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８年目に入る日本義歯ケア...更なる深化と普及、そして標準化まで

日本義歯ケア学会理事長

濱田泰三

日本義歯ケア学会では、これまでの 7 年間に、定例の学術大会、会誌の発行に加え、義歯ケアの啓発書と
も言える冊子を発刊したり、ガイドラインの作成、さらには科学研究費の援助のもと、全国 10 施設で義歯
安定剤に関する研究などを遂行してきた。Cure から care の時代だとわかってはいても、cure 時代をかけ
抜けたメンバーにとって、さらに、より若い世代には義歯関連の開拓的な方面に関心も高く、またそのよ
うであってもらわなくては困るのも事実の中、義歯ケア学会の目指すところは、まだまだ道半ばと認めざ
るを得ない。
これまでの二冊の啓発書はとりあえずその時点でのまとまりも良く、比較的、活用されている。ガイドラ
インは、そもそもケア関連の報告が少ない中での取りまとめであったから、なかなか標準化には届きにく
く、今後も報告などを集積して追加していく必要がある。科学研究費の援助のおかげで、大規模な多施設
の共同研究ができたことは幸いで、今年はそのまとめが出来上がる見込みの年である。今後も継続してこ
のような多施設共同研究をする事で、経験則が主流の義歯ケア関連の標準化に資すればと思う。これまで
学術大会で発表されてきた義歯ケア関連の研究発表も、発表だけにとどまらず、是非、実用化して欲しい。

今、 本会としての認定制度などが検討されている。まだまだ発展途上の本会には認定制度を始め、維持し
て行く為には何かと困難もあるが、多分、歯科医師や歯科衛 生士、さらには関係する医療従事者にとって、
そのような制度がある事によって義歯ケアに取り組むモチベーションを高めてくれるだろう。そして、よ
り質の高い義歯ケア関連の普及にもつながるだろう。義歯ケアの普及に関しては、医療従事者側のモチベ
ーションを高める方策とともに、大学や医院などが待ち、マチの姿勢から、要介護の方々のところに積極
的に出向く事も必要だ。一番、それを必要としながらも、受診の機会に恵まれない方が多すぎる。８０２
０時代も目前のなか、スタンダードなこれまでの義歯に加えて、要介護時代の義歯そのものも再考したい。
義歯製作の時点から、義歯ケアを念頭においた義歯製作であり、義歯使用者も要介護となりうる前提の義
歯である。

長い歴史を有し、大規模な学会がやってきたような企画を、駆け出しの小規模の本会が取り敢えず手がけ
ては来ているが、いずれも不十分であり、第二ステージとして、研究、開発、実用化をさらに深化して行
きたい。義歯ケアの重要性も、歯科関係の者たちだけの発信では無く、呼吸器系医師からの発信もあって、
これほどまでに認知されて来たのも事実だから、これからはもっと本会としても発信し続ける事が大切で
ある。

本年度の学術大会は２０１６年１月に仙台で，次年度学術大会は２０１７年１月鹿児島で開催予定で，
その場で，義歯ケアの更なる深化と普及につながる報告がたくさんなされる事をおおいに期待している。

第 7 回日本義歯ケア学会学術大会報告

大会長 河相安彦

第 7 回日本義歯ケア学会学術大会は、柏歯科医師会の後援をいただき、平成 27 年 1 月 24 日および 25
日、千葉県柏市柏の葉カンファレンスセンターで開催されました。柏市は地域包括支援のモデル地区と言
われており、また、在宅医療推進の地として、全国に知られている地域であります。そのような場所で、
約 130 名の来場者をいただき、義歯ケア学会が開催されたことは、義歯のケアを通じて貢献する本学会の
趣旨に沿うものであり、また、その意義を考えるに最適な場所であるのでは、と開会の辞で述べさせてい
ただきました。
大会の報告をさせていただきますと、第 1 日目は、一般口演 11 題、定時総会をはさんで、近藤尚知教
授による特別講演「インプラントオーバーデンチャーの義歯ケア ―インプラント埋入位置と補綴装置の設
計から始まる義歯ケア―」が開催されました。近藤教授にはインプラントオーバーデンチャーの適応症や
設計の原則はもとより、義歯ケアの観点から、メインテナンスに有用な各種清掃器具とアタッチメントと
の相性などについて、ご供覧いただきました。また、装置サイドの視点で、清掃性に留意した設計などに
ついてもお話しいただき、臨床に直結したご講演に、会場からとりわけ大きな感銘の拍手をいただきまし
た。特別講演終了後、会場近くの会場（リストランテ・ディ・オークビレッジ メインダイニング）で懇親
会が開催され、柏市歯科医師会、今村貴彦会長をはじめ多くのご来賓、会員の参加を頂戴し、和気藹々の
うちに時を忘れ、懇親を深めました。
第 2 日目は、本学会が推進している研究課題「義歯安定剤のガイドライン作成のための研究結果と今後
の課題」
（文部科学省科学研究費 基盤研究 B 研究課題番号 24390439「義歯安定剤利用ガイドライン構築
に関する基盤研究：マルチセンター前向き臨床研究」
（2012 年 4 月 1 日～2015 年 3 月 31 日）
）に関する
研究経過報告を兼ねた公開シンポジウムを行いました。本研究は、国内 11 施設共同の多施設前向き臨床
試験で、上下顎総義歯にパウダーおよびクリームの義歯安定剤およびプラセボの介入を無作為に割付け、
その効果について調査し、最終的に、歯科医師を始め、多職種を対象とした、義歯安定剤のガイドライン
作成を目標としております。シンポジウムでは、義歯安定剤研究の世界的動向、研究デザイン、最新事情、
試験実施の実際、中間解析、今後の課題などについて、佐藤佑介助教、木本克彦教授、水口俊介教授およ
び河相から報告され、多くの質問をお受けし、今後の研究推進へのヒントをいただきながら、シンポジウ
ムを終了しました。その後、坪井明人次期大会長のご挨拶、恒例の集合写真撮影と続き、充実した全日程
を閉じさせていただきました。
平成 27 年、新たな年が開けて間もない多忙の折にも関わらず、多くの先生、協賛業者の皆様に協力い
ただき、大会長および幹事校スタッフ一同、感謝の念に堪えません。ご不自由な点も多々あったかと思い
ますが、ご容赦いただければ幸いでございます。末筆ではありますが、厚く感謝と御礼を申し上げ、第 7
回日本義歯ケア学会学術大会の報告とさせていただきます。

第７回日本義歯ケア学会学術大会集合写真

第８回日本義歯ケア学会学術大会のご案内

第８回日本義歯ケア学会学術大会を下記のとおり開催いたします。奮ってご参加およびご発表よろしく
お願いいたします。
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演題申込み方法：
第８回日本義歯ケア学会学術大会特設ウェブサイト（http://www.jdenturecare.com/index.html）を参
照し、演題申込みを行ってください。
【演題締切】 平成２７年１０月２３日（金）必着
【抄録締切】 平成２７年１１月１３日（金）必着

日 本 義 歯 ケ ア 学 会 誌
7 巻 1 号（通巻 7 号）
（平成 27 年 9 月）
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（総説）

インプラント埋入位置と補綴装置の設計からはじまる義歯ケア

近藤 尚知
岩手医科大学歯学部
補綴・インプラント学講座 教授

１．諸言
インプラントオーバーデンチャーの長期安定性を獲得するためには，当然であるが，その支台装置とな
るインプラント体と骨との確実な結合（オッセオインテグレーション）の獲得と，その長期にわたる安
定が重要である．インプラントオーバーデンチャーを支持するために必要なインプラントは，下顎で 2
本，上顎では 4 本またはそれ以上という共通の見識が，2002 年の McGill コンセンサス会議において認
められた（文献１，２）
．すなわち，顎堤吸収が著しく義歯の維持安定が得難い症例，あるいは多くのイ
ンプラントを埋入して固定性補綴装置を適用することが経済的理由から困難な場合にも，数本のインプ
ラントを埋入することによって，通常の総義歯では得ることが困難な大きな維持力を発揮できるため，
非常に有用な無歯顎補綴の一選択肢となっている．超高齢社会である我が国においても，本治療法は有
益なものであり，適応症例も増加していくものと推測される．しかしながら，インプラントオーバーデ
ンチャーのケアに関する報告は必ずしも多くなく，その清掃方法や破損破折への対応が問題となってい
る．そして，義歯破損の原因の多くが補綴処置に起因するものでなく，外科処置の時点で決定される埋
入位置に起因するものであることはあまり論じられていない．
2．前処置と設計
一方，インプラントの長期安定性獲得のための要件は，大きく分けてふたつあり，補綴装置を介して
負荷される咬合力の制御と細菌感染によるインプラント周囲炎を予防するためのプラークコントロール
が挙げられる．特にプラークコントロールに関しては，インプラントオーバーデンチャーの場合，天然
歯同様あるいはそれ以上に複雑な形態のアタッチメントもあり，口腔衛生状態の維持は最重要課題とい
える．アタッチメントの種類には，バー，ボール（O-Ring），マグネット，ロケーターアタッチメントな
どがあり，どのようなデザインのインプラントオーバーデンチャーが最適なものであるか，顎骨の骨量
との関係を考慮してそれを決定しなければならない．すなわち、インプラントオーバーデンチャーの設
計の際には，長期経過に配慮しながら，現時点での骨量，インプラントの埋入本数・位置・角度，上部
構造としてのアタッチメントの選択，それに装着される総義歯の研磨面形態，さらには患者の全身状態
までを同時に検討する必要がある．そして，それを検討するためにはどのような検査をすればよいのか
まで理解している必要があり，幅広い知識が必要である．

1

インプラントオーバーデンチャーは，現在までのところ，インプラントの埋入本数を除けば，自由度
の大きい治療といえるが，もっとも確実な方法と考えている手技を以下に述べる．
（図１）
①

レジン床義歯の製作
インプラントオーバーデンチャーの最終上部構造となる総義歯の研磨面形態を決定するために，パイ

ロットデンチャーを作製する。この処置によって，最終上部構造の研磨面形態が決定され，そのデンチ
ャースペースが明確になることで，インプラントの埋入位置とアタッチメントのスペースが制限される
可能性もある．この義歯は，必ずしも患者が日常使用できるレベルのものとならなくても構わないが，
診断用ステントとして使用する際，すなわち咬合した際には安定するものを作製する必要がある．完成
した義歯のコピーをクリアタイプのレジンで作製し，ステントとして使用するため，少なくとも CT 撮影
時に義歯は動揺してはならない．
②エックス線 CT 撮影
最初に，ステントを装着してエックス線 CT の撮影を行う．続いて，ステントのみの撮影を行い，各ス
キャンを DICOM データ形式に保存する．エックス線 CT によるダブルスキャンのデータをソフトウェア上
で合成し，顎骨の形態を把握する．この時，義歯床縁の位置とオトガイ孔の位置などの関係が 3 次元立
体画像として描写されるため，2 次元のフィルム上の画像では観ることのできなかった状況を把握するこ
とができる．
③インプラントの埋入位置の検討
上記の 3 次元立体画像を構築したソフトウェア上で、インプラントの埋入シミュレーションを行い、
インプラントのサイズ・埋入位置・埋入角度を決定する．同時にアタッチメントの選択も行い，最終上
部構造となる総義歯の中にそれがおさまるかどうかもシミュレーションしておく．つまりこの段階では，
インプラントの埋入位置等を決定すると同時にアタッチメントの選択および設計も行うことになる．

図 1. 設計の手順：インプラント埋入までのアウトライン
3．外科処置と補綴処置
インプラントの埋入手術は，パイロットデンチャーを作製しながら設計した上部構造に納まるよう埋
入位置を決定し，それをサージカルガイドを用いて口腔内に再現する．サージカルガイドの使用には注
意が必要で，サージカルガイドを用いても，シミュレーションを 100％再現できるとは限らないので，イ

2

ニシャルドリル（多くの場合φ2 ㎜のツイストドリル）のみ使用し，フラップを開けてから，インプラン
トを埋入する方法を推奨する．
（図２）

図２. インプラント埋入手術（Guided surgery）
Ａ シミュレーションの結果を再現したサージカルガイド
Ｂ サージカルガイドと専用のドリルで埋入窩を形成
Ｃ Φ2 ㎜まで形成後、粘膜の切開方向を確認
Ｄ インプラントを埋入し、カバースクリューを装着

2 次手術を経た後は，通法の手順で印象採得・咬合採得・ろう義歯試適までを行う．この段階で，術前
にデザインした義歯とアタッチメントの関係，主にクリアランスが十分であるかを再度確認する．
（図３）
問題なければそのままアタッチメントと義歯の製作を行うが，クリアランスが不足していることが明ら
かとなった場合には、設計の変更も検討する．

図３. 排列試適 ・ シミュレーション

3

義歯の内面形態は，アタッチメントとの連結装置が付与されることで複雑になり，義歯自体の清掃に
も配慮が必要である．さらにはアタッチメントを内包するスペース確保のために義歯床の薄くなる部位
が生ずる可能性もあるため，強度の面で問題が生じることがある．メタルフレームを適用するなどの工
夫が必要となることもあると思われるが，義歯床の形態およびクリアランスに関わる強度の問題は，診
断と設計の時点ですべて検討しておくべきものであり，インプラントオーバーデンチャーの破損を回避
し，長期安定性の是非を左右する最重要項目である．
４．メインテナンスと長期安定性の獲得
アタッチメントのプラークコントロールも術前の設計の段階で検討しておかなければならない課題で
あるが，アタッチメントにもそれぞれに固有の特徴があり，どのタイプもプラークコントロールが容易
とは言い難い．したがって，各種アタッチメントの長所，短所を考慮しながら，その清掃方法について
も検討しておく必要がある．したがって，清掃用具についても各々のアタッチメントに形態に適したも
のを選択し，刷掃指導に至るまでを術前の段階で検討しておかなければならない．
上記を考慮すると，インプラントオーバーデンチャーを長期にわたって維持するための義歯ケアは，
診断と設計の時点から始まっているといっても過言ではない．術後に義歯の清掃法を検討し始めても改
善しがたい問題が明らかとなるだけであり，効果的な義歯ケアのできるインプラントオーバーデンチャ
ーの設計は，埋入手術を行う前に，補綴処置を含めて検討しておかなければならない．以上より，イン
プラントオーバーデンチャーの長期予後獲得のためには，総義歯補綴治療の技術をもって，CAD/CAM テク
ノロジーを応用したインプラントの埋入シミュレーションを行い，予測される外科的問題点ならびに補
綴的問題点，さらにはメインテナンスの過程までを同時に補綴設計のひとつとして検討することの重要
性が示唆される．
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義歯安定剤のガイドライン作成のための研究成果と今後の課題
研究の概要と経過
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
私が卒業した 30 年前の補綴診療室は多くの無歯顎患者が来院し，有床義歯の臨床経験を積むには恰好な
時代であった。当時の患者さんは，雑駁な言い方になるが「若い方」「元気な方」が多く，「高齢者」と
いう概念で診療をしていた意識は今より少なかったように思う。しかしながら，この 30 年で歯科医療を
取り巻く環境は大きく変化している。平成 23 年歯科疾患実態調査によると 75 歳以上の年齢別無歯顎者
率は，1981 年の 29%であったのが，2011 年には 64%増加する一方，64 歳以下の無歯顎率は 32%から 6％へ
激減しており，冒頭の皮膚感覚を裏付ける変化である。そして今，この変化に呼応し，義歯の製作方法，
調整方法および問題解決方法も変化が必要である。それは，従来の画一的な方法に加え，様々な「引き
出し」を有しながらの対応することが求められている。たとえば，短時間で最大限の効率を上げるより
簡便な治療法であったり，患者の状況に応じた軟質リライン材であったり，なのかもしれない。そんな
中，主にホームケア・セルフケアの立ち位置で，世の中に多く流通しているのが義歯安定剤も１つのオ
プションである。我が国における義歯安定剤の市場販売力（120 億円，メーカー調査）は経年的に増加し，
増々深く義歯装着者に浸透していることが伺える。
患者が義歯安定剤に求める効果として，痛みの軽減や義歯の維持安定や安心感が上げられる。一方，歯
科医はホームリライナーの不適切な使用による顎骨吸収が Ellinger(1)や Woelfel(2)によって報告され
て以来，負のイメージを拭いきれず，義歯安定剤への「敵対感」や使用に対する「嫌悪感」が常につき
まとっている。日本で販売されている義歯安定剤はクッションタイプ，クリームタイプおよびパウダー
タイプの３種が主流である。先に示した有害事象は，主にクッションタイプに起因したものと考えられ
る。それではクリームタイプやパウダータイプは歯科医師にとって避けるべきなのだろうか？義歯ケア
学会で多施設研究の概要を説明する前に「義歯安定剤は歯科医師にとって敵なのか？」という観点につ
いて出生時余命の時系列変化に合わせて考えてみたい。

Ⅱ．高齢化と義歯安定剤に関する研究の動向
１）1965 年〜1985 年
1965 および 1967 年のホームリライナー長期誤用による異常顎堤吸収の報告は十分過ぎるインパクトを歯
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科医師にあたえ，未だその DNA は受け継がれている。では，それ以降の義歯安定剤に関わる検討は行わ
れていないのだろうか？先の Ellinger および Woelfel らの報告と前後して 1967 年に Kapur (3)は義歯安
定剤の臨床的評価法を考案しており，安定剤に関する興味を抱いていることが伺える。しかし，その後
約 20 年の研究成果は散発的かつ否定的な内容が見られる(4, 5)。
２）1985 年〜1995 年
1985 年ごろになると日米の出生時平均余命は 75 歳を超える時代となり，それに合わせたかのように義歯
安定剤の研究が増え，義歯安定剤の臨床効果に関する検討が数編見られるようになってきた(6, 7)。ま
た義歯安定剤は使用法を誤らなければ補綴治療の補助的役割を果たすとする意見(8)や，老年看護におけ
る義歯安定剤の誤用を防ぐ試み(9)など臨床現場からのボトムアップとも言える流れが出始めてきた。
1992 年には Kapur(3)が考案した評価方法が四半世紀後 Olshan ら(10)によって義歯安定剤の研究に使う
目的で見直されている。その後 90 年代前半ばまでの間に国境を超えたレビューが報告され(11-13)，義
歯安定剤の見方に変化が現れた時期であると推察される。
３）1995 年〜2005 年
1995 年ごろになると出生時平均余命は右肩上がりを続け日本は 80 歳に近づいていた。この頃になると患
者の義歯安定剤使用に対する主観評価(14-18)や歯科医師の視点から義歯安定剤をどう見るのかという
検討(19)がなされている。また，義歯安定剤を，患者および学生教育においても非常に重要な課題と位
置づけ，可否について論争があることを踏まえ，1999 年に Slaughter ら(20)が行った補綴専門医に対す
るデルファイ法による調査は興味深く，結果として，クリームタイプおよびパウダータイプの義歯安定
剤について次のコンセンサスを得ている。
１）

義歯製作および装着後において特異的で有用な補助的役割を有する。

２）

歯科医師および患者の誤用の可能性がある。

３）

義歯安定剤に関する義歯装着患者および学生教育は不可欠である。

４）

適切に製作された義歯において用いるべきでない。

これは，ある意味補綴専門医も患者ならびに卒然の教育を行った上で，その補助的役割を認知したこと
と，捉えることができる。
また義歯安定剤の効果を静的な吸着から，動的な咀嚼時に義歯の動揺を減少させるかという検討も行わ
れるようになってきた(21, 22)。
４）2005 年〜2015 年
2005 年ごろになると出生時平均余命は米国が 75 歳 75 歳，日本は 85 歳に近づいていた。この 10 年，義
歯安定剤の研究は無作為割付やクロスオーバーの比較試験という精度の高い研究がなされてきており。
義歯安定剤に関するエビデンスレベルは高まりつつある。Pradies ら(23)は新義歯で適合の良い義歯に義
歯安定剤を適応する試験を行い客観的にも主観的にもその有用性を報告している。Munoz ら(24)も同様に，
適合の良い義歯に義歯安定剤を適応させて結果，維持力や快適性，満足度の向上に寄与していると報告
している。Goncalves ら(25)も適合の良い義歯に適応した場合咀嚼サイクル時間の短縮を認めたと報告し
ている。Udo-Yamakawa ら(26)はホームリライナーをオフィスリライナー（ティッシュコンディショナー）
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と比較し，双方ともに暫間的ではあるが主観評価が向上することから，在宅でのホームリライナーの短
期的有用性を報告している。咀嚼の客観評価においても有意に義歯安定剤の利用により咀嚼能率の向上
(27)を認めるなどの他にも，有意義な臨床試験が行われている(28, 29)。このような中，American dental
association (ADA)は 2011 年に「DENTURE CARE」の中で，「義歯安定剤使用における注意点」「義歯安
定剤使の正しい使用方法」という項を立て，丁寧なレビューと説明を行っている(30)。また米国補綴学
会の機関誌である Journal of Prosthodontics では義歯安定剤を不適合義歯に使用するのは顎堤吸収を
惹起する可能性があること，その利用は治療目的ではなく，あくまで補助的な目的に限定するとしなが
ら，その使用に関して５項目のガイドラインを示している(31)。以上を総括すると義歯安定剤は歯科医
師にとって敵対するものではなく，患者への適正な使用法，医療職および学生への適切な教育カリキュ
ラムを組んだ上で慎重に適用する。そして，研究面では今後臨床研究を重ね，長期の効果と弊害につい
て最新の科学的根拠を常に確認することが肝要である。

Ⅲ．義歯安定剤の問題点は？
顎堤の異常吸収(1, 2)，亜鉛含有による神経障害(32, 33)，原発の口腔癌発症(34)などが報告されてい
る。顎堤の異常吸収は流動性の悪いホームリライナーの使用によるもので，かつ長期の使用と報告され
ている。これは，顎堤に対する咬合面の位置関係を容易に変えてしまうため，不適切な咬合関係から生
じる咬合高径の変化や咬合干渉などから顎堤に対する弊害は少なくないと考えられる。また，義歯安定
剤の口腔内の流出を目的に含有された亜鉛の影響による種々の神経障害（握力の減少，平衡感覚の喪失，
しびれなど）を惹起したのは適量以上の義歯安定剤の使用による亜鉛への暴露（１日の亜鉛の許容量 40mg
を大きく上回る 330mg に暴露）が直接的な原因と報告されている。これら二つに共通することは，義歯
の不適合が起こっても歯科医へ通院をしていないこと，患者の自己判断による適量を超えた義歯安定剤
の利用，清掃の不備が背景にあるものと考えられる。歯科医師の管理下での使用が望ましいのは言うま
でもない。また，義歯安定剤は C. albicans による義歯性口内炎の惹起の弊害も考えられる。Stafford
ら(35)は菌糸型の増殖を認めたと報告している。一方，Ozcan ら(36)は義歯安定剤による C. albicans を
含む菌群の増加を認めないと報告し，義歯安定剤の安全性を報告している。これも，ADA が提示している
ように，利用後は付着している義歯安定剤を十分洗い流し清掃すること，適量を用いることで対応でき
る問題と考えられ，くどいようだが，歯科医師の管理下での使用，患者教育および従事者の教育が重要
となる所以である。一方で，義歯および口腔内に付着した義歯安定剤の除去は簡単でなく，その効果的
な清掃法や，材料の開発は今後の研究課題となっている(30)。

Ⅳ．義歯ケア学会の多施設研究
このような中，義歯ケア学会では平成２４年度科学研究費を３年計画の多施設研究を申請し，受諾され
た（平成２４年度科学研究費助成事業科学研究費補助金（基盤研究 B）課題番号：24390439 平成 24〜26
年：総額：15730 千円）。本研究のクリニカルクエスチョンと意義は「義歯安定剤の我が国の効果（Efficacy）
および効能（Effectiveness）の検討は行われていないため，使用に対する明確なガイドラインは示され
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ていない．したがって，本剤の効果，使用基準を明らかにし，誤用を防ぎ，適正な使用による義歯の機
能回復および患者の使用感の向上＝国民の口腔関連健康度と生活向の上に十分役立つ（プロトコール抜
粋）
」としている。そして研究目的は「歯科外来への通院が困難な要介護者は増加することが考えられる，
在宅での咀嚼機能の向上による口からの栄養摂取への関心が高まる中，本研究はそれらの歯科医療分野
における他職種連携の取り組みの中にあって，歯科衛生士，ケアマネージャー，栄養士などを対象に義
歯安定剤の役割を明確にするための義歯安定剤使用ガイドラインを確立すること（プロトコール抜粋）」
としている。まず，施設間の連携と情報共有に務める目的で研究委員会を組織立てた。研究委員会は各
施設１名＋幹事の合計 11 名とし，研究目的のプロダクトである Denture Adhesive Guideline の頭文字
をとり DAG 委員会と命名された。研究デザインは，クリーム状クリーム状義歯安定剤，パウダータイプ
義歯安定剤およびプラセボを無作為に割付ける３群パラレル・多施設前向き臨床試験である。参加施設
は岩手医科大学，東北大学，日本大学松戸歯学部，東京医科歯科大学，鶴見大学，神奈川歯科大学，大
阪歯科大学，徳島大学，長崎大学，鹿児島大学で，予定数は各施設各施設 30 名とし全施設合計で 300 名
である。現在 118 名の患者が被検者としてご協力いただき，96 名のデータ解析が終了している。中間解
析については，次の稿で詳細があるが，今後の被験者数の増加によって変化しうるため，今後も予定数
終了まで継続し，当初の目的である新たな義歯安定剤のガイドラインの作成に繋げたいと考えている。

Ⅴ．まとめ
社会の変化と合わせながら，義歯安定剤の見方を纏めてみた。義歯安定剤は歯科医師の管理下で補綴治
療の補助的な役割としてこれから迎える超高齢化社会での有効活用が十分可能であると考えられる。結
果について，随時報告して行きたいと考えている。
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（総説）

DAG プロジェクトの実際

佐藤 佑介

東京医科歯科大学大学院高齢者歯科学分野

Journal of Prosthetic Dentistry の annual review of selected scientific literature には、歯科
臨床全般における吟味された最新の論文が毎年レビューされる。２０１３年度版の補綴領域のカテゴリ
では、義歯安定剤の効果に関する一つのランダム化比較試験が取り上げられた。義歯安定剤についての
研究は、被験者が少ない、コントロール群の設定がない、盲検化がされていないなどの理由のために、
いわゆるエビデンスレベルの低いものが多く、効果や効能には未だ不明瞭な点が多い。 補綴治療の臨床
試験においてバイアスを除去するのは常に困難な課題だが、義歯安定剤は基本的に患者が自宅で使用す
る製品なので特にその傾向が強い。DAG プロジェクトでは、義歯安定剤を短期間使用したときの効果につ
いてレベルの高いエビデンスを得るために、多施設共同ランダム化並行群間比較試験が計画された。介
入群には一般的な義歯安定剤としてクリームタイプとパウダータイプの２種類を、対照群として生理食
塩水を用いた。アウトカムとして、機器を用いた義歯機能の客観的評価および、自記式調査票を用いた
主観的評価を測定した。

被験者
試験施設は、日本大学松戸歯学部、岩手医科大学、東北大学、東京医科歯科大学、鶴見大学、神奈川
歯科大学、大阪歯科大学、徳島大学、長崎大学、鹿児島大学の１０施設である。被験者は１０施設それ
ぞれ３０名ずつの計３００名とした。被験者は連続サンプリングとしてリクルートした。基準を満たす
患者についてコーディネーターが研究の説明を行い、同意を得られた患者をランダムに試験群と対照群
に割り付けた。同意を取れない場合は理由を記録した。ランダム化は試験統括センターで行われ、封筒
で各施設に配布された（図１）
。

盲検化
担当医が評価担当になると、担当医患者双方にバイアスが生じる可能性があるため、インフォームド
コンセント取得とスケジュール管理を担当するコーディネーター、口腔内および義歯の評価と機器診査
を担当する評価者は、それぞれ担当医以外の歯科医師とした。割り付け票を開封したコーディネーター
は患者が試験群、対照群のどの群に割り付けられたかを把握しているが、その情報は患者と評価者には
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知らされない。この盲検化は、補綴治療の臨床試験では一般的に実施が困難だが質の高いエビデンス獲
得には非常に重要である（図２）。

図１

センターで統括され各施設に送られた封筒によるランダム化

図２

コーディネーターと評価者の役割分担

実験のフロー
ランダムに割り付けられた試薬を３日間使用し、介入前後の主観的評価と客観的評価を行った。

D0：被験者の取り込み、インフォームドコンセントの取得を行い、コーディネーター、被験者、評価
者の都合に合わせて D1 の日程を決定する。患者基本情報、ベースラインの自記式調査票記入を行う。
D1：義歯および口腔内の評価、機器による口腔内湿潤状態、咀嚼能力および義歯機能の検査。
D4：介入後の自記式調査票記入、機器による口腔内湿潤状態、咀嚼能力および義歯機能検査。
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介入
リクルートされた被験者はランダムに割り付けられ、ポリグリップパウダー無添加（グラクソスミス
クライン）
、新ポリグリップ無添加（グラクソスミスクライン）
、生理食塩水（大塚製薬）のいずれかを
３日間使用した（図３）。どの群に割り付けられたかはコーディネーターのみが把握しており、対照群に
割り付けられた被験者は生理食塩水であることを隠蔽されたボトルを渡され、義歯安定剤と同様に義歯
粘膜面に振りかけて使用した。

図３

介入に用いた義歯安定剤と生理食塩水

評価
基本情報としての義歯および口腔内の評価には、日本補綴歯科学会が製作した診査用紙を使用し、義
歯の状態、適合、咬合などの評価を経験年数５年以上の補綴歯科医が行った。機器による口腔内湿潤状
態の評価には口腔水分計ムーカス（ライフ）を使用した。舌尖から１０mm の位置で５回測定した。D1 で
測定した際に極端に低い値（<20%）の患者は試験から除外した。客観的咀嚼能力は、咀嚼力判定ガム（ロ
ッテ）を１００回咀嚼した時のΔE を色彩測色系 CR-13（コニカミノルタ）を用いて測定した。咬合力測
定にはオクルーザルフォースメーターGM10（長野計器）を使用し、大臼歯部での最大咬合力および前歯
部での義歯離脱時咬合力をそれぞれ３回ずつ測定した。主観的評価として、満足度および咀嚼満足度に
関する自記式調査票（100mmVAS）、口腔関連 QOL 測定のための自記式調査票 OHIP-EDENT をそれぞれ用い
た。機器を用いた客観的評価および自記式調査票を用いた主観的評価は、それぞれ介入前後の D1 と D4
に行った。

DAG の実際
患者リクルート１８３人の時点で参加拒否は５７人、参加後のドロップアウトは７人であった。参加
拒否の主な理由としては、①日程が合わない、②使用するのが面倒、③気持ちが悪い、などが多かった。
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①については、D1、D4 の日程を被験者、コーディネーター、評価者間で揃える必要があることが、患者
にとっての負担になったと思われる。自分の治療中の患者にボランティアをお願いし、適当な日を選ん
で介入評価を行うというような実験系ならもっと患者の負担感は少なかったであろう。しかし、DAG では
コントロールされた実験系で高いエビデンスを獲得することを目的としているため、これは仕方ないこ
とだと思われる。②、③については、義歯安定剤を過去に使用したことのある患者が多く、その使用経
験が拒否感の理由になっていた。粉末タイプの義歯安定剤を均一に振りかける、クリームタイプの義歯
安定剤を余剰がないように過不足なく塗布する、使用後の粘着した義歯安定剤を義歯と口腔粘膜から除
去する、といった基本的な使用法を正しく行うことは高齢者にとっては意外に困難を伴うこともあるの
で注意が必要である。また、
「歯ぐきが変形してしまうから使用したくない」という理由の拒否もあった。
これはおそらく歯科医師の患者教育によるものだと思われる。確かにクッッションタイプ義歯安定剤の
不適切な使用により顎堤の吸収を惹起した症例は古く１９６０年代に報告されており、これらの製品を
不適合義歯に安易に使用するべきではない。しかし、今回 DAG で臨床試験を行っているいわゆる粘着タ
イプの義歯安定剤については、その使用と顎堤吸収との関連を示す報告は現在に至るまでない。義歯安
定剤の効果、副作用の有無についての情報は、いまだ歯科医師にとって不足している。
補綴治療の臨床試験において盲検化は一般的に困難を伴う。補綴装置の違いは歯科医師から見れば判
断が容易であり、A の介入は B の結果につながるのではないかという評価者の予想からバイアスが混入し
てしまう。このバイアスを避けるために、DAG ではコーディネーターと評価者を分けて試験が行われた。
ランダム化と結果の解析はセンターが統括し、各施設ではコーディネーターのみがその情報を知ること
とした。さらに、義歯安定剤の先行研究では対照群に義歯安定剤非使用群を設定していたが、DAG では生
理食塩水を偽薬として用いた。解釈に注意が必要になるが、偽薬群の設定は介入の真の効果がどれくら
いあるかを明らかにしてくれる。今回の DAG プロジェクトは、良好にコントロールされた大規模な RCT
で現場での遂行には困難が多かったが、この結果によって過去の研究では不明瞭だった義歯安定剤の効
果効能についての高いレベルのエビデンスが獲得されることが期待される。
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（総説）

「義歯安定剤のガイドライン作成のための研究成果と今後の課題」
—多施設無作為割付臨床試験の中間解析について—

木本克彦 1・林 幸男 1・星 憲幸 1・木本 統 2

１

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
２

日本大学松戸歯学部 有床義歯補綴学講座

（はじめに）
ドラックストアでは、クリームやパウダー状の義歯安定剤が販売されており、ホームケア材料として多くの消費が
認められているもの、その使用効果については未だ不明な点が多い１）。このようなことから、義歯安定剤の臨床的
なエビデンスを科学的に検証し、義歯安定剤のガイドラインを作成するため、日本義歯ケア学会のメンバーを中心
に義歯安定剤の効果（Efficacy）および効能（Effectiveness）に関する多施設無作為割付臨床試験（11 大学）を
2012 年にスタートした。 本臨床試験は現在も継続中であり、ここでは中間解析の結果について報告する。

（方法）
2012 年からスタートしたこの臨床試験は、2014 年までの３年間で 183 名の患者に対し参加呼びかけを行った。今
回、取り込み基準・除外基準に照らし合わせ（図１）
、研究参加に同意し臨床試験が終了した 96 名の被験者（男：
47 名、女 49 名）の解析を行った。 割付群は①クリーム状義歯安定剤を貼付群（Cream 群）
、②パウダータイプの
義歯安定剤貼付群（Powder 群）
、③何も貼付しない群（生理食塩水）
（Control 群）の３群を設定し、乱数表を用い
て行った（図２）
。その結果、クリーム群は 28 名、パウダー群は 32 名、コントロール群は 36 名の患者がランダム
に割付けられた（図２）
。主要評価項目は、患者の満足度（項目は、患者満足度・咬み心地・会話・清掃性・安定性・
維持・快適性・審美性）とし、3 群間での比較は分散分析を行い、統計的有意差が認められた場合 項目ごとに多
重比較を行った。また、副次評価項目は、主観的評価として ①咀嚼満足度（咬み具合・飲み込み具合）
・②口腔関
連 QOL、客観的評価として ①咀嚼能力・②咬合力・③義歯維持力・④口腔内湿潤について、同様の分析を行った。
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図１：被験者の取り込み基準と除外基準

図２：患者の割付け状況

（結果および考察）
被験者の割付について
被験者の基本情報として、年齢・性別・身長・体重・無歯顎期間・義歯の経験月数・製作回数・使用期間、被験者
の顎堤状態については、欠損部顎堤形態・粘膜性状・対合関係・異常習癖や嘔吐反射・小帯の位置・唾液の性状の
項目を抽出し、３群間の統計処理を行った。その結果、すべての項目に有意差はなく、均等に割付が行われている
ことが確認された（図 3）
。また、今回の被験者の顎堤状態については、欠損部の顎堤の高さは中等度、粘膜の性状
(被圧変位量や発赤など)は軽度、対向関係は小さな不調和（Angle Class I）
、習癖・嘔吐反射はなし、小帯・唾液
性状はほぼ性状であり、日本補綴歯科学会の難易度判定２）では、LeveII に相当した（図 4）
。
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図３：被験者の基本状況

図 4：顎堤診査の結果
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義歯安定剤の臨床効果
上下顎無歯顎患者に対して、義歯安定剤の介入を行った結果を図 5・6 に示す。
主要評価及び副次評価におけるすべての項目において、割付された３群間には有意な差はなく、義歯安定剤の臨床
的な効果は認められなかった。

図５：主観的評価による義歯安定剤の臨床効果

図６：客観的評価による義歯安定剤の臨床効果
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サブスケール分析（義歯リコール群と新義歯再製予定群の比較）
過去のランダム化比較試験 3）では、18 歳以上の適合の良い上下総義歯使用者（N=37）に対して、義歯安定剤を応
用した場合、咬合力が向上し、適合状態に特に問題のない症例において、義歯安定剤の効果があることが報告され
ている。今回の母集団 96 名の内訳を見ると、義歯リコール群（22 名）と義歯再製予定群（68 名）に大別されてい
たことから、
咀嚼満足度を用いて術前の義歯のクオリティーの違いによる義歯安定剤の効果について分析を行った。
その結果、豆腐・豆腐・かなぼこ・もやしなど比較的柔らかい食品についは、その効果は認めらないもの、あられ・
堅いせんべい・するめなどの比較的硬い食品においては、義歯リコール群で臨床的な効果が認められた（図 7）
。

図７：義歯安定剤使用後の義歯リコール群と新義歯再製予定群の比較

今回、サブスケール分析ではあるが過去の臨床報告を一部支持する興味ある知見が得られており、今後、義歯安
定剤の適用基準についても検討していく必要性が示唆された。

サンプルサイズの検証
本研究プロトコールにおいて、患者満足度（ＶＡＳ値）を主要評価項目として、先行研究のデータからサンプル
サイズを 1 施設 30 名（11 大学）の 330 名と設定している。現時点では、義歯安定剤の臨床的な効果は認められな
いことから、現時点でのパワー値を計算したところ、図８に示すようにいずれの項目においても 80％を切る結果と
なっている。そこで得られた各群の平均値と標準偏差（コントロール 58.7±33.5、パウダー69.1±28.4、クリーム
69.9±26.5）をもとにα=0.05, β=0.8 でサンプルサイズを再計算したところ 4）、主要検討項目において各群 113
合計 339 となった。
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図 8：主要評価項目におけるサンプルサイズとパワー計算

この結果はプロトコールにて設定したサンプルサイズ 330 名と大きな違いがなく、サンプルサイズの予測はほぼ正
しかったと考えられる。この結果は、引き続き本臨床試験を継続して行く事で問題ないことを示唆していると考え
る。

（まとめ）
長期に及ぶ臨床研究においては、その進行過程において中間解析がしばしば行われる。その目的は、試験途中であ
っても統計学的有意差が証明されれば、そこで臨床試験を終了することが出来るからである。すなわち、出来るだ
け少ない症例数（サンプルサイズ）で効果を証明できれば、患者の不利益を小さくし、術者側にとっても負担が少
ないという臨床試験を実施する上での基本的な考え方に基づいている。
本無作為割付け試験の中間解析においては、
被験者は均等にサンプリングが行われていることが確認されたものの、必要な症例数 つまり十分なサンプルサイ
ズには達しておらず、現時点では、総義歯患者に応用した義歯安定剤の臨床的な効果は認められていない。今後、
引き続き臨床試験の継続の必要性が示唆された解析結果となった。
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義歯安定剤のガイドライン製作のための研究課題と今後の展望

水口 俊介

東京医科歯科大学大学院高齢者歯科学分野

平成 23 年度に行われた歯科疾患実態調査

1）

をみると、全部床義歯装着者の割合は 75 歳以上で約

30%(28.8%)、80 歳以上で約 40%（42.7%）
、85 歳以上で約 50%（52.8%）と、非常に多くの高齢者が全部床
義歯を必要としていることがうかがえる．平成 17 年度に行われた同調査と並べて比較してみると、高い
割合にあることに変わりはないが、一見すると平成 23 年度のグラフの方が一回り小さくなっているよう
に見え、全部床義歯装着患者は減少しているような印象を受ける．
（図 1）しかし実際に減少しているの
であろうか．
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高齢社会白書
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1)

歯科疾患実態調査 より「平成 17 年度、23 年度総義歯装着患者の比較」

2）

によると、高齢者白書の高齢化の推移と将来の推計（図２）の解説にはこのように書

いてある．
「総人口が減少する中で高齢者が増加することにより高齢化率は上昇を続け、65 歳以上は平成 47（2035）
年に 33.4％で 3 人に 1 人となる。54（2042）年以降は高齢者人口が減少に転じても高齢化率は上昇を続
け、72（2060）年には 39.9％に達して、国民の約 2.5 人に 1 人が 65 歳以上の高齢者となる社会が到来す
ると推計されている。総人口に占める 75 歳以上人口の割合も上昇を続け（中略）平成 72（2060）年には
26.9％となり、4 人に 1 人が 75 歳以上の高齢者となると推計されている。
」
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高齢者が増え続けることは、全部床義歯装着患者も増え続けることにつながり、しばらくは減らない
ものと考えられるのではないだろうか．

図２

高齢社会白書 2)より「高齢化の推移と将来推計」

義歯安定剤使用者の割合
Coates3)は、無歯顎患者 146 名を対象に、義歯安定剤の使用状況についての調査を行った．これによる
と安定剤の使用状況は、①安定剤を全く使わないグループ、②安定剤を使った経験があるグループ、③
安定剤を使っているグループの 3 グループに分けられるとしており、それぞれのグループの割合は、①
67.1%②26.0%③6.9%であった．このことから安定剤の使用経験者は②と③を合わせた 32.9%に及んでおり、
日常的に義歯安定剤を使用している患者は、それほど少なくないことがうかがえる．
さらにこの研究では、各グループにおける理由についてのアンケート調査も行なっている．
①では「義歯の管理がよく全く必要としない（77.6%）」が最も多く、次いで「安定剤の存在を知らな
かった（30.1%）」であった．義歯自体に問題がなく、必要としないことは非常に好ましいことであるが、
一方で、義歯安定剤の存在自体を知らない患者の割合が意外に多く、歯科医師が適切な情報を発信して
いかなければならないことが示唆される．
②③では、
「適合を上げるため」という理由で安定剤を使用していることが最も多く（75%）
、適合に対
する不安を解決するために義歯安定剤を使用しているようだ．
我が国の義歯安定剤市場は現在 120 億円規模とも言われており 4)、いかに多くの患者が義歯安定剤へ期
待を寄せているかがうかがえる．
患者が期待するもの、歯科医師が期待するもの
De Lucena5)は、同一の義歯に対する患者の評価と歯科医師の評価の間に、相関関係はみられなかった
としており、患者と歯科医師の間では、思い描く「期待」に対する考え方が根本的に異なることが示唆
されている．
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Donovan6）によると、とりわけ適合のよい義歯に限り以下の項目に対する義歯安定剤の使用は好意的に
受け止められつつあるようだ．
（１）支持組織が解剖学的に好ましくない時
（２）患者の神経筋機構が損傷している時
（３）傷ついた軟組織にクッションや潤滑を必要とする時
（４）義歯の下に食物が入り込んでほしくない時
（５）維持や安定に対する期待が高く、身体的、精神的なサポートが必要な時
適合のよい義歯に限っていえば、補綴的介入だけでは対応できないこれら諸問題に対して、安定剤を
使用することは、必ずしも悪いことではないのかもしれない．

義歯安定剤のこれまでとこれから
義歯安定剤使用者に出会うことは少なくない 3)にもかかわらず、卒前教育や卒後教育において安定剤の
教育が行われることはないため 4)、その効果や取り扱いについての正しい知識を得る機会は非常に少ない．
過去の研究から、現在までに何がわかっているのか、そして何がわかっていないのかについて、
「維持・
安定」
「咀嚼能力」「口腔関連 QoL」
「除去・清掃」の 4 つの項目について述べる．

維持・安定について
Munoz7)は適合の良好な上下総義歯を装着している被検者に対し、３種類の安定剤をそれぞれ用いた場
合と、安定剤を用いなかった場合の維持安定を、義歯に直接触れ維持を計測する Kapur の方法 8)を用いて
評価し、安定剤を用いなかった場合に比べて、すべての安定剤適用群で維持安定が有意に向上する結果
を得ている．また Pradies９）は、上下全部床義歯新製後 4 週間経過した患者に対し、2 種類の安定剤をラ
ンダムに割り付け、クロスオーバーデザインの比較試験によって評価を行なった．このとき、維持安定
はナソメーターとダイナモメーターを用いて評価している．結果をみてみると、安定剤を使用している
場合と使用していない場合では、安定剤を使用している場合の方が、有意に維持が向上し、また安定剤
の種類による維持の差はみられなかった．
義歯安定剤の使用により維持安定が向上することは多数報告されており

10）

、多くの研究者の間で意見

が一致するところである．しかし、研究の質という点では、十分に良好なものが多く存在するとは言え
ない．過去の研究を振り返ると、例えば上顎しか評価していないものや、コントロールが設定されてい
ないもの、安定剤適用後、同日にすぐ評価するというような短期間の研究がほとんどである．エビデン
スを確立するための根拠となる質の高い研究や、長期使用による影響を調査することが求められる．

咀嚼能力について
義歯安定剤を用いた研究において、咀嚼能力に着目し評価した研究は、維持安定に着目し評価した研
究に比べると少ない 10)．
Fujimori11)は最大咬合力の計測と篩分法を用いて、義歯安定剤の使用の有無における咀嚼能力の違い
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について報告している．さらにこの研究では、被験者の顎堤条件の評価も行なっており、顎堤条件の違
いに対する義歯安定剤の影響についても考察している．最大咬合力の計測では、顎堤条件に関わらず義
歯安定剤使用群が有意に高い結果となったが、篩分法では顎堤条件が良好な場合、義歯安定剤の使用に
よる咀嚼能力の向上はみられなかったものの、顎堤条件が不良な場合において、義歯安定剤使用群に有
意な咀嚼能力の向上を認めた．
De Oliveira Junior12）は、2 種類の安定剤を 15 日間ずつ使用するクロスオーバーデザインの比較試験
を用いて、安定剤の有無、種類における咀嚼能力の違いを、アーモンド咀嚼による篩分法により計測し
た．安定剤使用時咀嚼能力は、いずれの安定剤を使用した場合でも安定剤を使用していない場合に比べ、
咀嚼能力は高かった．一方、安定剤の種類の違いによる差は見られなかったとしている（図３）
．安定剤
使用により咀嚼能力が向上することは、Fujimori の研究結果と一致しているところであるが、この研究
では被検者の口腔内に関する情報がなく、顎堤条件による被験者の分類はしていない．
義歯安定剤を使用することで咀嚼能力が向上するとした報告は確かにあるが、Felton10）は咀嚼能力に
ついては充分なエビデンスが揃えられていないとしている．咀嚼能力は篩分法で評価する粉砕能力にか
ぎらず、混合力、剪断力といった要因が絡み合う概念である

13)

．咀嚼能力における様々な要因への影響

を明らかにしていく必要がある．
＊
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2 種類の義歯安定剤の使用前後における咀嚼能力の値(De Oliveira Junior ら 14)より)

口腔関連 QoL(OHRQoL)について
Nicolas14)は、新義歯装着患者 143 名のうち、３ヶ月間の調整期間を経過してもなお OHRQoL が向上しな
い患者 14 名を対象に、6 ヶ月間義歯安定剤を使用させ、OHRQoL 及び咀嚼能力がどのように変化するのか
を観察している．OHRQoL は、安定剤の使用により使用する前と比べ有意に改善したが、一方で咀嚼能力
の変化は観測できなかったとしている．咀嚼能力の変化がみられないにもかかわらず、OHRQoL が向上し
たとする結果は非常に興味深いものであるが、この研究では被検者数が極めて少なく、また著者も pilot
study としていることから、今後の報告が待たれるところである．なお本研究は、義歯安定剤における介
入研究の実施期間としては、最長の期間行われた研究である 10）．
長期的な使用に関するエビデンスはいまだに確立されていない．有益な影響だけでなく有害な影響も
含め、長期的な影響を調べることが今後必要であると思われる．
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除去清掃について
義歯安定剤を使用する患者は、適量を守り、適切な使用方法で使用し、使用後はきれいに清掃できて
いるのだろうか．残念ながら義歯安定剤の使用に関する患者の能力を評価した研究はない

10）

．一方で、

異なる種類の安定剤を用いて除去のしやすさを比較した研究がある．
佐藤 15）は、上顎粘膜に付着したクリームタイプとジェルタイプの安定剤を、うがいやガーゼを用いて、
容易に除去できるのかを評価した．ジェルタイプはうがいのみで容易に除去が可能であったのに対し、
クリームタイプの安定剤はうがいだけではおろか、ガーゼやお湯を用いても除去が困難であったとして
いる．（図４）
*

＊: p<0.05
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異なる義歯安定剤で比較した除去のしやすさの比較(Sato ら 15)より)

このことから特にクリームタイプの義歯安定剤では、使用後の清掃に関して十分な患者指導を行うこ
とが必要であり、さらに取り残された安定剤は、細菌繁殖の温床として、二次的に全身へ影響を及ぼす
可能性があることも認識しなければならない．

今後の課題と義歯安定剤研究の展望
Felton により発表された義歯ケアのガイドライン 10）では、義歯安定剤に関する研究において「長期的
な影響の解明」と「義歯及び粘膜からの除去方法の探索」の２つを、今後の研究課題として挙げている．
過去を振り返ると、義歯安定剤の使用は歯科医師にとって好意的に受け止めるべき対象ではなかった．
しかし、必ずしも悪い面ばかりではないことが、近年明らかにされつつある．
歯科医師はまず、技術的に充分な義歯を提供し、装着後も定期的なメインテナンスを行うことで管理
することがすべての出発点となる．それでもなお、Donovan6）が挙げたような５つの項目に該当するよう
な、歯科医師の技術だけでは解決できないような問題が残ってしまう場合もある．そのような場合には、
義歯安定剤は良い補助になるのではないだろうか．
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当院義歯使用入院患者における口腔カンジダ菌に関する現状調
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(口演者に○印)

所

属

社会医療法人 若弘会 わかくさ竜間リハビリテーション病院 診療部

【はじめに】
当院は，亜急性・回復期・慢性期医療療養病
床病棟を有する 500 床のリハビリテーション病
院である．高齢中途障害患者における口腔ケア
の実施は，誤嚥性肺炎予防や口腔衛生管理を行
う上で非常に重要である．特に，口腔内常在菌，
中でもカンジダ菌は，疾患発症等による全身状
態の悪化や抵抗力の低下により増加し，症状が
進行すると疼痛を伴い，食事摂取困難となるこ
とも多く，ADL や QOL に大きな影響を及ぼす．
本研究では，当院義歯使用入院患者に対し，
カンジタ菌検出簡易試験液（ストマスタット®）
を用いて口腔カンジダ菌の現状調査を行い，良
好な義歯ケアに関する検討を行った．
【対象および方法】
対象は，当院入院患者のうち同意を得られた
総義歯あるいは部分床義歯を使用し，3 食経口
背摂取が可能な患者とした．これら対象患者を
病棟スタッフによる口腔ケアと歯科衛生士に
よる口腔ケアおよび口腔機能療法介入患者群
（以下，介入群），病棟スタッフによる口腔ケ
アのみで歯科衛生士は非介入患者群（以下，非
介入群），口腔衛生管理が自立している患者群
（以下，自立群）の 3 群に分類した．
方法は，カンジダ菌培養検査は，カンジダアル
ビカンスを主体とした真菌の検出を行うスト
マスタット検査を使用した．採取時間は朝食後
の口腔ケア 1 時間後とし，採取部位を上顎義歯
床内面と床下粘膜面の 2 箇所より行った．培養
方法は，恒温器（37℃）にて 24 時間培養した．
判定基準は陽性，疑陽性，陰性の 3 段階とした．
なお，本研究は当院倫理委員会の承認を得て行
った．その他調査項目として，口腔機能障害の
有無，歯科衛生士の介入の有無，聞き取りによ
る義歯使用年数，XYLITOL 咀嚼力判定ガム
（ロッテ社製）を使用した咀嚼力の判定と義歯
修理およびリライニングの実施の有無を調査
した．統計学的処理は，義歯床内面および床下
粘膜面のカンジダ菌の検出結果を目的変数と
し，調査項目を説明変数とした、二項ロジステ
ィック回帰分析を実施し，有意水準を 5％とし
検討を行った．

歯科

【結果】
1．ストマスタットにおける義歯床内面の陽性割
合は，自立群が最も多く，次いで歯科衛生士介
入群でした．また，床下粘膜面の陽性割合も同
様の結果であり，特に，自立群では，義歯修理
およびリライニングを実施していた患者に多
く，介入群では，口腔機能障害患者に多くみら
れた．
2．義歯修理およびリライニングを実施していた
患者は，全対象者の約 50％であり，3 群間にお
いて自立群では約 70％を占めていた．
3．義歯使用年数は，1 年以内と 10 年以上の長
期間の使用が多くみられた．
4．咀嚼力判定結果が 3 レベル未満の患者は，全
対象者の約 26％であり，これらのほとんどの対
象者において，ストマスタットにおける床下粘
膜面の陽性が認められた．
5．床下粘膜面のカンジダ陽性の有無には，義歯
修理およびリライニングの実施の有無と咀嚼力
判定結果の 2 つの項目に有意差が認められた．
【考察】
1．カンジダ菌への対応は，機械的清掃のみでは
限界があるため，今後義歯清掃方法を検討の必
要性があると考えられた．
2．統計学的処理の結果より，義歯修理およびリ
ライニングの実施や長期間の義歯使用は，義歯
床と比較し，特に床下粘膜面へのカンジダ菌の
定着率が高くなると考えられた．今後義歯修理
やリライニング方法および手技の検討が必要で
あると考えられた．
3．口腔ケアを実施する際は，衛生状態のみなら
ず，口腔機能障害の有無を含めた評価の実施が
必要であることがわかった．また義歯装着前後
の口腔諸器官への食塊形成や咀嚼運動時の機能
的運動に合わせた自浄能力を意図した口腔リハ
ビリテーションの実施が必要であることがわか
った．
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表

題

粉末タイプ義歯安定剤の床用レジンとの接合力の試験方法に

(サブタイトルも
入れて 40 字以内)

発 表 者

関する研究
○小関優作、加納

拓、黒木唯文、村田比呂司

(口演者に○印)

属

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科歯科補綴学分野

[緒言]
義歯安定剤は,不安定な義歯の機能改善を目的
としている.多くの安定剤は市販されているので
容易に入手でき,義歯患者自身によって使用され
ている.本剤は義歯粘着剤とホームリライナーに
分類できる.さらに義歯粘着剤は粉末タイプ,クリ
ームタイプ,テープタイプに分類できる.粉末タイ
プの義歯安定剤は,義歯床粘膜面にパウダーを均
等にふりかけ,湿潤にさせることで義歯の安定が
得られる.本剤と義歯床の材料である床用レジン
との接合力の評価には,引張前に材料に定歪を与
える試験方法や定荷重を与える試験方法が応用
されており,試験方法にさらなる検討が必要と考
えられる.そこで本研究では,接合力について本剤
の粘度との関係および試験方法による影響につ
いて検討した.
[材料および方法]
本実験では新ファストン(以下 SF, 成分:カラヤ
ガム等)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)を用いた.粉
液比(P/W)は 0.125, 0.250, 0.375, 0.500 とした. 義
歯床との接合力の測定は,ISO 10873 に準じた床
用レジン製の治具を装着した小型卓上試験機(EZ
Test / CE,島津製作所社製)を用いた.測定は 2 種
類の方法で行った.
測定方法 A は,引張前に材料に定歪を与える試
験方法で,接合間距離は 0.10, 0.25, 0.50, 1.00, 1.50,
2.00 mm の 6 種類、引張速度 5 mm/分にて最大接
合力を測定した.測定方法 B は引張前に材料に定
荷重を与える試験方法で，ISO 10873 に準じ,圧
着速度 5 mm/分，9.8 ± 0.2 N の荷重で圧着し,30
秒間保持したのち,引張速度 5 mm/分にて最大接
合力を算出した.各材料 5 回ずつ計測した.粉液比
と接合力,および粘度と接合力との間の関係につ
いて回帰分析を行った.

引張前に材料に定歪を与える測定方法 A では，
SF
の方が PP に比べ高い接合力を示した.また粉液比
が高いほど,すなわち粘度が高いほど義歯床への
接合力は増加傾向であった.反対に引張前に材料
に定荷重を与える測定方法 B では, SF に比べ PP
の方が高い接合力を示した(図).すなわち粘度が
低い材料ほど義歯床への接合力が高くなる傾向が
認められた.これは低粘度になるにつれてレジン
プレート間の距離が減少し,その結果,接合力が高
い値を示す傾向になったものと考えられる.
[結論]
粉末タイプ義歯安定剤の床用レジンに対する接
合力は,引張前の定歪および定荷重の負荷方法の
違いにより,算出される値が大きく異なることが
示唆された.義歯安定剤を使用する義歯使用患者の
中には,必要以上の量を使用する場合がある.その結
果,義歯安定剤の層は厚くなり,接合力は低下する.
適切な使用をした場合は,材料は義歯床粘膜面に薄
く均一に広がるため,接合力の臨床的評価には現在
の ISO 規格である定荷重による測定方法 B に加え,
定歪を与える測定方法 A も検討する必要があると考
えられる.

40000

Adhesion strength (Pa)

所

[結果と考察]
図
粉液比と粘度との関係は,SF はすべての粉液比
で,PP に比べ高い粘度を示した.また各材料とも粉
液比と粘度との間には正の相関関係が認められ
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表

題

義歯安定剤および口腔保湿剤の選択基準：材料学的見地から

(サブタイトルも
入れて 40 字以内)

発 表 者

◯藤本けい子，南 憲一，本田

剛，後藤崇晴，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．背景と目的
超高齢社会の到来に伴い，口腔乾燥症と診
断される患者が増加している．口腔乾燥へ
の対応は，対症療法として口腔保湿剤がよ
く使用されている．また，高齢者は有床義
歯使用の頻度も高く，義歯使用者は義歯の
適合が良好であっても口腔乾燥のために義
歯の維持力が低下することもある．このよ
うな症例にも口腔保湿剤の使用は有効であ
るが，口腔保湿剤を使用してもあまり効果
が得られない場合には義歯安定剤を併用せ
ざるを得ないことも多い．さらに，義歯安
定剤の使用により，通院困難な患者の義歯
による機能回復を在宅で行える可能性もあ
る．一方，義歯安定剤や口腔保湿剤は多く
の製品が市販されているが，選択基準とな
るような指針は示されていない．
本研究では，義歯安定剤および口腔保湿剤
の選択基準を提示することを目的とし，こ
れらの材料学的性質を食品物性値でよく用
いられている硬さ，凝集性，付着性をもと
に検討した．

c

等量の試料を擬似粘膜面に置き，直径 16
mm の円筒形プランジャーを 1 mm/sec の速
度で測定試料の当初の高さの 50%の深さまで
2 回圧縮し，得られた応力曲線より硬さ，凝
集性，付着性を算出した．テクスチャー測定
は 10 回ずつ行い，10 回の平均値を代表値と
した．
Ⅲ．結果と考察
本研究結果より，同じ分類に属する試料で
も硬さ，付着性の値は大きく異なることが分
かった．凝集性は分類内での差はあまり認め
られなかった．口腔保湿剤では付着性が高い
ほど口腔内にとどまりやすく，義歯安定剤で
は付着性が低いほど口腔内に残留しにくい
ことから製品のタイプだけでなく，口腔環境
も考慮して製品を選択する必要があると考
えられた．

Ⅱ．材料と方法
１．試料
義歯安定剤 8 種（クリームタイプ 3 種，ク
ッションタイプ 5 種）と口腔保湿剤ジェル
タイプ 7 種を用いた．
２．硬さ，凝集性，付着性の計測
試料の材料学性質をクリープメータ
a
（RE2-3305B，山電，東京）を用い，テクス
チャープロファイル解析法をもとに硬さ，
凝集性，付着性について数値化した．この b
c
方法は一定距離感を等速で往復運動し，硬
さ，凝集性，付着性などを測定する方法で
ある（図）．
直径 18mm のガラス製シャーレの底に厚
[N]
a
さ 3 mm のシリコーン印象材（ジーシーエ
荷
クザミックスファインインジェクション）
重
を敷き，その上にコラーゲンⅠ型をコート
H
量
b
A1
A2
したセルデスク（住友ベークライト株式会
0
社，セルデスク LF）を置いて，擬似粘膜と
B
した．
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[N]
a

荷
重
量

b

H
A1

c

0

[N]

テクスチャープロファ

硬さ[Pa] = H/(プラン

荷
重
量

凝集性 = (A2の面積

H
A1

0

付着性[J/m2] = (Bの

A2
B

a：プランジャー

b：シャーレ

時間

テクスチャープロファイル分析法
硬さ[Pa] = H/(プランジャー断面積)

凝集性 = (A2の面積) / ( A1の面積)
付着性[J/m2] = (Bの面積)
a：プランジャー

b：シャーレ

時間

B

c：擬似粘膜

c：擬似粘膜
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題

クリームタイプ義歯安定剤の粘度におよぼす環境溶液の影響

(サブタイトルも
入れて 40 字以内)

発 表 者

○秋葉徳寿，谷本裕之，水野 茜，水口俊介

(口演者に○印)

所

属

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科高齢者歯科学分野

1．緒 言
義歯から逸脱した義歯安定剤を誤飲し，回腸
内で停滞したことでイレウスを発症した症例
が報告されている． 1) 腹腔鏡下手術にて摘出
された異物の大きさは35×30×16㎜大であり，
腸管の蠕動運動が低下した高齢者では単回で
の誤飲だけでなく，複数回にわたる誤飲で材料
が停滞した可能性も考えられる．さらに，義歯
安定剤の使用によって，胃透視施行時に造影剤
であるバリウムの粘度が通常と異なり，検査に
支障があったとする報告もみられる．2) これら
はすべて医科からの報告であり，義歯安定剤の
性状に関して胃酸を含む環境溶液の影響を検
討したものはみられない．
超高齢社会を背景に，通常は消化管を通過し
て排泄される歯科関連材料が，消化管内に停滞
し重篤な合併症を生じる可能性もある．本研究
では，消化管内に流入したクリームタイプ義歯
安定剤が，胃液環境下でどのような粘度変化を
示すかを検討した．

3．結果
クリームタイプ義歯安定剤は，通常の胃酸を
想定した人工胃液Aと比較し，胃酸分泌が抑制
された状態を想定した人工胃液Bで顕著に粘度
が高かった．

4．考察
義歯安定剤の増粘成分であるカルボキシメチ
ルセルロースナトリウム（Na-CMC）が，酸によ
る影響を受けてH-CMCとなったため，人工胃液A
2．材料と方法
に溶解した義歯安定剤の溶液では，粘度が低下
2.1. 人工胃液
したと考えられる．
第14回改正日本薬局方崩壊試験法第1液に準
この結果から，通常の胃液環境下では，誤飲
じ，pHの異なる2種類の人工胃液を調整した．
した義歯安定剤の粘度が低下するため，問題と
人工胃液A：塩化ナトリウム2gに塩酸７ml，
ならない．しかし，胃液の分泌が抑制された状
精製水を加え1000mlに調整（pH1.2，37℃保存） 態では，誤飲した義歯安定剤の粘度は低下せず，
人工胃液B：塩化ナトリウム2gに精製水を加
胃内容物とゲルを形成する可能性がある．形成
え1000mlに調整（pH6，37℃保存）
されたゲルは，胃透視施行時に支障があったこ
なお，人工胃液Bは，プロトンポンプ阻害薬
とから，消化管の通過に支障がでることが考え
（PPI）などの制酸薬を服用中で胃酸の分泌が られる．
抑制されている場合を想定した．
とくに胃液の分泌が抑制されている義歯装着
者では，クリームタイプ義歯安定剤の過剰使用
2.2．粘度測定
に注意が必要であり，適切な使用方法の指導が
クリームタイプ義歯安定剤には新ポリグリ
望まれる．
ップ無添加（グラクソスミスクライン）を使用
し，各人工胃液に5%となるよう撹拌溶解させた 5．文献
ものを粘度測定に供した．
1) 津田一郎ら．腹腔鏡補助下に解除した義歯安
回転式粘度計では，回転子の撹拌によって構造
定剤誤飲によるイレウスの1例．北海道外科
粘度に影響することが考慮されたため，粘度測
雑誌58(1):36-9,2013．
定には音叉型振動式粘度計（SV-10A，エー・ア 2) 本多一磨ら．胃透視時のバリウムに影響を及
ンド・デイ）を使用した．粘度の評価には，数
ぼす入れ歯安定剤の検証と対策．陶生医報
値が安定した 5 分後の測定値を用いた．
29:51-4,2014.
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題

義歯安定剤がヒト歯肉線維芽細胞に及ぼす影響

(サブタイトルも
入れて 40 字以内)

発 表 者

○山田真緒、高瀬一馬、黒木唯文、村田比呂司

(口演者に○印)

所

属

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
現在超高齢社会を迎え，義歯装着患者は増加
している．さらにその中で義歯不適合を訴え，
義歯装着時に義歯安定剤を使用する患者も少
なくない．義歯安定剤の使用は年々増加傾向に
あり，今後さらに増加していくと考えられる．
これまで義歯安定剤の物性に関する研究 1)
は比較的多くみられるが，生体適合性に関する
研究はあまり報告されていない．そこで本研究
では，市販義歯安定剤の生体適合性について比
較検討した．
２．材料と方法
本研究では，義歯安定剤 6 種類(粉末タイプ
A，B，クリームタイプ C，D，クッションタイ
プ E，F)，口腔湿潤剤 G，H，ティッシュコン
ディショナーI を使用した．
インプラント治療の際に得たヒト歯肉線維
芽細胞(長崎大学大学院医歯薬学総合研究科倫
理委員会承認済み)を初代培養し，継代数 6～9
の株を使用した．24well のセルカルチャーイン
サート用デッシュに 5000 個/well にて HGFs を
播種し 24 時間培養した．その後，セルカルチ
ャーインサート内にそれぞれ 0.8ｇを入れ，さ
らに 24 時間培養した．粉末タイプの義歯安定
剤は粉：水＝1：4(ISO 規格）で使用した．
培養後の細胞は WST，ViaCount Assay の２通
りの方法で生体適合性を調べた．
統計処理は一元配置分散分析および Tukey’s
test を行った(p<0.05)．
３．結果
WST(図１)では細胞 A，B ともに，製品 F，
G，H で有意に生体適合性が低い結果となっ
た．
ViaCount assay(図２)では，細胞 A では，製
品 F，H で，細胞 B では，製品 F で有意に生体
適合性が低い結果となった．
４．考察
製品 F にはアルコールが含まれており，その
ため生体適合性が低かったと考えられる．
同じ試験法でも，細胞間で異なる結果となっ
たのは，それぞれの感受性が異なるためと考え
られる． 特に，WST ではテクニカルエラーに
よる差が生じたことも理由として考えられる．

WST は相対的評価であるのに対し， ViaCount
assay は絶対的評価であるため，測定者による差が
出にくいと考えられる．
クッションタイプの義歯安定剤は，特に，咬合高
径に影響を与えることからあまり推奨されていな
いが，生体適合性に関しては，タイプによってでは
なく，成分によって差が生じると考えられる．

５．まとめ
ティッシュコンディショナーより生体適合性が
低い義歯安定剤は，即時義歯症例では抜歯窩に直接
触れるため，このような症例では使用を控えるべき
と考えられる．
参考文献：
1)Jose F. Manes, Eduardo J. Selva, Alfonso De-Barutell,
Kheira Bouazza Comparison of the retention strengths of
three complete denture adhesives: An in vivo study ．Med
Oral Patol Oral Cir Bucal. 2011 Jan 1;16 (1):e132-6.
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表

題

部分床義歯装着者に対して義歯安定剤の使用効果を検討した予備的研究

(サブタイトルも
入れて 40 字以内)

発 表 者

○野村太郎，古屋純一，村上智彦，澤田 愛，小林琢也，近藤尚知

(口演者に○印)

所

属

岩手医科大学歯学部 補綴・インプラント学講座

Ⅰ．緒 言
超高齢社会を迎えた現在，高度な顎堤吸収や
口腔乾燥などの要因により，可撤性義歯の製作
が困難な患者が増加しており，このような症例
では，治療が適切に行われた場合でも，患者の
満足が得られない場合も少なくない．インプラ
ント義歯はその解決法の 1 つではあるが，解剖
学的条件や，全身健康状態，経済的条件等によ
って，その適応が難しい場合も多いと推察され
る．義歯安定剤は，このような難症例に対する
可撤性義歯の維持や安定を向上させ，患者の
QOL 改善に有効である可能性があると考えら
れる．これまでの義歯安定剤に関する研究は，
全部床義歯装着者を対象にしたものが多く 1,），
部分床義歯装着者に対する使用効果について
は不明な点も多い．そこで本研究では，部分床
義歯装着者を対象に義歯安定剤の使用が咀嚼
能力や患者満足度に及ぼす影響を検討した．

元々高い被験者はその改善度は少なかった．食
品混合能力は，改善傾向を示したものの義歯安
定剤使用の有無で大きな変化はみられなかっ
た．最大咬合力も，義歯安定剤の使用により増
加傾向を示したものの，元々咬合力が高い被験
者および著しく低い被験者は，その改善度少な
い傾向となった．これらの客観的評価項目の結
果から，義歯安定剤の使用により義歯の安定性
が向上したため，静的な状態で計測する最大咬
合力が向上したと考えられる．一方，混合能力
は義歯の安定性以外にも，舌の巧緻性や唾液分
泌量，咬合接触関係など種々の要因が影響して
いるため改善度が少なかったと推測された．

Ⅳ．まとめ
義歯安定剤の使用により，ほぼすべての調査
項目は改善傾向を示したが，その程度には複数
の因子が影響を及ぼす可能性が示唆された．
今後，被験者数を増やし顎堤吸収度，咬合接
Ⅱ．方 法
触状態，義歯の状態など義歯安定剤の効果的な
被験者は顎機能に問題を認めない 4 名の部分 使用に影響を及ぼす因子や，衛生面や顎堤への
床義歯装着者（平均年齢 75.5±6.9 歳）とした． 影響などの詳細を明らかにする必要があると考
初めに，咬合接触状態（Eichner の分類）
，使用 えられた．
中の義歯および口腔内の状態（日本補綴歯科学
会編）を診査した．義歯安定剤はクリームタイ
プ（新ポリグリップ無添加）を用い，1 日 1 回
貼付するように指示し，使用期間は，義歯製作
にかかる期間等を考慮して 4 週間とした．義歯
安定剤の使用前，使用 14 日目および 28 日目に
図 1 に示す評価項目の調査を行った．
Ⅲ．結果と考察
4 名の被験者の咬合接触状況は，B1 および
B3 がそれぞれ 1 名，C1 が 2 名であった．全て
図 1 主観的および客観的評価項目
の被験者の使用中の義歯は概ね良好な状態で
あった．形態的困難度は levelⅡ～Ⅲであった．
文 献
主観的評価項目である使用中義歯の満足度
1) Slaughter A, Katz RV, Grasso JE. Professional
および安定性は，義歯安定剤の使用により 14
attitudes toward denture adhesives: A Delphi
日目までに大きく増加し，その後はほとんど変
technique survey of academic prosthodontists. J
化しない傾向を示した．また，主観的評価が
Prosthet Dent 1999; 82: 80-89.
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表

題

アルジネート積層印象法の科学的根拠

(サブタイトルも
入れて 40 字以内)

発 表 者

二次印象材の材料学的特性および模型表層の性状に関する検討
○北村 彩，佐伯啓行，谷本安浩 1，寒河江登志朗 2，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，歯科生体材料学講座１，解剖学２

【目 的】
小部エックス線回析装置(PSPC- RINT- 2500アルジネート積層印象法における積層印象材 Micro X-ray- Diffractometer，Rigaku)を用い
の基本的な特性とそれから得られる模型の特 た．試験体表面の観察は走査型電子顕微鏡(日立走
査電子顕微鏡 S-3400N，HITACHI)を用いた．
性を４つの実験から検討した．
【材料および方法】
【結果および考察】
①アルジネート印象材(アルジエース Z，デン ①混水比が適正混水量の 1.5 倍量および 1.75 倍
ツプライ三金株式会社)7.5g，蒸留水(17.0± 量の時，弾性ひずみ・永久ひずみ共に JIS 規格
0.5℃)17ml(メーカー指定混水量：以下，標準 内であった．また，硬化時間の変化は，適正混
量)，25.5ml(メーカー指定混水量の 1.5 倍量： 水量の 1.5 倍量と 1.75 倍量において，初期硬化
以下，1.5 倍量)および 29.8ml(メーカー指定混 時間は JIS 規格内であり，混水比は物性に影響
水量の 1.75 倍量：以下，1.75 倍量)をそれぞれ を及ぼさないことが示唆された．また，自動練
練和した．練和方法は 2 種類．手練和(40 秒間)， 和器を使用することで，手練和と比べ硬化時間
自動練和(12 秒間)とした．硬化時間，永久ひず の短縮と弾性ひずみの減少が認められた．②一
み，弾性ひずみは JIS T 65051)に準じて測定し， 次印象に対する表面処理の違いが二次印象との
稠度も測定した．(n=10)②試験体は、アルジネ 接着強さに及ぼす影響は，各混水比において，
ート印象材と蒸留水を使って円柱形とした．練 接着剤（アルジボンド）の使用が，エアーブロ
和方法は，自動練和で行い，一次印象の混水比 ー，または火炎での焼成した状態よりも有意に
は標準量とした．一次印象面の表面処理方法は 強い接着力を示した．③アルジネート印象材の
3 種類とした(エアーブロー10 秒間・試料の表 離液現象の影響を受ける模型表面の性状を検討
面が一層白くなるまで表面を焼成・アルギン酸 するにあたり，二次印象の厚さは未知であるた
塩印象材用接着材(トクヤマ アルジボンド， め，厚さの同定をおこなった．アルジネート積
株式会社トクヤマデンタル，以下アルジボン 層印象法は，一次印象をトレーとして使うため，
ド))．二次印象の混水比は 3 種類とした(標準 二次印象時の印象材は薄く均一と考えられる．
量・1.5 倍量・1.75 倍量)．測定方法は，引張接 しかし結果から，部位により二次印象の厚さは
着試験を行った．(n=12)③上顎無歯顎模型（印 平均 0.45 ± 0.04mm から 0.80 ± 0.13mm
象採得用顎模型 G10-402K-QF，株式会社ニッ （平均値±SD）の値を示し，部位間での差異を
シン）を，既製トレー（アミトレーE，株式会 認めた．切歯乳頭部および左右犬歯相当部を結
社林歯科商店）を用いて積層印象採得を行い二 ぶ線と正中線の交差点の二次印象の厚さは，他
次印象の厚さを測定した．測定点は 5 箇所(切 の部位と比較して有意に薄いことを認めた．④
歯乳頭・左右犬歯相当部を結ぶ線と正中線の交 表面粗さ(Ra，Ry，Rz)，微細構造の観察，また
差点・正中線上の口蓋小窩から 2cm 前方の点・ 模型表面の定性分析を行った結果，二次印象の
左右犬歯相当部・左右第一大臼歯相当部)．印 厚さが 0.8mm を保持すれば，単一印象の表面
象採得は日本大学松戸歯学部付属病院補綴科 性状と同様な表面性状を保てることが示唆され
に所属する医員 7 名で各 4 回行った．④積層印 た．
象を行い，硬石膏(ニュープラストーン，株式
会社ジーシー)を用いて石膏模型を作製した． 【参考文献】
二次印象の厚さは 3 種類(0.4mm，0.6mm， 1) 日本工業標準調査会 (2005) 歯科用アルギ
0.8mm)．対照試験体は，単一印象後，硬石膏
ン酸塩印象材．JIS T 6505 日本規格協会，
で模型を作製した．表面粗さを測定した．走査
東京.
型 レ ー ザ ー 顕 微 鏡 (LEXT OLS3500 ，
OLYMPUS)を用いて Ra・Ry・Rz を算出した．
試験体表面の定性分析を行った． PSPC 型微 34
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表

題

咬合採得用リムを用いた無歯顎咬合採得：

(サブタイトルも
入れて 40 字以内)

発 表 者

咬合床の動揺から見た検討
○宮田圭輔，南 憲一，藤本けい子，本田 剛，後藤崇晴，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

１．背景と目的
全部床義歯の咬合採得は，人工歯排列の指標
を記録することであり，垂直的，水平的顎間関
係の記録が主となる．この咬合採得のエラーに
は，顎間関係の採得位置の問題と採得時の記録
の問題，つまり咬合床の動揺に起因する問題に
分けられ，それらが複合されて咬合採得のエラ
ーとなる．顎間関係の記録の手順は，上顎咬合
堤の仮想咬合平面を決定後，下顎咬合堤を軟化
し，所定の顎間関係を記録する．松本はこの手
順を容易にし，また記録した咬合位が適切かど
うかの確認作業も容易にするための，咬合採得
用リムを提案した．
本発表では，この概要と咬合採得用リムでの
採得時での咬合床の動揺を in vitro で検討し，
咬合採得用リムの有用性を報告する．

その結果，所定の位置に収まるに従って，
加速度の生じている時間は長くなる傾向にあ
り，加速度信号はある一定方向に収束する傾
向が見られ，左右的な加速度は小さくなった．
４．考察
咬合採得用リムによる咬合採得は，咬合堤を
軟化する量が少なくて済み，不均一な軟化によ
るエラーを防止できることが推察される．また，
咬合床の動揺がある一定方向に収束する傾向が
見られたことは，最終的な義歯の動揺を予測す
るには有効であると考えられた．さらに，左右
差が小さくなったことは，咬合採得時に最もエ
ラーが起こりやすい咬合床のローリング防止に
とっても有効であると考えられた．

２．咬合採得用リムを用いた咬合採得
咬合採得用リムは，長さ 26 mm，幅 6 mm，
厚さ 1 mm の金属プレート上に，直径 5 mm の
半球状の突起が３つ設置されたもので，下顎左
右咬合堤に付着される．金属リムが接触する左
右６点の上顎咬合堤をわずかに軟化し，軽くタ
ッピングを行わせ，設定する咬合位になるまで
繰り返し，咬合採得を行うものである．
３．In vitro における咬合床の動揺の測定
ソフト粘膜を付与した上下顎無歯顎模型（ニ
ッシン，G10-402K）上で標準的な咬合床を製
作し，それを標準的な位置関係で咬合器（松風，
プロアーチ IIIEG）に取り付けた．下顎咬合堤
上の標準的な位置に咬合採得用リムを付着し，
切歯指導釘と指導板の距離がほぼ 10 mm の高
さから上弓を自然落下させた．そのときに生じ
る下顎の動揺を前歯部に取り付けた３次元加
速度センサ(Endevco，Model 23)で測定した．
加速度センサの信号は，チャージ増幅器（小野
測器，CH1200, HPF: 0.3 Hz, LPF: 10 kHz）
で増幅後，16bit，20 kHz でデジタル化し，信
号分析を行った．

実験用模型
a:加速度センサ b:咬合採得用リム
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表

題

全部床義歯印象法が患者報告アウトカムに与える影響

(サブタイトルも
入れて 40 字以内)

発 表 者
(口演者に○印)

所

属

－無作為化比較試験による検討－
○城

彩実，金澤

東京医科歯科大学

学，佐藤佑介，秋葉徳寿，岩城麻衣子，水口俊介
大学院医歯学総合研究科

Ⅰ．諸言
全部床義歯製作において，教育では概形印象
と精密印象の 2 回に分けて印象採得を行う方法
が推奨されているが，臨床では技術の不足や費
用等の問題から概形印象のみで製作すること
が多いとされている．過去の無作為化比較試験
を行った主な研究は，いずれも従来法と簡便法
の比較である 1-4)．そのうち 1 つは印象法のみ
の比較も可能なデザインであるが，その他の研
究は印象法以外の要因も関与しており，現時点
で全部床義歯製作における精密印象に明確な
エビデンスはない．本研究は無作為化比較試験
によりその効果を検証することとした．帰無仮
説は，全部床義歯製作の下顎印象法において簡
便法と従来法の 2 群間で患者報告アウトカムに
差はないとした．

高齢者歯科学分野

査委員会の承認を得て行った．
（第 946 号）

Ⅲ．結果と考察
東京医科歯科大学歯学部附属病院義歯外来の
患者 29 名の適格性を評価し，選択基準に含ま
れ，かつ同意の得られた 27 名の参加者に対し介
入を開始した．割付けは ACP 分類を基に層別無
作為化を行った．3 名が病気のため離脱し，24
名の結果を解析した．患者満足度は従来法が簡
便法より有意に高かった(p=0.04)．また，その他
アウトカムに有意差は認められなかった．OHIP
に有意差が認められなかった事は，口腔関連
QoL の変化は短期間に表れにくいためだと考え
られる．
これらのことから，本研究の条件下では，コ
ンパウンドでの辺縁形成を伴うシリコーンによ
る精密印象で製作した義歯のほうが，アルジネ
Ⅱ．方法
ート 1 回法による印象で製作した義歯よりも患
全部床義歯の新製が必要な上下無歯顎患者 者満足度は高くなることが明らかになった．
を対象とし，無作為化クロスオーバー比較試験
（UMIN000009875）を行った．参加者を無作為 Ⅳ．文献
に従来法-簡便法群と簡便法-従来法群の 2 群に 1) Kawai Y. Do traditional techniques produce
better conventional complete dentures than
分けた．従来法-簡便法群とは 1 つ目の義歯を
simplified techniques?
従来法，2 つ目の義歯を簡便法の順序で製作し
J Dent. 2005 Sep;33(8):659-68.
た群を表し，簡便法-従来法群は，製作法の順
序が逆の群を表している．本研究では印象法の 2) Heydecke G. Simplified versus comprehensive
fabrication of complete dentures:patient ratings
みに焦点を当て，下顎印象の際に，簡便法はア
of denture satisfaction from a randomized
ルジネートによる 1 回の印象のみで，従来法は
crossover trial.
個人トレーを用いたコンパウンドでの辺縁形
Quintessence Int. 2008 Feb;39(2):107-16.
成を伴うシリコーンによる精密印象にて義歯
製作を行うと定義した．義歯装着後１ヶ月間に 3) Regis RR. A randomised trial of a simplified
method for complete denture fabrication:
4 回の調整を行い，自記式質問票による評価を
patient perception and quality.
行った．その後，１ヶ月間のウォッシュアウト
J Oral Rehabil. 2013 Jul;40(7):535-45.
期間を設け，もう一方の方法にて義歯を製作
し ， 同 様 に 評 価 を 行 っ た ． 評 価 項 目 は 4) Omar R. Influence of procedural variations
during the laboratory phase of complete
100mmVAS を 用 い た 患 者 満 足 度 と
denture fabrication on patient satisfaction and
OHIP-EDENT-J，食品摂取可能率とし，簡便法
denture quality.
と従来法に対して Wilcoxon の符号付順位検定
J Dent. 2013 Oct;41(10):852-60.
を行った．サンプルサイズは，患者満足度を主
要アウトカムとして先行研究を参考に算出し，
24 名と決定した．
尚，本研究は東京医科歯科大学歯学部倫理審
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表

題

義歯治療による口腔不快症状への影響の検討

(サブタイトルも
入れて 40 字以内)

発 表 者
(口演者に○印)

所

属

○星憲幸１），番家雅子１），木本統２），荒井祐輔１），斉田牧子１），林幸男１），河相安彦２），
木本克彦１）
１）
２）

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，
日本大学松戸歯学部 有床義歯補綴学講座

[目的]
近年，歯科受診の際に口腔乾燥感，灼熱感な
どに代表される口腔不快症状を訴える患者が
増加している．しかし，在まで対応は対処療法
を中心としたものであり，また，研究も疾患の
実態調査のものが多く十分に行われていない
状況である． 本研究では，口腔不快症状への
影響因子と義歯治療による効果を検討したの
で報告する．
[方法]
2000 年から 2009 年に神奈川歯科大学附属病
院に義歯治療を希望した患者のうち口腔不快
症状を自覚していた患者のうち本研究への同
意を得られた 48 名を対象に，年齢，性別，投
薬の有無の問診と共に，①口腔不快症状（5 項
目で，Q1:口腔乾燥感，Q2:灼熱感や痛み，Q3:
口腔違和感，Q4:嚥下違和感，Q5:舌違和感や痛
み）を numerical rating scale(NRS 法)を用いて 11
段階で数値化して評価．②口腔内症状（視診に
よる症状の有無）を６項目（舌発赤，舌潰瘍や
平滑化，舌苔，口蓋発赤や潰瘍，頬粘膜発赤や
潰瘍，口角びらん）で行い数値化して評価．③
唾液流出量測定は，a.)安静時唾液量測定：吐唾
法，b)刺激時唾液量測定：ガムテスト（Lotte
FREE ZONE，ロッテ）の２種類を測定．
患者の治療に際しては，補綴専門医により診査
診断の基に義歯の調整修理，または新製作を行
った． 以上の各検査に際しては，初診時と治
療終了時で Paried T 検定を，また各検査項目に
おいての影響因子の検討には重回帰分析を用
いた．なお，本研究は神奈川歯科大学倫理委員
会承認のもと行われた．

[結果]
今回の対象患者48名は，男性20名，女性28
名で，平均年齢65.0歳，投薬を受けていたのは
8.3％で，義歯新製作となったのは54.2％であ
った． また，各検査においては， ①口腔
不快症状は5項目全てにおいて初診時の訴え
が高く顕著な不快症状の自覚があった．しか
し，治療後においては全項目で有意に減少し
義歯治療による口腔不快症状の改善が認めら
れた（図）． ②口腔内症状は初診時において
1.98±2.23とほぼ2項目が認められる状態であ
ったが，治療後には有意に減少し（0.52±1.44）
義歯治療による口腔内症状の改善が認められ
た．③唾液流出量においては，a)安静時唾液量
は，初診時と治療後ともに基準値
（1.5ml/15min）を上回っていたが治療後は有
意に増加していた．
b)刺激時唾液量は，初診時と治療後ともに
基準値（10.0ml/10min）を上回っていたが，
治療後は有意に増加していた．
重回帰分析において，刺激時唾液流出量は
補綴治療により増加することが認められた．
これと関連する口腔不快症状項目の
Q1:口腔乾燥感において刺激時唾液流出量に
より改善することが認められた．
以上の結果より，補綴治療により特に刺激
時唾液流出量の増加が期待でき，その影響か
ら特に口腔乾燥感が改善され，更に補綴治療
により各口腔不快症状や口腔内症状も改善さ
れたことから，補綴治療は唾液流出量を増加
させる作用を伴うことで，口腔不快症状を改
善できる可能性が有ることを示唆した．
Initial examination
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After treatment
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表

題

義歯に関する質問票（Patients’ Denture Assessment）による

(サブタイトルも
入れて 40 字以内)

発 表 者

調整回数の予測
○駒ヶ嶺友梨子，金澤 学，佐々木好幸，尾澤絵美，水口俊介

(口演者に○印)

所

属

東京医科歯科大学

大学院医歯学総合研究科

緒言
我々は義歯装着者が義歯に対する主観的評
価 を 行 う 自 記 式 質 問 票 Patients’ Denture
Assessment（PDA）を作製した 1)．PDA は 22
の質問項目，
『機能』，
『下顎義歯』，
『上顎義歯』，
『期待度』，
『審美と発音』
，
『重要度』の 6 つの
ドメインから構成されている．本研究では，
PDA を用いて上下全部床義歯を新製する患者
の予後に関連する因子を探索することを目的
として，旧義歯に対する PDA の『重要度』を
除く 5 つのドメインの各スコアと新義歯装着
後の調整回数の関連性の検討を行った．
方法
2009 年 1 月から 2011 年 11 月の間に東京医
科歯科大学歯学部附属病院の第一総合診療室
において上下全部床義歯の新製を行い，本研究
の趣旨に同意した無歯顎患者 183 名（平均年齢
74.9 歳）から PDA の回答を得た．除外基準は
質問票の記入もれがみとめられた者，病気など
の理由で来院不可能になった者，旧義歯を使用
していない者，および下顎無歯顎歴が 1 年未満
の者とした．最終的に 107 名の被験者の回答を
解析した．また，新義歯製作は通法に従って製
作し，装着後は十分な調整を行い，装着後から
調整終了時までの調整回数を記録した．統計解
析は，目的変数に調整回数，説明変数に PDA
の５つのドメインと下顎顎堤状態と性別を用
いたロジスティック回帰分析（強制投入法）を
行った．調整回数については，5 回以下を 0，6
回以上を 1 とする 2 値変数とした．PDA のド
メインのスコアについては Z 変換によって標
準化した値の合計を算出し，下顎顎堤状態につ
いては，吸収の度合いによって 0 を良好，4 を
不良とする 5 値変数とした．なお，本研究は東
京医科歯科大学歯学部倫理承認委員会の承認
を得て行った．

高齢者歯科学分野

1.40，p＝0.012）
，および下顎顎堤状態（オッズ
比 1.70，p＝0.049）が有意な説明変数であった．
考察
今回の結果より，旧義歯での『機能』スコア
が低いと調整回数が 6 回以上となる確率が高く
なり，逆に，
『審美と発音』スコアが低いと同様
の確率は低くなる傾向がみとめられ．また，
「下
顎顎堤状態」が不良であるほど，調整回数 6 回
以上となる確率は高くなる傾向がみとめられ
た．
よって，審美と発音機能については，旧義歯
で問題があった場合に，新義歯において比較的
改善され易く，逆に痛みや摂食嚥下については，
旧義歯で問題があった場合に，新義歯において
改善が難しいことが示唆された．また，下顎顎
堤の吸収が大きいと新義歯の調整回数が多くな
ることが示唆された今回の結果は，過去の研究
結果 2),3)と同様であった．
以上より，術前の PDA のドメイン『機能』
と『審美と発音』から全部床義歯の調整回数が
予測可能である事が示唆された．
参考文献
1). Komagamine Y, Kanazawa M, Kaiba Y, Sato Y,
Minakuchi S. Reliability and validity of a
questionnaire for self-assessment of complete
dentures. BMC Oral Health. 2014 2;14:45.
2). Fenlon MR, Sherriff M. An investigation of
factors influencing patients' satisfaction with new
complete dentures using structural equation
modelling. J Dent. 2008;36:427-434.
3). Yamaga E, Sato Y, Minakuchi S. A structural
equation model relating oral condition, denture
quality, chewing ability, satisfaction, and oral
health-related quality of life in complete denture
wearers. J Dent. 2013;41:710-717.

結果
ロジスティック回帰分析の結果，説明変数の
うち，PDA のドメインである『機能』
（オッズ
比 0.68, p＝0.000），
『審美と発音』（オッズ比
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日本義歯ケア学会会則
（名称）
第１条 本会は日本義歯ケア学会(The Japan Denture Care Society)と称する。
（目的）
第２条 本会は義歯および義歯ケア全般に関して広く研究し、国民の歯科医療、保健、福祉の貢
献および会員の知識の向上を目的とする。
（会員）
第３条 1)本会の会員は、本会の目的に賛同するものをもって構成する。
(1)正会員：本会の目的に賛同し、入会を希望するものとする。
(2)賛助会員：本会の目的に賛同してこれを援助する個人または団体とする。
(3)名誉会員：本会に対し特に功績のあった者で、総会で推薦された者とする。但し名誉
会員は会費を要しない。
2)本会に入会を希望する者は所定の申込書に必要事項を記入し、入会金および会費を添え
理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
3)会費を継続して3年以上滞納したとき、理事会の議を経て総会の承認後退会とする。
（役員）
第４条 1)本会に次の役員を置く。
理事長１名
副理事長（会長）１名
理事若干名
幹事若干名
2)理事長および理事は理事会を組織し、本会の目的達成のための必要事項を審議、企画
および処理を行う。学術大会大会長ならびに次期学術大会大会長は理事として理事会
に出席する。
3)理事長は理事会でこれを推薦し、総会において選出する。副理事長、理事は理事会に
おいて適当と認められ、総会で承認を得たものとする。幹事は理事会の推薦により理
事長が任命し、職務を委嘱する。
4)役員の任期は２年とする。但し、再任を妨げない。
（会計）
第５条 1)本会の事業年度は４月１日より翌年３月３１日とする。
2)本会の経費は、入会金、会費、賛助会費、寄付金、その他で支弁する。その収支は総
会において報告し承認を得るものとする。
3)会費は別に定める。
4)会計は担当の理事及び幹事が行う。
（事業）
第６条 1)本会は毎年１回の総会と１回以上の学術講演会を行う。但し理事長が必要と認めた場
合、または理事の３分の１以上からの請求があったときは、これを招集しなければなら
ない。
2)定期の総会は次の事項を審議する。
(1)理事長、副理事長及び理事の選出
(2)前年度の事業並びに会計報告
(3)当該年度の事業計画並びに予算
3)本会は各種委員会を理事会の承認のもとで設置することができる。
4)本会は会誌などの刊行を行う。
5)本会は表彰事業を行う。
表彰事業規定を別に定める。
6)本会は認定医、認定士およびマイスター等による専門知識と技術の普及を行う。
認定医、認定士およびマイスターの認定制度規程および認定制度委員会規程について
は別に定める。
7)その他理事長または理事会で必要と認めた事項
(事務局)
第７条 事務局は理事長がこれを定める。

（会則の変更）
第８条 本会会則の改廃は理事会の審議を受け、総会の決議により行う。
附則
・本会則は平成２０年４月１日より施行する。
・平成２５年１月２７日改正
・平成２６年１月１２日改正
・平成２７年１月２４日改正

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

（趣 旨）
第１条

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

（目 的）
第２条

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

Society Award）を設ける。
（種 類）
第３条

学会優秀賞の種類は、次のとおりとする。

（１）

優秀学会賞

（２）

優秀奨励賞

（３）

優秀口演賞

（４）

優秀ポスター賞

（資 格）
第４条
（１）

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

（２）

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

（３）

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

第５条

各賞の対象者は、次の各号に該当する者とする。

（１） 優秀学会賞は、応募年度において、４０歳以上の者とする。
（２） 優秀奨励賞は、当該論文の筆頭者で、応募年度において、３９歳以下の者とする。
（３） 前各号の賞においては、応募年度を含め３年以上継続して本会会員である者とする。
（４） 優秀口演賞並びに優秀ポスター賞は、本会学術大会において､口演並びにポスター
による発表者とする。
（５） 前号の賞においては、発表時において本会会員である者とする。

（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、27 年度）
理事長
副理事長
理 事

特任理事
幹

事

：濱田 泰三
：水口 俊介
：市川 哲雄
岡崎 定司
近藤 尚知
貞森 紳丞
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

（東北大学）
（東京医科歯科大学）
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（鹿児島大学）
（長崎大学)
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（東京医科歯科大学）
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