専門家には受け入れがたいものである事は容易に想像できる。しかし，本報告の後，
同様の試験が無作為割付臨床試験で追試され同様の結果が報告されている 3, 4)。よって，臨床エビデンスとしては精
度が高いと考えられる一方，今後システマティックレビューが実施され，より高い臨床エビデンスが導かれる事を
期待する。元来，臨床エビデンスは目前の患者の状況に応じて医療提供者が，その時点で知りうるベストエビデン
スを適応させると言う基本がある。例えば，通所介護，在宅介護，終末期など高齢化社会で避けられない様々な高
齢者の状況における総義歯調製のベストエビデンスは？と判断を迫られるとき，本研究の結果は常に考慮すべき選
択肢の一つである。
蛇足ながら，T および S で調製した義歯のクオリティを妥当性の検証された義歯の評価方法 5)で，治療法を知ら
ない第三者の補綴専門医が評価したところ，２群間で有意の差を認めなかった。つまり，簡便法は義歯のクオリテ
ィを下げるとは言えない事も結論づけられた 1)。また，現在装着後 10 年経過について調査中であり，その結果はま
とまり次第，報告予定である事を，付け加えさせていただく。
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図 1：T およびS の術前，装着後３および６ヶ月における上下顎総義歯の満足度（100mmVAS）
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図 2：T およびS の印象採得および全過程に関わる診療コスト
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２．研究 2：咬合様式の相違が患者主観評価に及ぼす影響

6)

本研究は 2007 年から 2009 年にかけて CQ を「LO は下顎無歯顎の高度顎堤吸収症例に有用なのか？」
，
「有用で
あるとしたらその判断基準は？」と設定して，日本大学松戸歯学部附属病院にて無作為割付臨床試験を行い，
「術前
の検査結果に基づき咬合様式の選択判断を求めてられないか？」という点に着目して検討を進めた 7-10)。
外れない・動かない・よく噛める総義歯は，歯科医の目標であり無歯顎患者の要求でもある。総義歯による咀嚼
は，上下人工歯の歯列間に食塊を介在し閉口させ，咬合接触で食物を粉砕する運動を繰り返す運動だが，この際，
常に義歯の維持・安定が脅かされるため歯科医師は，この予想困難な力を限りなく緩和し，平衡のとれた義歯を設
計することに知識と技術の限りを注いでいる。中でも，両側性平衡咬合による咬合平衡の獲得は総義歯の維持・安
定のため重要であるため，多くの先達がこの課題に取り組み，現在まで歴史を積み重ねている。1899 年に Bonwil
が提唱した人工歯の形態修整による咬頭干渉を除去し，平衡咬合を得ようとした理論(1)が，Gysi の軸学説（1929）
および咬合小面学説（1929）(2)によってフルバランスドオクルージョン（以下，FBO）として確立され，その後，
咬合力を舌側に配置することで咬合平衡の獲得を，より確実にする意図で Modified setup(3)が Payne（1941）に
より考案され，以後 Pound による Lingualized occlusion（1970）(4)（以下，LO）が FBO と対峙した咬合様式と
して確立された。この２つの咬合様式（FBO および LO）は 21 世紀の総義歯臨床において重要かつ普遍的な咬合
様式である。特に LO は，下顎無歯顎の顎堤吸収が高度な症例は，解剖学的維持が十分得られず，機能時の安定が
脅かされる難症例であることから，
「咬合力を舌側に配置し，咬合平衡の獲得をより確実にする」という観点から
FBO より有用であることが経験則から言われ(5)，また，模型シミュレーション実験からも実証されて来た(6)。し
かしながら，ヒトを対象とした，これら咬合様式に関する比較試験がないことから，クリニカルエビデンスは強い
とはいえなかった。そこで前述の CQ が生まれ，試験の実施に至った。主要アウトカムは患者満足度および口腔関
連 QOL とし，被験者 60 名を対象に 2 種類の咬合様式を有する義歯を 30 名ずつに装着し，装着６ヶ月後に FBO25
名および LO29 名を対象に「２群間の間に差がない」という帰無仮説の検定を行った。その際，被験者を American
college of prosthodontics 無歯顎難易度分類に基づき類型化（class I〜IV，class IV が最も難易度が高い）し，サブ
グループ解析を行った。その結果，サブグループにおける群間比較では満足度（VAS）および口腔関連 QOL に有
意の差は認められなかった（図 3 および 4）
。
一方，術前および装着６ヶ月後の改善について同様にサブグループで行い各難易度における下顎義歯の満足度の
改善を図 5 に，また OHRQoL の改善を図 6 に示す。それぞれの横軸は各被検者の示し，術前の満足度（VAS）ま
たは QOL の高い順に並べてある。
これらの結果から症例の難易度が高くなるに伴い，満足度および OHRQoL の改善は共に LO のほうが有意に改
善することが示されている。従って難易度が高いう無歯顎患者の咬合様式は LO を選択した方が，下顎義歯の満足
度が向上する確率が高く，口腔関連 QOL の向上にも資すると言える。また講座の Matsumaru10)は咀嚼効率の客
観評価において、顎堤吸収の進行した患者に対する LO の有用性を報告している。
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図 3：各難易度におけるLO およびFBO における満足度の群間比較

図 4：各難易度におけるLO およびFBO におけるOHRQoL の群間比較
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図 5：術前（黒）および装着６ヶ月後（グレー）のサブグループにおける下顎義歯の満足度の改善。グレーが多い場合、改善
が顕著である。
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図 6：術前（黒）および装着６ヶ月後（グレー）のサブグループにおけるOHRQoL の改善.。黒色が多い場合、改善が顕著である。
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３．研究 3：軟性リライン義歯が及ぼす効果

11, 12)

本研究は 2003 年から 2008 年にかけて CQ を「軟質リライン材を使用すると顎堤の痛みがなくなるのか？」
，
「軟
質リライン材の使用で患者の満足度は高くなり，良く咬めるようになるのか？」と設定して，日本大学松戸歯学部
附属病院にて臨床試験を行い検討してきた。義歯治療を専門とする歯科医師には“義歯は硬いもので創る”との矜
持があり，軟質リライン材の使用は必要ないと考えられてきた傾向がある。さらに，1965 年に Woelfel13)らによっ
てホームライナーの自己使用により異常な顎堤吸収が生じた症例が報告されたこともあり，軟かいリライン材はあ
まり臨床に受け入れられないとする考えが支配的である。しかしながら，高齢化社会において，菲薄で弾性を失い
咬合力に耐えられない顎堤粘膜を持つ患者が増加し，通常の義歯では患者の満足を得ることが困難な症例を日常臨
床において頻繁に経験する。そのような症例に，軟質リライン材の使用は一つの選択肢として頻度が高くなると思
われる。また，訪問診療の現場でも，使用機会が増えることも考えられる。このように今後，軟性軟質リライン材
の使用頻度が益々広がることが予想される反面，その臨床効果については不明なことが多い。そこで，軟質リライ
ン材を使用するに当たり，先に提示した CQ について検討を進めた次第である。
その結果，図７に示すように義歯装着直後の初回調整時における満足度はすべての項目で軟性リライン義歯のほ
うが有意に高い値を示している。また褥瘡の出現は軟質リライン義歯のほうが有意に少ない結果となった。このこ
とから，可及的に装着後の問題点を少なくするには軟質リライン義歯を選択することが有用であることが明らかと
なった。つまり，軟質リライン義歯は通法の硬性義歯より，より患者に受容されやすく，義歯受容の困難な患者，
例えば要介護から終末期の義歯適応患者などに，有用である事が示唆されている。以上の結果，新たな総義歯を調
製する際には，歯科医師は患者の状態を全身的（健康高齢者なのか？要介護なのか？余命は？）
，かつ口腔内の局所
的に（顎堤状態は？難易度は？）十分な検査を実施した後に，上記に示したエビデンスを吟味し，適応の可否を判
断することが望まれる。そのような思考を持ち実践することこそが，今回の主題である「ドグマからの解悟」につ
ながるのではないだろうか。

図７：装着後初回調整時における満足度（100mm VAS）
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図８：初回調整時の褥瘡の出現数

Ⅲ．義歯の臨床研究の意義と今後
このように費用と時間を欠けて得られた臨床研究の成果も，それが実社会で拡散するには，実際に適応に耐えるの
かを様々な観点から検証しなければならない。つまり義歯の臨床研究の意義は研究者の満足で終わるのではなく，
実際の社会に還元させることが最終ゴールである以上，このいくつかのハードルを更に超える必要がある。では，
「いくつかのハードル」とは何であろう？Esfandiari

14)は Health

Technology Assessment (HTA: 医療技術評価)

の概念図（図９）を示し，説明している。

図９：医療技術評価)の概念図（改変）
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項目立てた以下の項目がハードルであり，これらの検証を考慮しなければならない。すなわち
A

経済評価（Economic evaluation）: 費用対効果，費用便益効果等

B

有効性（Efficacy）: 無作為割付臨床試験

C

有用性（Efficacy）: 実の患者環境での効果検証

D

供給者（Provider ability）: 臨床技能, 生産者

E

社会的指向（Social preference）: Macro, Meso, Micro

F

(a)

Macro: Health system stakeholders （政府／所轄官庁）

(b)

Meso: Institution involved with implementation（病院／医院）

(c)

Micro: Profession and patients（医師／患者）

そのほかの決定要素: 教育等

この中で臨床研究に特に欠かせないのが１の「経済評価」と２および３「有効性および有用性」の検証であること
は容易に想像できる。また，歯科医師の臨床技能の影響も考慮に入れることの重要性も補綴の特殊性から必須であ
ろうが，これらをすべて備えた研究を遂行するのは研究費の確保，研究の人的関わりなどの観点から容易でないの
も事実である。そこが臨床研究の難しさであろう。しかし，そのハードルを一つ一つ超え，従来のパラダイムを大
きく変化させる可能性を秘めているこの研究手法は，一方で大きな夢をあたえる楽しさもある。

Ⅳ．最後に
現在義歯ケア学会では，義歯安定剤の「経済評価」と「有効性」について多施設で臨床試験を行っているところで
あり，我が国における臨床試験としては最大級のものであろう。この成果は，最終的に根拠に基づくガイドライン
の作成を目指し社会への還元へ繋がることが期待されている。これが遂行できるのも，各施設責任者の既成概念に
とらわれない臨床課題の吟味，施設間の協調の賜物であることは言うまでもない。実施責任者として最大限の感謝
と賛辞を申し上げる次第である。

謝辞：第 6 回日本義歯ケア学会学術大会において本稿の元となる特別講演の機会を与えて頂いた日本義歯ケア学会
細井紀雄理事長，濱田泰三会長，木本克彦学術大会大会長に感謝の意を表します。また臨床試験の実施にあたりご
協力いただいた日本大学松戸歯学部有床義歯補綴学講座員各位と患者の皆様に改めて御礼申し上げます。
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義歯性口内炎の迅速評価における検体採取法の検討
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１．緒

培養検査において、採取部位によりCandida検出
率が異なる結果が得られた。また、鏡検と同様に、
義歯床基底面のCandida検出は、感度が低い傾向が
認められた。

言

義歯性口内炎は口腔カンジダ症の病型の一つであ
り、口腔常在菌であるCandidaによる日和見感染症
である。義歯はCandidaの温床となりやすく、免疫
能低下の見られる高齢義歯使用者において頻回に再
発する要因と考えられるため、適切な義歯のケアが
期待される。
口腔カンジダ症の検査には、培養検査による評価
が普及しているが、判定に時間を要するため臨床で
の即時診断には適さないという問題が存在する。ま
た、Candidaは常在菌であるため、培養が陽性であ
っても発症への関与の根拠とはならない。
真菌症のガイドラインでは、特徴的な臨床所見を
認め、かつその病変からの培養検査によって陽性と
判断された場合、あるいは病変に寄与するCandida
は菌糸型を呈するため、鏡検において菌糸を確認さ
れた場合にカンジダ症と診断するとある1)。
以上の様な背景から、我々は臨床における迅速診
断に、塗抹鏡検による菌糸の確認を一助とする方法
を検討し、舌背から採取した場合の蛍光染色による
迅速鏡検の有用性を報告してきた 2,3)。しかし、義
歯からの検体採取を評価する際の、再現性や感度の
向上については改善の余地があると考えられる4)。
今回、義歯からの検体採取法を改訂し従来の鏡検
との感度の比較、ならびに培養検査との関連を検討
したので報告する。

４．検討２
鏡検のサンプリング方法について、義歯床から得
られた84例の検体に対して、従来法とテープ法の比
較を行った。
従来法は、デンタルミラーに水滴をつけ、義歯床
基底面を擦過することで検体採取していたが、舌な
どの粘膜を対象とした場合と異なり、感度に問題が
あった。
今回提案したテープ法は、市販の透明粘着テープ
を用い、テープの粘着面を義歯床基底面に接着させ
剥離させることにより、試料を採取する方法であ
る。
鏡検の従来法では、84例中15例が陽性であり、感
度は0.24、特異度は1であった。テープ法では、84
例中27例が陽性であり、感度は0.43、特異度は1で
あった。従来法の感度は低い値であったが、テープ
法の感度は従来法と比較して高い値を示した。

５．結論
テープ法で得られた鏡検の視野では、粘着テープ
自体の発光の干渉があったが、菌体の観察には支障
はなかった。今回の検討では、義歯床基底面に付着
するCandidaの評価において、培養検査や鏡検の従
来法と比較し、テープ法ではCandida検出の感度の
改善が認められた。以上から、義歯性口内炎の迅速
評価における検体採取法の検討の結果、検体採取に
おけるテープ法の応用は、義歯に対するCandida評
価に有効であることが示された。

２．材料と方法
鶴見大学歯学部附属病院高齢者歯科診療室に通院
中の患者で、義歯を日常的に使用している者を対象
とした。義歯の診査を背景診査として行った後、培
養検査、鏡検を行った。培養検査には選択培地であ
るCHROMagarTM寒天培地を用いた。
鏡検は、従来のサンプリング法（以下、従来法）
と、粘着テープを用いた、改訂サンプリング法（以
下、テープ法）を、ファンギフローラY染色液にて
蛍光染色し、菌糸発現の有無を記録した。
なお、本研究は、本学倫理審査委員会の承認を得
て行った。（No.1118 平成25年10月）

文 献
1) 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.
2) 岡本真理子, 他.: 鏡検によるカンジダの定量的
評価についての検討. 口科誌 61: 33-38,2012.
3) Okamoto MR, et al.: Efficacy of Fungiflora Y
staining for the diagnosis of oral erythematous
candidiasis. Gerodontology . 2012.
4) 岡本真理子, 他.:鏡検による義歯基底面からの
Candida検出の試み. 薬物療法 32(3) . 2014.:
inprint.

３．検討１
舌背、義歯床基底面、義歯床下粘膜、の3カ所か
ら検体採取し、培養検査において部位の違いによる
感度・特異度の比較を行った。
培養検査陽性は、舌背からが12名、義歯床基底面
からが4名、義歯床下粘膜からが11名であった。
一般臨床で標準的な、舌背からの培養検査結果を
基準とし、感度・特異度を求めたところ、義歯床基
底面と比較した結果、感度は0.33、特異度1であっ
た。義歯床下粘膜と比較した結果、感度は0.92、特
異度は1であった。
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甜茶抽出液ＢＧＷの口臭消臭効果の検討
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言

過剰なほどの清潔さが志向される現代社会で
は、体臭のみならず、口臭、腋臭、鼻臭などの臭気
への対応を求められ、著しい個人的・社会的ストレ
スが生じている。殊に、口臭に関わる問題は、臭気
の発生源とその感覚器官が近接しているために感受
するストレスがより深刻となる傾向にある。これま
でも、多くの口臭消臭効果を有する物質あるいは薬
物が開発され、市販されてきた。しかし、これら
は、刺激性、効果、費用などに改善の余地があっ
た。本研究の目的は、刺激性がなく、味覚や安全性
が確認された甜茶ポリフェノール 1,2)含有液である
「甜茶抽出液ＢＧＷ（丸善製薬（株））」（以下、
「テンチャ」）の口臭消臭効果を検討することであ
る。
図１

２．材料と方法
本研究には、文書によるインフォームドコンセン
トの得られた、健康な高齢成人ボランティア20名
（男5名、女15名、平均年齢72.2±10.0歳(52 ～84
歳)）が被験者として参加した。各被験者における
残存歯数は、平均16.5±11.4本(0 ～28本)であり、
義歯を使用している者は11名であった。
被験物質は、甜茶抽出液ＢＧＷ（テンチャ）を精
製水で2％に希釈した水溶液とし、また、精製水を
コントロールとした。口臭の測定は、官能試験（５
段階評価；0：臭いなし～5：非常に強い）、および
ハリメーター（RH17K、株式会社タイヨウ）を用い
て行った。
被験者は、通常の食事摂取２時間後より実験に参
加し、まず、ベースラインを求めるための口臭測定
を行った。次に、精製水（コントロール、20ml）を
用いて含嗽させ、５分間の安静後、口臭を測定し
た。また、テンチャ（20ml）を用いて含嗽を行わ
せ、５分間の安静後、口臭を測定した。なお、被験
者が義歯を使用している場合には、義歯を口腔内か
ら取り出さずに装用させたまま口臭を測定すること
とした。
ハリメーターの測定値および官能試験の評価値
は、一元配置分散分析（ANOVA）および多重比較検
定（Tukey’s HSD test）にて統計分析した。

テンチャ液および精製水による含嗽の
消臭効果

②ハリメーターによる測定：精製水含嗽後の口臭に
は 、 有 意 な 減 少 は 認 め ら れ な い （ 減 少 率 4.7 ±
13.7%）。一方、テンチャ含嗽により、口臭は有意
に減少した（減少率19.3±16.7%）。（図１）
③義歯使用の有無では、含嗽による口臭の消臭効
果に有意差は認められなかった。（義歯使用21.7±
20.6%、義歯非使用15.4±10.3%）なお、本試験で
は、使用中の義歯そのものに対する消臭効果の計測
は実施していない。
緑茶カテキンなどの植物由来ポリフェノール類
は、口臭の原因物質であるメチルメルカプタンなど
のチオール化合物やアンモニアなどのアミン系化合
物に対して優れた消臭効果を示し、その効果は容量
依存性であることが知られている。本研究で用いた
甜茶ポリフェノール含有液は、2%と低濃度であって
も口臭消臭効果を発揮した。また、人体への刺激性
がなかったことから、運動障害を有する患者等への
応用が期待される。

４．結 論
2％テンチャ水溶液での含嗽は、精製水での含嗽
よりも有意差をもって口臭消臭効果を示す。

３．結果と考察

1)

①官能試験：含嗽前3.2±1.0、精製水含嗽後3.0
±1.0、テンチャ含嗽後2.5±0.9となり、テンチャ
含嗽後に口臭は有意に減少することが示された。
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フレームワーク金属に対するデンチャープラークの付着性
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3.2 実験2:初期in vitroバイオフィルムのT-RFLP解
析
T-RFLPのcluster解析の結果、コバルトクロム合
金は全サンプルが一つのclusterに属していた。白
金加金合金は5サンプルのうち4サンプルが1つのク
ラスターに収束した。また同じ唾液の純チタン、チ
タン合金、レジンは同じclusterに属していた。同
様にT-RFLPのBray-Curtis解析の結果、純チタン、
チタン合金とレジンは高い類似度がみられた。
3.3 実験3:定性PCRによる菌種の同定
各試料に付着した菌種にはう蝕原因菌や歯周病原
因菌の一部、誤嚥性肺炎関連菌が含まれていた。
3.4 実験4:C. albicansとS. mutansの初期付着量の
定量的評価
S. mutansとC. albicansそれぞれのバイオフィル
ムの各種金属への付着性は、純チタンと白金加金合
金が高く、金銀パラジウム合金は低い傾向を示し
た。またS. mutansはコバルトクロム合金に対して
純チタンや白金加金合金と変わらない付着量を示し
た。

言

パーシャルデンチャーの使用は口腔衛生状態を不
良に導きやすく、常在微生物の構成も変化させるこ
とが報告されており、デンチャープラークコントロ
ールの不良が誤嚥性肺炎の原因のひとつになってい
ると思われる。一方、臨床経験からフレームワーク
に使用される金属により、デンチャープラークの付
着性が異なるとの報告1)もあるが、フレームワーク
用金属の細菌定着性に関する報告はほとんど見当た
らない。そこで本研究は各種フレームワーク用金属
に対するプラーク付着特性をin vitroバイオフィル
ムモデルを使って細菌学的に分析し、比較すること
を目的とした。

２．材料と方法
2.1 材料
純チタン、チタン合金、コバルトクロム合金、金
銀パラジウム合金、白金加金合金の5種類の金属を
用いて20.0×12.0×1.4mmの板状試料を製作した。
またコントロールとして義歯床用レジンを用いた
（表１）。
2.2 実験1:in vitroバイオフィルムの付着量の評価
5人から採取したプール唾液に各試料を1晩浸漬
後、BHI培地にて培養4日後、7日後の各試料の湿重
量を微量天秤で測定し、重量増加分をバイオフィル
ム付着量とした。またRedox Indicator 添加培地を
注入し、残存菌量を蛍光量として測定した。その
後、歯垢染色液で染色し、エタノールで抽出された
色素量の吸光度をEPS量として測定した。
2.3 実験2:初期in vitroバイオフィルムのT-RFLP解
析
同様に5人のプール唾液に1日浸漬後、試料表面に
付着したバイオフィルム中の細菌のDNAを抽出し、
T-RFLP解析後にcluster解析とBray-Curtis解析を行
った。
2.4 実験3:定性PCRによる菌種の同定
T-RFLPのデータベース2)から試料片に付着した菌
種を同定するために定性PCRを行った。
2.5 実験4:Candida albicansとStreptococcus
mutansの初期付着量の定量的評価
各試料に実験１の濾過唾液を一晩吸着させ次にC.
albicans、またはS. mutansの各菌液中に１日間浸
漬し、実験1と同様に3項目の測定を行った。

４．結論
１．純チタンと白金合金は他の金属に比較してバ
イオフィルムが多く付着し、金銀パラジウム合金は
少なかった。2．T-RFLPの結果から各金属間のバイ
オフィルムを構成する細菌の種類が違うことが示唆
された。3．すべての試料にう蝕原因菌、歯周病原
菌の一部、誤嚥性肺炎原因菌など全身に影響を与え
る病原菌が付着していた。4. 一部の病原菌は金属
に対して選択的に付着する可能性が示唆された。
表１

使用材料

文 献
1) Ohkubo C, Hanatani S, Hosoi T: Present status of
titanium removable dentures--a review of the
literature. J Oral Rehabili, 35: 706-714, 2008. （欧
文雑誌）
2) Nakano Y, Takeshita T, Kamio N, Shiota S, Shibata
Y, Yasui M, et al: Development and application of a
T-RFLP data analysis method using correlation
coefficient matrices. J Microbiol Methods, 75: 501505, 2008. （欧文雑誌）

３．結果
3.1 実験1:in vitroバイオフィルムの付着量の評価
純チタンと白金加金合金は他の金属に比較してバ
イオフィルムが多く付着する傾向にあり、金銀パラ
ジウム合金は少なくなる傾向にあった。レジンは4
日目までは純チタンや白金加金合金より付着量が少
なかったが、7日目には差が認められなくなった。
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摂食・嚥下障害を有する入院患者の口腔内環境
野村太郎1,2，古屋純一1,2，中村俊介1,2，安藝紗織1,2，松木康一1,2，近藤尚知1
1

2

１．緒

岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座
岩手医科大学附属病院歯科医療センター口腔リハビリ外来

言

超高齢社会においては，高齢にともなう予備能力
の低下に加え脳血管疾患などの罹患により摂食・嚥
下障害を有する患者が相当数存在すると思われる．
一般的に，高齢者は有床義歯を使用していることが
多いが，義歯装着は，欠損部の形態や咀嚼機能の回
復だけでなく，嚥下機能にも有効であることが明ら
かになっている1） ．しかし，入院患者では義歯が必
要にも関わらず，使用していない場合や，清掃が十
分なされていない場合が多い．長期間の義歯不使用
は口腔機能の低下を招き，不衛生な義歯の使用は日
和見感染を惹起する危険性を有するため，摂食・嚥
下障害患者の口腔内環境を把握し適切に対応するこ
とは重要である．そこで今回，摂食・嚥下障害を有
する入院患者の口腔内環境を調査し，義歯および口
腔のケアの必要性を検討したので報告する．

２．方

法

調査対象は岩手医科大学附属病院に入院中で，医
師からの依頼により平成22年4月1日～平成24年3月31
日の3年間に，口腔リハビリ外来を受診した患者453
名とした．図1に示す項目について，診療録をもとに
調査を行った．

３．結果と考察
453名のうち男性290名，女性163名で平均年齢は
70.0±14.0歳であった．原疾患は脳血管障害が最も
多く32.2 %であった．摂食・嚥下機能の障害期は咽
頭期（58.5 %），口腔期（57.2 %）が多く，嚥下障
害の臨床的重症度分類（以下，DSS）では56.6 %の患
者が，誤嚥を認めるDSS 1~4であった．
医師からの依頼内容は，嚥下訓練が86.3 %と最も
多く，専門的口腔清掃が11.7 %，義歯関連処置やそ
の他の歯科治療が2.0 %であった．一方，当外来で必
要と判断された処置は，嚥下訓練が72.8 %と最多で
あるが，義歯清掃を含む専門的口腔清掃が41.9 %，
義歯関連処置が9.7 %で歯科処置が必要な患者が相当
数を占めていた．
口腔衛生状態は約75 %の患者で不良であった．咬
合接触状況は，可撤性義歯の必要性が高いと思われ
るEichner B3，B4，C群が全体の約55 %であった．一
方，義歯を必要とするにも関わらず使用もしくは所
有していない患者は全体の42.4 %であった．これは
入院により，義歯不適合が増悪化したこと，義歯清
掃が行えず使用が中断されたこと，経管栄養摂取の
ため義歯が不要と判断されたこと等の理由が考えら
れた．
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嚥下機能評価前後の栄養摂取方法を図2に示す．
評価前は半数以上が経管によるものであったが，嚥
下機能評価を行ったところ，経口もしくは経管と併
用した経口摂取が可能と判断された患者は80.3 %で
あった．このことから適切に機能評価を行い，必要
に応じて栄養摂取方法を修正し医師に提案する必要
性が示唆された．
今回の調査で，摂食・嚥下障害患者の口腔内環境
は良好とはいえず，半数以上の患者で誤嚥が生じて
いたことから，専門的口腔清掃をより積極的に提供
し，さらに日常的なケアも十分行えるよう，医師，
看護師，介護者，家族等に指導する必要性が示唆さ
れた．また，長期の義歯撤去は口腔の廃用に通じる
ため，摂食・嚥下リハビリテーションの効果を引き
出すためには，経口摂取可能と判断される前から，
訓練の一環として義歯を装着し，経口摂取の準備を
早期から行うことが望ましいが，現状は異なってお
り，歯科のより積極的な介入が必要であると考えら
れた．
・年齢，性別，原疾患
・摂食・嚥下機能の障害期
・摂食・嚥下障害臨床的重症度分類
・医師からの依頼内容と実際に必要であった
処置内容
・口腔衛生状態
・咬合接触状況（Eichnerの分類）
・義歯の所有および使用状況
・栄養摂取方法（嚥下機能評価前・後）

図1

図2

調査項目

嚥下機能評価前後の栄養摂取方法
文

献

1) 玉田泰嗣, 古屋純一: 全部床義歯装着が舌骨の
位置と咽頭の幅径に与える影響. 岩手医科大学
歯学雑誌, 36(3): 141-152, 2012.

脳卒中回復期において頻回に義歯調整を要した１症例
岩佐康行
特定医療法人 原土井病院 歯科

１．目

た。この時点では、舌が左側の人工歯咬合面上に出
てくるが、咬舌防止のために旧義歯よりも咬合平面
の位置を高くしていたため、馴化することを期待し
た。
12月17日、初回の義歯調整を実施。粥から米飯に
変更し、よく噛めるとのことであった。
12月20日、咬舌が消失する。しかし、嚥下しにく
いとの訴えがあり、粘膜調整材にてPAPとしての機
能を付与した。
12月27日、再び噛みにくくなったとの訴えで受
診。舌がこれまでよりも左方に変位し、右側は義歯
と舌の間に空隙ができていた。健側（右側）が過剰
にはたらき、麻痺側（左側）を押した結果と考えら
れた。そこで、上下顎右側臼歯部人工歯の舌側面に
即時重合レジンを築盛し、その空隙を埋めるように
形態修正した。
その後、「s」音が発音しにくくなったなど、義
歯装着当初にはみられなかった症状の訴えがあっ
た。この頃、当初の予想以上にADLが向上してお
り、姿勢の変化および安定による顎位のずれが生じ
た可能性が考えられた。その他にも細かな訴えが多
く、ほぼ週2回のペースで調整を繰り返した。
X+1年2月13日、PAPを粘膜調整材からレジンに
置き換えた。
3月3日、下顎左側部の疼痛と下顎義歯の不安定を
訴えて受診。下顎左側義歯頬側床縁に、頬小帯によ
る‘あたり’がみられるようになっていたため、調
整を行った。
3月17日、最終の調整を実施。主食は米飯、副食
は軟菜食で終了。構音障害も改善し、会話が聞き取
りやすくなった。
3月22日退院。ADLは監視下での杖歩行やトイレ
動作が可能なレベルにまで改善していた。

的

脳卒中回復期に、全身状態および口腔機能の変化
が認められた結果、頻回の義歯調整を要した症例を
経験したので報告する。

２．症

例

2.1 症例の概要
患者：81歳女性。
初診日：X年10月18日。
主訴：上の入れ歯が落ちて米が噛みにくい。
既往歴：うつ病。
現病歴：X年9月6日に脳梗塞を発症し、急性期病
院へ入院。10月5日、リハビリテーション目的で当
院回復期リハビリ病棟に転院となる。
全身状態：構音障害を伴う左片麻痺（上肢＞下
肢）で寝たきり、尿道バルーンカテーテル挿入の状
態。不眠、便秘、口渇など多彩な訴えがあり、気分
的にも不安、消極的、悲観的。
現症：上顎は無歯顎。下顎は右側第一第二小臼歯
および第一大臼歯近心根（654┐）が残根で、他は
欠損していた。上下顎全部床義歯にて補綴されてい
たが、上顎は金属床に床裏装が施されるも維持不
良。下顎は654┐残根にマグネットが使用されてい
たが、義歯の動揺あり。また、左側臼歯部人工歯の
咬耗が著明で、咬合関係は喪失していた。食事は、
主食が粥、副食は軟菜食で水分は薄いトロミ付を摂
取していた。
診断：上下顎全部床義歯の維持不良、人工歯咬耗
および脳梗塞後遺症による咬合関係の変化、これら
による咀嚼障害。
2.2 治療内容
初診時に、上顎義歯に施されていた床裏層材を削
除して、粘膜調整材による暫間裏装を行ったとこ
ろ、維持が多少改善した。しかし、修理では義歯の
維持および咬合関係の改善は困難と考え、義歯を新
製することとした。
易疲労性があり、最終印象は2回、咬合採得は3回
に分けて実施した。また、咬合採得にあたっては、
顎位が不安定で、さらに舌を上下顎咬合床の間に挟
みこんでしまうために作業は困難であった。この時
点で、左顔面麻痺があって舌がやや左方に偏位して
おり、現在の義歯でも咬舌があること（潰瘍形成な
し）に気付いた。そこで、咬舌が軽減されることを
期待して、咬合平面の左側をやや高く設定すること
とした。
初診から1ヶ月後に2回目の蝋義歯試適。このと
き、使用中の上顎義歯口蓋皺襞部の左側寄りに、錠
剤が付着したままであった。このことより、脳梗塞
後遺症による舌の運動機能の低下があると判断。義
歯に舌接触補助床（PAP）としての機能を付与する
こととした。これまでの経過より、義歯作製にあた
っての困難が予想されたため、ひとまず義歯を完成
させ、その後細かく調整を繰り返すこととした。
12月13日，口蓋部を厚めに仕上げた上下顎全部床
義歯（レジン床。マグネットの使用なし。）を装
着。上下顎義歯の咬合関係および維持は良好であっ

３．考 察
脳梗塞後遺症で口腔内左側部の感覚および運動の
機能低下が認められた症例に対して、義歯を作製し
PAPの機能を付与した結果、咀嚼および嚥下機能が
改善したと考えられた。
その後、咀嚼困難や構音障害が発生したが、これ
にはリハビリテーションによる姿勢の改善で顎位が
変化した影響や、口腔内において健側の右側が鍛え
られた結果舌が左側に変位した影響などが関係して
いたと考えられた。また、退院直前には、麻痺側で
ある左側頬部の動きも改善し、この結果頬小帯によ
り下顎義歯の維持が不良となったと考えられた。
このような脳卒中回復期における全身状態および
口腔機能の変化に対し、頻回な義歯調整で対応した
結果、誤嚥や低栄養を生じることがなく順調な経過
をたどったと考えられた。
一方で、現在の診療報酬体系では、診療時間や材
料費に対する採算性は悪い。今後、診療報酬面での
対応が必要と考えられた。
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汚れが目に見える義歯清掃の提案～老人ホームでの活用～
大森

望,

遠藤

徹, 加藤里奈
遠藤歯科医院

②
【フォーム使用以前】
義歯上下延４４床を通常の義歯洗剤でCWが磨いたも
のをDHがチェックを行った。
D-PCRの平均値は75.7％となった。
【フォーム使用後】
別日に義歯上下延４６床を染色フォームでCWが磨い
たものをDHがチェック行った。
D-PCRの平均値は39.5％となった。

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
用率が高い事からも義歯清掃指導が重要である。遠
藤歯科医院では都内特別養護老人ホームの入所者お
よび職員を対象に平成18年より義歯清掃指導を継続
的に行ってきた。
しかしここ数年間の職員の入れ替わりが激しく義歯
清掃レベルが落ちたため、誰でも汚れがわかりやす
く見つけられ綺麗にできる簡単な方法はないかと考
えた。
そこで歯垢染色液と義歯洗浄剤が一体化し泡状とな
ったもの（以下義歯染色洗浄フォーム）を作成しデ
ンチャープラークを目に見える状態にしてから磨く
という試みを行った。

義歯染色洗浄フォームを使用しての義歯清掃の方が
明らかに綺麗に磨ける事がわかった。

４．考察
義歯に歯垢染色液を使用し汚れを目に見える状態
にすることは義歯清掃のクオリティーをあげてくれ
る。しかし今まではデンチャープラークを歯垢染色
液で染め出すという行為自体に手間と時間がかかっ
ていて、人手が足りず忙しい介護職員にはとても実
施してもらえなかった。

２．義歯染色洗浄フォームの作成方法
泡で出るタイプのハンドソープのボトルに歯垢染色
液２トーンと中性洗剤ﾁｬｰﾐｰｸｲｯｸ水溶液を入れ作成
した。義歯の隅々にまで伸ばしやすく停滞性もほど
良い硬さに仕上げた。
歯垢染色液、中性洗剤、水が ５：３：３の配合と
なった。

５．まとめ
施設での義歯清掃状態を良好な状態で保つために
は定期的な義歯清掃指導をおこなう必要性を感じる
とともに、義歯本体に対するプロフェッショナルな
ケアの必要性も感じた。今後の課題として取り組ん
でいく今回歯垢染色液と義歯洗浄剤を一体化するこ
とで手間をかけず今までの方法とほぼ変わらずに効
率よく義歯清掃が行えることとなった。

３．実験
特別養護老人ホーム入所者の義歯に対し義歯染色
洗浄フォームを使用して介護職員が義歯清掃を行っ
た。翌日の午後歯科衛生士が義歯染色洗浄フォーム
で義歯を染出し、D-PCRをカウントする。
D-PCR(デンチャープラークコントロールレコー
ド)とは当院で義歯清掃状態を評価する際に用いて
いる方法で、義歯プラークを２色染め歯垢染色液
（２トーン）で染め出して、1床につき粘膜面と研
磨面を5部位に分割した上で、歯垢染色液の残り具
合を青色を２ポイント、赤色を１ポイントとしてカ
ウントし義歯の汚れ具合を評価、それを％で表した
ものである。（第５回日本義歯ケア学会学術大会に
て示した。）
① 介護職員に義歯染色洗浄フォームを使って
の感想をアンケートにて調査した。
アンケート図１
② 1か月前に記録したD‐PCRと今回
カウントしたD-PCRを比較した。

３．結果
① 義歯の汚れが分かりやすくポイントを押さえた
清掃ができたという答えが多かった半面、時間
がかかること、染色フォームが飛び散るという
問題点も挙がった。

図１
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睡眠時無呼吸症候群の治療と管理
石川千恵子1，平井真也1，安藤英里子1，井川知子1，重田優子1，小川 匠1，
河村 昇2，伊原啓祐2，子島 潤3
1

１． 緒

鶴見大学歯学部クラウンブリッジ補綴学講座

2

歯科技工研修科

3

内科学講座

を丁寧に行い、残存歯のウ蝕や歯周病を予防するこ
とが不可欠である。また起床後のOA清掃はブラシ
による機械的清掃と義歯洗浄剤による化学的清掃を
徹底してもらい、義歯性口内炎を予防することも忘
れずに行ってもらうことが必要である。OA清掃時
には、材質が熱による変形を起こしやすいため洗浄
には水のみを使用してもらうことがポイントとな
る。

言

鶴見大学附属病院では平成16年より内科・補綴・
矯正・口腔外科が緊密に連携して「いびき外来」を
開設し，全患者の内科外来受診と定期的合同検討会
により情報を一元化・共有し診療をおこなってい
る 。 歯 科 に お け る 治 療 は 口 腔 内 装 置 （ oral
appliance、以下OA）や顎矯正手術などがあるが、
補綴科では主としてOA治療に携わっている。

２．「いびき外来」における治療の流れ

４．経過観察における口腔および装置のケア
経過観察で患者が来院した時には、口腔内やOA
のチェックとともに、ESSやアンケートの記入を行
なってもらい主観的なOAの効果についても判定を
行う。アンケート用紙は本学オリジナルのアンケー
ト用紙で、９項目をバス法で記入する様式である。
バス値が左にあるほど使用感は良いと判定してい
る。OA装着後は、1ヶ月、3ヶ月の経過観察を行
い、とくに問題がなければ内科または依頼のあった
病院に術後の検査を依頼しOAの効果判定をおこな
う。
OAが有効であると判定された場合は、定期的検
診により、OAや口腔内の観察を引き続き行う。OA
が無効であると判定された場合は、顎位の再検討ま
たは使用中止の判定を行う。
OSAの治療は長期にわたるため、治療による生
命予後の関わりなどを患者に良く理解してもらうこ
とが治療継続と治療成功への鍵と考えている。

初診の患者さんは他の病院からの紹介の患者も含
めてまず内科を受診してもらう。内科における術前
の検査ではEpworth Sleepiness Scale （ESS問診
票）・セファロ撮影・臨床検査の後，簡易型診断装
置でスクリーニングを行い、終夜睡眠ポリグラフ検
査（PSG）によりOSAの診断が確定される1)。
歯科ではAHI 20未満がOAの適応だが、CPAP不
適応または普段CPAPを使用していても旅行の時に
OAを使用したい患者にも治療を行なっている2）。
内科から依頼された患者は、口腔内診査、パント
モ、四分画撮影を行ない、OA治療が可能と診断さ
れた場合、問診を行いながら診療録の記載を行う。
次に、上下顎の印象採得後、前方バイトの採得を行
い、ラボサイドで咬合器に模型を装着した後、咬合
器上でワックスバイトを製作する。それを用いて前
方位セファロ撮影を行い、気道拡張の有無を確認す
る。
OAの設計は十分な維持力を得るため正確にサベ
イングを行う必要がある。本学では、頬側はキャッ
プクラスプ状の設計で、アンダーカット量は0.25㎜
としている。症例によっては頬側面でのアンダーカ
ットの確保が困難な場合もあるが、このような症例
では舌側のアンダーカットを利用し維持力を確保す
る。OAの良好な適合性を得るために、成形器は加
圧式か吸引加圧式を使用している。

文 献
1) 睡眠呼吸障害研究所．成人の睡眠時無呼吸症候
群診断と治療のためのガイドライン．メディカ
ルレビュー社；2005．

2) Ishikawa C, Shigeta Y, Ogawa T et al.
Investigation of Trends and Characteristics in
Patients with Obstructive Sleep Apnea. J Indian
Prosthodontic Society . 10(1): 57-63.2010．

３．OA装着後の口腔および装置のケア
OA装着直後には、顎関節の疼痛や違和感、開口
障害、筋痛などが出ることが多い。そのような時に
は一時的に使用を中止してもらい、症状が緩和した
ら再度使用を開始してもらう。それでも症状が軽快
せず症状が悪化するようなら早めに再来院してもら
う事が大切である。また起床時にかみ合わせがうま
く戻らない、朝食が食べにくいなどの症状も多い
が、時間経過と共に回復することがほとんどである
こともよく説明しておく事が大切である。
また、OAの清掃法と保管に付いてもきちんと説
明し口腔内環境に悪影響を及ぼさないようにするこ
とも大切である。就寝時には口腔内のブラッシング
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義歯安定剤の使用が咬合接触および下顎運動に与える影響
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剛，柏原稔也，永尾 寛，市川哲雄
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１．緒

計測は左右それぞれ3回ずつ行い、その平均値を算
出した。
測定は義歯安定剤貼付前、貼付直後、貼付10分
後、除去後に行い、各測定項目の変化を検討した。
咬合接触と義歯の転覆力試験に関しては、被験者8
名を各グループ4名ずつ無作為に分類し、下顎運動
試験に関しては、同意が得られた者4名に対しての
み行い各グループ2名ずつとした。統計学的検討で
は、各測定時間における変化に関して一元配置の分
散分析およびBonferroniのpost hoc testを用いて、義
歯 安 定 剤 の 種 類 に よ る 違 い に 関 し て は 、 MannWhitneyのU検定を用いて、有意水準は5%とした。

言

無歯顎患者では、加齢に伴う顎堤吸収や薬剤服用
に伴う唾液分泌量の低下などにより治療の難易度が
高くなる。こういった症例に対して義歯安定剤は、
歯科医師の適切な管理下の下で使用すれば効果的で
あると報告されている。しかし、その使用方法につ
いては明確なコンセンサスは十分に得られていな
い。日本義歯ケア学会では、義歯安定剤の使用に対
するガイドライン作成のために、“義歯安定剤の使
用は下顎位を変化させるか”というCQを設定して
いるが、この点に関する過去の報告は存在せず、コ
ンセンサスは得られていない。そこで本研究では、
義歯安定剤のガイドライン作成の一助とする
ために義歯安定剤の使用が咬合接触および下
顎運動に与える影響を検討した。

２．材料と方法
被験者は、徳島大学病院歯科そしゃく科を受診し
た上下顎全部床義歯装着者で、臨床的に経過良好と
診断された8名とした。義歯安定剤は、市販の粉末
タイプ（ポリグリップパウダーFa、グラクソ・スミ
スクライン社、東京）とクリームタイプ（新ポリグ
リップSa、グラクソ・スミスクライン社、東京）の
2種類とした。なお本研究は，徳島大学病院臨床研
究倫理審査委員会の承認を得ており（No.1697），
被験者に十分なインフォームドコンセントを行った
後，同意を得られた被験者に対して行いました。
評価項目として、咬合接触の変化、下顎運動の変
化、義歯の転覆力の変化の3つを設定した。咬合接
触の変化には、歯接触分析装置（BiteEye BE-1、GC
社、東京）と適合試験材（ブルーシリコーン、GC
社、東京）を用いた。口腔内にブルーシリコーンを
注入し1分間の中等度の噛みしめを指示した。採得
したブルーシリコーンを BiteEyeでスキャニング
し、50 μm以下の部分を咬合接触と判断し、歯列の
咬合接触面積と咬合接触点の変化を検討した。下顎
運動の変化には、下顎運動解析装置（モーションビ
ジトレーナー、東京歯材社、東京）を用いた。測定
用LEDを各被験者の下顎前歯部に固定した。被験者
に20秒間のタッピング運動を指示し、各下顎運動サ
イクルを記録した後、そのパターンを定性的に評価
した。義歯の転覆力の変化には、歯科用咬合力計
（オクルーザルフォースメータGM10、長野計器
社、東京）を用いた。図１に示すように咬合力計の
ディスポーサブルキャップを本計測用に修正した。
キャップの修正部分を下顎第一大臼歯中心窩に設置
し、被験者に噛むように指示した。義歯の転覆現象
が起こった際の値を読み取り義歯の転覆力とした。

図１

ディスポーサブルキャップの形態

３．結果と考察
咬合接触面積と咬合接触点に関して、粉末タイプ
では、貼付後咬合接触面積、咬合接触点ともに実験
時間内では増加傾向は認められず、有意な差は認め
られなかった。一方、クリームタイプでは、増加傾
向が認められ、とくに咬合接触点については貼付前
と貼付直後間で有意な差が認められた。また、増加
した面積、点数とも除去後は減少し、元に戻る傾向
が認められた。咬合接触面積、点数が増加すること
は、義歯が安定し付与した接触が口腔内でより安定
的に再現できていることが考えられた。
義歯の転覆力に関して、左右差はあったものの、
粉末タイプ、クリームタイプともに貼付10分後には
数10%の増加を示し、除去後は減少し、元に戻る傾
向が認められた。種類の違いに関しては、左右側と
もに貼付直後からクリームタイプの方が高い値を示
し、粉末タイプと比較して有意な差が認められた。
下顎運動に関して、義歯安定剤の貼付により、運
動サイクルは明らかに安定し、除去後に再度元に戻
る傾向を示した。安定剤の種類による大きな違いは
認められなかった。
以上の結果より、粉末タイプ、クリームタイ
プの2種類の義歯安定剤の使用に関して 、咬合
接触、下顎運動という咬合関係にとって良好
な影響を生じることが示唆された。
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フルバランスおよびリンガライズドオクルージョンの
4 年経過における検討
小川晃奈1 ，伊藤菜那2，菅野京子2，古賀麻奈花2，松丸悠一2，
郡司敦子2，木本 統2，河相安彦2
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１．緒

日本大学松戸歯学研究科 有床義歯補綴学専攻
2
日本大学松戸歯学部 有床義歯補綴学講座

製 作 の 人 数 は LO: 8 人 ， FBO: 3 人 （ p=0.17） と
なった．

言

フルバランスドオクルージョン（以下FBO）およ
びリンガライズドオクルージョン（以下LO）は 総
義歯の代表的 な咬合様式であるが，その臨床効
果を無作為割付下で比較検討した試験は少な
い ． 当 講 座 で は FBOお よ び LOの 咬 合 様 式 を 付 与
し た 上 下 顎 総義 歯 の 2群 に おけ る 無 作 為割 付 臨
床 試 験 を 実 施し ， 6ヶ 月 予 後ま で 追 跡 を行 っ て
きた 1) が，それ以後の経過は未調査であった．
本 報 告 の 目 的 は FBOと LOの 義 歯 装 着 患 者 に お
ける，義歯装着 後6ヶ月から4年経過までの予後
を比較し，検討することである．

２．方 法

図１

日本大学松戸歯学部附属病院に来院した無歯
顎患者で同意を得た被験者 60名（男性 33名，女
性 27名 ， 平 均 年 齢 72.5歳 ） を FBOま た は LOに そ
れぞれ30名ずつ無作為に割り付けた．上下顎の
総義歯製作は通法に従い行い，排列に使用した
人 工 歯 は FBO （ エ ー ス 臼 歯 ， 松 風 ） お よ び LO
（e-Haクアトロブレード，ヘレウス）とした．
今回の調査では試験に用いた義歯を被験義
歯，評価の期間を義歯装着後 6ヶ月から 4年経過
までとし，調査対象者は ，来院記録のない追跡
不 能 を 除 き ， LO群 19名 FBO群 15名 と し て ， 診 療
録を後ろ向きに検討した．
各被験者の義歯に関わる来院回数について
は ， 義歯 装 着後 6ヶ 月か ら 1年， 1年 から 2年 ， 2
年 か ら 3年 ， 3年か ら 4年 まで の それ ぞ れの 期 間
に わ け て 診 療 録 を 検 討 し ， 2群 間 で 比 較 し た
（Mann– Whitney U test）．
リライン，修理および新義歯製作について
は，義歯装着後 6ヶ月から 4年経過まで に移行し
た 人数 を集 計し 2群間 で比 較を 行った
（Fisher's exact test）．なお有意確率は5％
とした．

来院回数

４．考 察
来院回数は，咬合様式の違いに関わらず，両
群とも義歯の長期使用により，経年的に増加の
傾向を示したと考えられる．
リライン，修理および新義歯製作については
LOで多く見られたが，診療録の記載からは，現
在の咬合状態等は不明であるため，今回の調査
では原因の特定は困難であ った．今後すべての
被験者の状態を前向きに調査し， 検証する必要
があると考える.
文 献
1) Matsumaru Y: Influence of mandibular residual
ridge resorption on objective masticatory measures
of lingualized and fully bilateral balanced denture
articulation. J Prosthodont Res, 54: 112-118, 2010

３．結 果
来 院 回 数 は ， い ず れ の 期 間 で も LOお よ び FBO
の間で有意の差を認めなかった（図１）．義歯
装着後6ヶ月から4年までのリラインへ移行した
人 数 は LO: 3人 ， FBO: 3人 （ p=0.74） ， 修 理 の
人 数 は LO: 5人 ， FBO: 1人 （ p=0.13） ， 新 義 歯
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硬質リライン材のガラス転移温度の評価について
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１．緒

言

３．結果

現在日本は超高齢社会といわれているように，
欧米各国と比較してもその増加率は目を見張るもの
がある．このような社会の中で，歯科の分野では訪
問診療の需要は高まるばかりだと思われる．在宅歯
科医療では口腔ケア，義歯調整などは重要な役割を
果たし，特に高度な機器を必要としないリライン等
の術式は重宝されると思われる．介護が必要な方に
とって義歯の保管等は大変難しいものであると思わ
れ，また経時的に顎堤が変化することにより義歯の
不適合が生じ，床用材料自体も劣化し，義歯の破損
も起こりうると考えられる．多くの文献で報告され
ているように，義歯床用材料の機械的性質はさらな
る改良が望まれている1)．
そこで本研究では，硬化挙動，動的粘弾性などの
硬化後の物性，生体適合性，寸法安定性，色調安定
性などの硬質リライン材の評価法の中から，特に高
分子材料の特徴を示すガラス転移点および動力学的
性質に着目して，その評価方法を検討した．

New Tru Liner で の DSC と DMA0.1Hz な ら び に
0.2Hzでのガラス転位温度には有意差が認められな
かったが，それ以外では有意差が認められた．
DMAによる値はDSCによる値に比べ5-15℃高いと
報告されているが3)，今回の研究ではそれと同様の
結果が得られた．
DMAではその他にも物性の評価も可能である．
口腔内の状態をシュミレートしていると思われる
1Hz37℃でのE’はGC Rebaronが有意に値が大きく，
E’’はKuraribaseとNewTruLiner間に有意差が認めら
れた．Tan δではNewTruLinerが有意に値が高かっ
た．

図１ DMA（周波数による影響）およびDSCに
よるガラス転移温度

２．材料と方法
硬質リライン材として，液の主成分が異なる市
販製品3種類を使用した．それぞれ液の主成分は，
GC RebaronではMMA系，Kuraribaseではフッ素系
モノマー，New Tru Linerではブチル系モノマーであ
る．
熱分析法として代表的なものとしては，示差熱分
性，示差走査熱量測定，熱重量測定，熱機械分析，
動的粘弾性測定などがあるが，本実験では動的粘弾
性 (DMA)および示差走査熱量計 (DSC)を用いて評
価を行った．DMAではA&D社製レオバイブロン
DDV-25FP-wを使用し，試料作製後2時間での測定
を行った．DSCでは島津社製DSC-60を使用し，試
料作製後2時間で測定を行った．
DMAの原理は，試料に振動を与えることにより
発生する応力もしくは歪を測定し，力学的な性質を
測定するもので，ジグを交換することにより様々な
物質を測定することが可能である．E’およびE’’が
急激に変化し、tan δがピークを迎えた点をガラス転
移点とした2)．
DSCの原理は，試料および基準物質（今回はアル
ミナ）で構成される試料部の温度を変化させなが
ら，その温度差を関数として測定する方法である．
変曲点を見つけ出し，その接線上の温度をガラス転
移点としているが，変曲点が不明瞭な場合は任意の
2点間の中点をガラス転移温度とした．
統計処理として一元配置分散分析およびTukey’s
Testを行なった．

図２

動的粘弾性の値

４．結論
DMAでは周波数が小さくなるにつれ，ガラス転
移温度が低くなる傾向を示した．
DMAはDSCと比較し5～15℃高いガラス転移温度
を示し，また値が安定している傾向となった．2つ
の異なる測定法を持つ装置を用いるため，一概に断
定することはできないが，同時に物性も評価でき，
同じ試料を継続して使用できることから，DMAを
用いた評価方法は材料の物性評価に有効な試験方法
の一つとして考えられる．
参考文献
1) Yoshida K, Kurogi T, Torisu T, Watanabe I, Murata
H. Effects of 2,2,2-trifluoroethyl mathacrylate on
properties of autopolymerized hard direct denture
reline resins. Dental Materials Journal ;32;2013.
2) Standard test method for assignment of the

glass transition temperature by dynamic
mechanical analysis. ASTEM; E1640-13; 1995.
3) L.E.Nielsen Mechanical properties of polymers and
composites. 2nd ed. New York: Marcel Dekker Inc.
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親水性ナノシリカコーティング剤の他元素ナノ粒子添加による改質
吉嵜太朗1，秋葉徳寿1, 日野直彦1，谷本浩之1，赵 慧子1，水口俊介1，島田誠之2
1

東京医科歯科大学高齢者歯科学分野
2

1．緒 言

表1

義歯装着者の口腔ケアは誤嚥性肺炎の予防に効
果があることは周知であるが，新たなアプローチと
して義歯材料表面のバイオフィルム形成を抑制す
ることが試みられている．そのため様々な表面改質
が開発・検討されているが，その中でも親水的性質
を付与することが有効とされている．1, 2) 当分野に
おいても，義歯に対する塗付が容易で，速乾性の表
面親水化処理剤であるシリカコーティング剤の開
発が行ってきた．3) しかし，コーティング膜の耐
久性や成膜の安定性については，課題が残っている
のが現状である．また，溶媒がメタノールを用いて
おり，生体安全性の観点からも臨床の現場で使用す
るには課題が残っている．親水性を維持したままこ
れらを改善するため，シリカコーティングに他元素
のナノ粒子を添加することにより親水性の低下が
起きていないかを検討した．

ジャパンナノコート

対水接触角

80
60
40
20
0

コート群と未コート群では有意差があった．
コート群の間では有意な差はなかった．

図1

研磨後の接触角測定時水滴像

図2

Si+Ptの接触角測定時水滴像

２．材料と方法
2.1.

試料

ナノサイズのシリカと分散溶媒のメタノールから構
成させるコーティング剤（Si）（ジャパンナノコー
ト）と，それにナノサイズのプラチナ（Si+Pt）, ジ
ルコニア粒子（Si+Zr）を添加したものを評価の対象
とした．サンプルはPtおよびZrは3％の固形分を添加
しており，測定時には無水エタノールにて5 倍に希
釈したものを試料として用いた．

2.2．試験片の作成
メーカー指示に従って重合した加熱重合型床用
レジン（アクロン，GC）の試験片（φ20×1.5mm）
を自動研磨機にて＃1000まで研磨を行った後，コー
ティング試料をディッピングにてそれぞれ二回塗
布した．塗付の環境は室温23度の下，塗付後24時間
大気中で静置し，肉眼下で完全に揮発を確認後，接
触角の測定を行った．

４．結論
ナノシリカコーティング剤にプラチナおよびジ
ルコニアを添加することは親水性の低下を起こさ
なかった．

５．文献
1) Hatuo K et al. Poly (MPC-co-BMA) Coating Reduces
the Adhesion of Candida albicans to Poly (Methyl
Methacrylate) Surfaces. Prosthodont Res Pract; 5:21-5,
2006.
2) Okada A et al. Inhibition of Biofilm Formation using
Newly Developed Coating Materials with Self-cleaning
Properties. Dent Mater J; 27:565-72, 2007.
3) Azuma A , Akiba N, Minakuchi S. Hydrophilic
surface modification of acrylic denture base material by
silica coating and its influence on Candida albicans
adherence. J Med Dent Sci; 59:1-7, 2012.

2.3．対水接触角測定
接触角表面分析装置（VCA Optima，
AST Products）
を用いて蒸留水に対する静的接触角を測定した．測
定は試料塗布後1回および2回行った．

３．結果
研磨後の試験片の対水接触角は撥水性とされる
70°以上を示したが，コーティング処理後は親水性
とされる20°以下を示した．（表1，図1，2）
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レーザーによる鋳造チタンの機械的性質強化への試み
林

太郎1，渡邊郁哉2，白石孝信2，田中利佳1，江越貴文1，村田比呂司1
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長崎大学大学院医歯薬学総合研究科生体材料学分野

１．緒

３．結果と考察

言

TIME: 10 ms, SD: 1 mmのパラメータでレーザー
表面処理した条件での平均引張最大応力を下図に示
す．2種，3種ともにレーザー処理を施すと有意に最
大応力が増加した．特に2種でのレーザー処理による
効果が有効であった．これは3種自体が2種に比べ
元々高い強度があるためと考えられる．PWRによる
影響は若干その強度が増加するものの，有意な増加
は示さなかった．PWR220 AでのTMIE(10 ms vs 1 ms)
による影響では，2種，3種ともに10 msで有意に高い
強度を示したが，1 msではコントロールと変わらな
かった．PWR200 Aと240 AでのSD(1.0 mm vs 1.6
mm)のの比較では，3種よりも2種で有意に大きな影
響が見受けられた．硬さプロファイルではTIME:1
msを除くすべての試験片で，コントロールで観察さ
れた表層の硬さが減少し，内部では照射部の硬さが
上昇し，硬さの拡散が起こっていた．成分分析では，
コントロール群と比較してレーザー照射後の表層か
ら200 µm，特に2種にNとCの割合が増加傾向にあっ
た．本研究の結果より鋳造純チタンへのレーザー表
面処理により，その機械的強度が上がり，メタルフ
レームやクラスプの破折を予防する効果が発揮でき
るものと考えられる．

歯科用合金として頻用されるCo-Cr合金は口腔
内における良好な耐食性や，優れた機械的強度があ
るが，生体適合性の面では未だにアレルギーを引き
起こす患者もいる．このような患者には代替金属と
して純チタンが使用されてきた．チタンは生体適合
性が良く，アレルギーに対して拒絶反応がでにくい
とされているが，Co-Cr合金のような機械的強度はな
く，
純チタンの破折や摩耗の症例が報告されている．
よって，部分床義歯メタルフレームなどの広範囲に
わたり維持力が必要な場合，強度のあるチタン合金
を使用する必要がある．そこで，義歯の耐久性を向
上させるため，我々は残留応力により疲労強度を改
善するレーザーピーニング 1)に着目し，純チタン表
面をレーザー処理した場合，処理パラメータが純チ
タンの機械的特性に及ぼす影響を比較検討した．さ
らにこの結果をふまえて，どのように表面性状が変
化したかを検討するため,成分分析を行った．

２．材料と方法
純チタンはJIS2種と3種を使用した．ダンベル型
引 張 試 験 片 (ISO6892) を マ グ ネ シ ア 系 埋 没 材
（Selevest CB）とチタン遠心鋳造機(Ticast Super®R)
を用い作製した．鋳造引張試験片はサンドブラス
ト処理後にアセトンにて10分間超音波洗浄し，レ
ーザー表面処理に供した．使用したNd:YAGレーザ
ー (Tanaka TLL-7000) の 表 面 処 理 パ ラ メ ー タ
[Power(PWR): A, Pulse Duration (PD): ms, Spot
Diameter (SD): mm]を表１にまとめる．
表１
PWR
PD
SD

レーザー表面処理パラメータ
200
220
240
10
10
10
1
10
10
1.0
1.6
1.0
1.0
1.0
1.6

これらの６条件²⁾で，各パラメータによるレー
ザー表面処理がチタンの物性に及ぼす影響につい
て比較検討することができる．また，表面処理を
施さない試験片も，コントロールとして準備した．
引張試験は万能試験機によりクロスヘッドスピ
ード1.0 mm/minで行い，引張強度（MPa）と破断時
の伸び（%）の平均値(n=3)を求めた．また，引張
試験とは別にダンベルのゲージ部と同径(3 mm)の
ロッド試験片を鋳造作製し，同条件でのレーザー
表面処理後に表面からの深さ方向の硬さプロファ
イリングを行った．硬さは深さ100 µmまでを25 µm
間隔，深さ1500 µmまでを50 µm間隔で測定した．
レーザー照射による，成分変化を観察するため
に，電子線マイクロアナライザー（EPMA-1600，
島津製作所）にて，ダンベル 試料の断面をコン

図１：レーザー表面処理後の引張最大応力

文

献

1）Watanabe I, McBride M，Newton P，Kurtz K S．Laser
Surface Treatment to Improve Mechanical Properties of
Cast Titanium. DENTAL MATERIALS 25 2009
629-633
2）Baba N, Watanabe I. Penetration Depth into Dental
Casting Alloys by Nd：YAG Laser. J Bimed Mater Res
PartB 2005；72B：64-68

トロール群およびレーザー表面された試料は
表層から20 µmおよび200 µmを分析した.
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インプラントオーバーデンチャーの清掃法に関する症例報告
佐々木健, 野村太郎, 安藝紗織, 米澤

悠, 小林琢也, 近藤尚知

岩手医科大学歯学部 補綴・インプラント学講座

１．緒

言

ーバーアタッチメント部とスリーブには図 1 に示す

近年，インプラント治療の発展により，補綴歯科

ようにプラークが沈着しており，清掃が困難となっ

治療は患者の QOL の維持向上により貢献できるよ

ていた．そのため，同部位の清掃をプラスチックス

うになってきた．しかし，多数歯欠損に対してのイ

ケーラーとスーパーフロスを用いて継続的に行った

ンプラントによる Bone Anchored Bridge は外科的

ところ，へーダーバー部のプラーク沈着は改善し，

侵襲が大きく，また口腔内のセルフケアが困難とな

良好な経過をたどっており，現在は 4 ヶ月に一回の

る場合もある．それに対して，インプラント支台の

ペースでメンテナンスに通院してもらっている．

オーバーデンチャー（以下，IOD）は可撤式である
ため，清掃性は良いとされているが，それに関する
報告は少なく，IOD に対する清掃法は確立されてい
ない．そこで本症例では，IOD によって下顎無歯顎
補綴治療を行った症例において，IOD 各装置別の清
掃法を指導したところ，良好な結果が得られた一例
について報告する．
図１ へーダーバーアタッチメント部の

２．症例

プラーク沈着

患者は 57 歳女性．下唇がしびれて，痛くて噛め

３. 考

ないとの主訴で来院．下顎臼歯部に高度な顎堤吸収

察

を認め，使用中の上下顎全部床義歯は床縁形態不良

本症例では IOD の清掃は通常の全部床義歯の清

および適合状態の不良を認めた．通法に従い適切な

掃法とは異なり，義歯床の清掃の他に，バーの清掃

形態と咬合を付与した全部床義歯を製作したが，咀

と義歯粘膜面に付与されている維持装置の清掃が必

嚼時の下唇のしびれの消失には至らず，下顎に 2 本

要となるが，それぞれ異なる素材から成るため、そ

のインプラントを埋入し，オーバーデンチャーによ

の清掃法は必ずしも同様ではない．このため，IOD

る治療を行った．2 本のインプラントは連結し，オ

を用いて補綴歯科治療を行う場合は，患者に対して

トガイ孔開口部への床縁による刺激の軽減を目的に，

IOD 各装置それぞれに適したブラッシング方法の

ヘーダーバーアタッチメントを用いた．本アタッチ

指導を行うことが望ましいと考える．

メントのスリーブは，金属とラバーの二重構造を有
し，内面のラバーを交換することで，維持力の低下
を容易に回復できるものとなっている．
患者には通法に従い，義歯用ブラシと義歯洗浄剤
を用いての義歯の清掃指導を行っていたが，ヘーダ

26

義歯の使用と食事の満足度に関する調査
郡司敦子1，後藤田宏也2，田口千恵子2，下坂典立3，河相安彦1
日本大学松戸歯学部

１．緒

1

有床義歯補綴学講座

2

公衆予防歯科学講座

3

歯科麻酔学講座

は53％，26本以上は16％であった．平成22年は，0
～10本は95％，11本～20本は88％，21本～25本は
64％，26本以上は22％であった．なお，26本以上は
平成19年，平成22年とも欠損歯なしを除く．平成19
年および平成22年ともに60歳以上で現在歯数が10本
以下の義歯使用者と欠損歯なしの義歯不使用者の食
事の満足度には有意な差は認められなかった（図
1）．

言

口腔の健康は食物摂取と密接な関係にあり，そ
の健康状態が良好で食物摂取に支障のないことは食
の満足度に影響するとされている.歯の喪失は口腔
機能の低下を引き起こし，口腔関連QOLの低下につ
ながると考えられる．なかでも機能の喪失による食
物摂取の低下は大きな要因である．従って義歯を使
用することにより，機能を回復し，快適な食生活を
送ることは，健康で健全な生活を享受するうえで，
役割は大きいと思われる．そこで、我々は口腔関連
QOLの向上に有用な義歯の使用状況と食事の満足度
についての調査・分析し，その実態を把握し検討し
たので報告する．

２．材料と方法
対象は、平成19年と平成22年に千葉県のA市在住
の住民基本台帳から無作為に抽出した20歳以上の市
民である。郵送法により食育に関する質問調査を行
った．本研究では，口腔の健康状態についての質問
の中から，現在の歯数(智歯を含む)，義歯(全部
床，局部床含む)の使用の有無，食事の満足度に関
して検討を行った．また，年齢は20歳代，30歳代，
40歳代，50歳代，60歳以上で分類した．食事の満足
度については｢とてもおいしい｣（4点），｢おいし
い｣（3点），｢あまりおいしくない｣（2点），｢おい
しくない｣（1点）の4段階で評価した．満足度の分
析は，現在歯数10本以下の義歯使用者と欠損歯なし
の者の対象者間にてt検定にて行った．なお無回答
および不備のある回答は集計から除外した．

ns:not significant

図１

現在歯数 10 本以下の義歯使用者と欠損歯なしの者の
食事満足度における比較(60 歳以上)

平成19年と平成22年の調査ともに義歯の使用率と
食事の満足度は同等の結果であった．60歳以上で
は，欠損歯数が多いと義歯の使用の割合が増加する
が，欠損歯があっても義歯不使用者が認められた．
また年齢の増加とともに食事の満足度が低下する傾
向が認められたが，60歳以上では，現在歯数の少な
い義歯使用者は欠損歯なしの者との食事の満足度に
は相違がなかった．欠損歯が多くとも義歯の使用に
より欠損歯なしの者と同様の食事の満足度が得られ
ることが示唆された．欠損歯が多い場合，義歯を装
着することにより口腔関連QOLの向上に有用である
ことが示唆された。

２．結果と考察
回答は，平成19年は1,262名，平成22年は948名で
あった．義歯使用の割合は，平成19年は16.2％，平
成22年は15.5％であった．年代別では平成19年は20
歳代1.8％，30歳代2.1％，40歳代8.5％，50歳代
17.9％，60歳以上47.2％であった．平成22年は20歳
代 0 ％ ， 30 歳 代 0.9 ％ ， 40 歳 代 6.6 ％ ， 50 歳 代
17.9％，60歳以上44.9％であった．食事の満足度に
ついては，平成19年は「とてもおいしい」40.0％，
「おいしい」56.9％，「あまりおいしくない」
2.7％，「おいしくない」0.3％，平成22年は｢とて
もおいしい｣41.6％，｢おいしい｣55.6％，｢あまりお
いしくない｣2.7％，｢おいしくない｣0.1％であった.
年代別の｢とてもおいしい｣の割合は，平成19年は20
歳代49.1％，30歳代47.2％，40歳代37.8％，50歳代
36.1％ ，60歳以 上 32.3％で ，平成 22 年は 20 歳代
56.7 ％， 30歳 代 52.6 ％， 40歳 代 43.0 ％， 50 歳代
26.1％，60歳以上36.2％であった．また，60歳以上
の現在歯数別における義歯の使用割合は，平成19年
は0～10本は96％，11本～20本は83％，21本～25本
27

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。
5)本会は表彰事業を行う。
表彰事業規定を別に定める。
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２６年１月１２日改正

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

（趣 旨）
第１条

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

（目 的）
第２条

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

Society Award）を設ける。
（種 類）
第３条

学会優秀賞の種類は、次のとおりとする。

（１）

優秀学会賞

（２）

優秀奨励賞

（３）

優秀口演賞

（４）

優秀ポスター賞

（資 格）
第４条

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。

日本義歯ケア学会役員（平成 26 年度）
理事長
副理事長
理 事

特任理事
幹 事

：濱田
：水口
：市川
岡崎
近藤
貞森

泰三
俊介
哲雄
定司
尚知
紳丞

（東北大学、広島大学）
（東京医科歯科大学）
（徳島大学）
（大阪歯科大学)
(岩手医科大学)
（関東信越厚生局）

河相 安彦
木本 克彦
鈴木 哲也
坪井 明人
西村 正宏
村田比呂司
米山 喜一
：細井 紀雄

（日本大学松戸）
（神奈川歯科大学)
（東京医科歯科大学）
（東北大学)
（鹿児島大学）
（長崎大学)
（鶴見大学)
（鶴見大学）

：秋葉
織田
黒木
洪
諸熊

（東京医科歯科大学）
(高知県開業)
（長崎大学）
（東北大学)
（鶴見大学）
（五十音順）

徳寿
展輔
唯文
光
正和

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
株式会社 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
ロート製薬株式会社

