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大会長挨拶
佐藤裕二
（昭和大学歯学部高齢者歯科学講座）
河相理事長はじめ，理事の先生方，本学会の諸先生方のご高配を賜り，第 13 回学術
大会を昭和大学歯学部高齢者歯科学講座で担当させていただくことを厚くお礼申し上
げます。
1 年前の 12 回学術大会の際にご指名を受け，準備を進めて参りました。その時点で
は新型コロナウィルスの影響がこれほどまでに拡大するとは思っていませんでしたの
で，通常開催の準備を行っておりました。しかしながら，事態は深刻化し，2020 年 10
月の時点で WEB 開催への変更を理事会でお認めいただきました。しかし，何分，経験不
足で戸惑っておりました。業者をいれると 25 万円ぐらいが必要となり，こぢんまりと
した本学会では例年並みの当日会費では赤字になります。また，当日会費 1000 円を集
めるためにはかなりの費用がかかります。そこで理事の方々からいろいろなご意見をい
ただき，参加費無料で全会員が参加できるようにし，賛助会員からの協賛金と学会本部
からの補助金のみで行うこととしました。また運営も教室員だけによる手作り感満載の
学術大会としました。なお，スポンサードセミナーを行うことで，赤字も防ぐようにし
ました。慣れない素人集団ですから，トラブルも予想されますが，笑い話としてお許し
ください。
今回は「理事長講演」を設定し，河相理事長に「思いの丈」を熱く語っていただく場
を作りました。また特別講演として，40 年の臨床経験の集大成を米山武義先生に語っ
ていただきます。おおいに刺激を受けてもらえると思います。
この 1 年間の学術大会を見ていると，一般口演が「誌上発表」や「e-Poster」となり，
若い人たちが口演するチャンスがなくなりました。本学術大会では，ビデオ収録ですが，
一般会員が口頭発表するチャンスを作りました。しかし，開けてみると，超ベテランの
先生方の特別講演並の発表が続く状況になり，非常に内容の濃い一般口演となりました。
ぜひお楽しみください。
WEB 開催になり，もっとも残念なのは，懇親会ができない点です。多くの方々と膝を
つきあわせて懇親できる日が待ち遠しいです。次回以降を楽しみにしています。
最後に，学術大会の開催にご協力いただいた賛助会員各位に感謝するとともに，学術
大会の運営に全力で取り組んでくれた古屋実行委員長をはじめとする講座のスタッフ
を誇りに思います。
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佐藤裕二（昭和大）
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閉会式
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大会事務局
昭和大学歯学部 高齢者歯科学講座
〒145-8515 東京都大田区北千束 2－1－1
TEL/ FAX：03-5498-1964
E-mail：geria@dent.showa-u.ac.jp
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学術大会参加の皆様へ
1.

日本義歯ケア学会会員は無料，非会員は入会が必要（入会金1000円，2021年度年会費3000
円)です．

2.

発表ならびに講演中のビデオ・写真撮影は，発表者の著作権保護のため禁止致しており
ます．なお，特別な事由がある場合は大会長に申し込んでください．

3.

学会に参加するには、ZOOM アカウントを日本語氏名がわかるように変更後，下記のリ
ンクをクリックしてウェビナーに参加してください．
https://zoom.us/j/92776165459?pwd=THREd0VyQ0VIcVJ0MTNGeXFpNHBMQT09
パスコード，総務ZOOMリンクは会員に事前にメールされます．

発表される先生方へ
1.

発表日時・会場
令和3年2月28日（日）Web開催

2.



発表方法
口演発表：発表時間 7 分，質疑応答 3 分
ポスター発表はありません．
優秀口演発表を選定し，閉会式で発表します．
＊採否につきましては学会運営委員の協議により決定し，後日メールにてご連絡致し
ます．
＊演題数・スケジュール調整により発表時間が変更になる場合があります．
＊口演の提出用ビデオ等につきましては，演題採択時にお知らせいたします．
学会当日は、事前送付する「パネリスト専用のリンク」から，発表セッション開始の
10 分前にログインして下さい．それまでは，一般参加者としてログインしてくださ
い．
発表中（口演ビデオ放送中）および他の発表者の質疑応答中はカメラオフ，ミュート
に設定し，自分の質疑応答時のみカメラオン，マイクオンにして下さい．
進行，質問の選択は座長に一任し，座長からライブで口頭で質問を受けてから回答し
て下さい．口演がすべて終了しましたら1度退出していただき，一般参加者として
ウェビナーに再ログインをしてご参加をお願いいたします.



第 13 回学術大会はすべて口頭発表になり，7 分間の発表動画の事前収録と提出が必要
です．下記の注意事項に留意し，発表動画を締め切りまでに大会事務局までご提出下
さい．
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大会事務局では動作確認と動画の時間のみ確認致します．
音質や画質、内容は確認致しませんので、発表者が責任をもってご確認下さい．
COI と倫理委員会の承認については通例どおりご対応下さい．
動画の時間が長い場合には冒頭から 7 分間で終了しますのでご注意下さい．
事前提出締め切り：2 月 15 日(月) 17 時


提出方法：大容量ファイル転送サービス等を用いて事務局にご提出いただき，また，
下記までメールにて提出のご連絡をお願いします．



提出先：第 13 回日本義歯ケア学会学術大会事務局

geria@dent.showa-u.ac.jp

（担当：古屋純一）
※提出後：受け取り確認のメールを 3 日以内に返信致します．返信がない場合にはお
手数ですがお問い合わせ下さい．


動画事前収録について
動画は、Microsoft Powerpoint や Keynote 等のソフトを用いて発表音声を収録し，480P
の解像度で作成して下さい．発表者の顔画像は不要です．
ZOOM 等のソフトを用いて動画を収録しても構いませんが，発表者の顔が映らないよ
うに設定して下さい．
動画の大きさは 4：3（640x480）または 16：9(854x480）とし，Windows10 で再生可能
な MP4 ファイルとして下さい．
あまり大容量のファイルにならないよう，Microsoft の Powerpoint であれば，低品質の
動画程度（480P）として下さい．ご不明な点はお問い合わせ下さい．



当日の質疑応答について：学会当日は，発表時に ZOOM にログインいただき，ライ
ブでの質疑応答を行います．

学会当日に用いる ZOOMのアカウント（メールアドレス）を動画提出時にお知らせ下さ
い．
ご不明な点は随時お問い合わせ下さい．
問い合わせ先：第 13 回日本義歯ケア学会学術大会事務局

geria@dent.showa-u.ac.jp

（担当：古屋純一）
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座長の先生方へ
• 学会当日は、事前送付する「パネリスト専用のリンク」から，発表セッション開始の
10分前にログインして下さい．それまでは，一般参加者としてログインしてくださ
い．
各セッションの５分前に出欠確認を行います。
口演がすべて終了しましたら1度退出していただき，一般参加者としてウェビナーに
再ログインをしてご参加をお願いいたします。
*各口演に関係ない方がパネリストとして入室した場合，こちらから視聴者に変更い
たします。
• 事務局とともに当該セッションの発表者が全員いることを確認し，セッションの進
行をお願いします．
• 発表中（口演ビデオ放送中）はカメラオフ，ミュートに設定し，進行中・質疑応答は
カメラオン，マイクオンにして下さい．
• ZOOMのQ&Aタブに投稿された質問の中から選択し，発表者にライブで口頭で質問をし
て下さい．質疑応答はZOOMウェビナーのQ&A機能を用いて行います．参加者からの質
問はすべて座長を通して発表者に質問されます．
• 口演ビデオ放送後に質疑応答を行いますので，座長・演者の方々は質疑応答中はカメ
ラ及びマイクをONにして下さい．最後まで参加していただきますようお願いいたし
ます．
ご不明な点は事務局にお問い合わせ下さい．
問い合わせ先：第 13 回日本義歯ケア学会学術大会事務局 geria@dent.showa-u.ac.jp
（担当：古屋純一）
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プログラム
令和 3 年 2 月 28 日（日）Web 開催
8:45 -

大会校 ZOOM 開場
https://zoom.us/j/92776165459?pwd=THREd0VyQ0VIcVJ0MTNGeXFpNHBMQT09
パスコードは会員に事前にメールされます

9:00 – 9:10

開会式

9:10 – 9:50

理事長講演

大会長

佐藤裕二（昭和大）

座長：佐藤裕二（昭和大）

「義歯ケア学会の共同研究から考える学会の特徴と方向性」
講師：河相安彦（日本大学松戸歯学部有床義歯補綴学講座）

10:00 - 10:50

一般口演セッション 1
座長：市川哲雄（徳島大）

1-1 義歯安定剤, 口腔保湿剤が口蓋床維持力へ及ぼす影響―口腔内環境の想定―
◯山根邦仁, 佐藤裕二, 北川

昇, 下平 修, 古屋純一, 池村直也, 角田拓哉, 武田佳奈

昭和大学歯学部高齢者歯科学講座
1-2

バルブ型スピーチエイドが口腔内細菌叢に及ぼす影響の一考察

〇米山喜一 1)，鳥居麻菜 1)，斎藤由香 2),，大久保力廣 1)
1)

鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座，2) 鶴見大学歯学部附属病院

1-3 義歯床用レジンの表面ぬれ性に及ぼすセルロースナノファイバーの影響
◯洪

光，濱田泰三，佐々木啓一

東北大学大学院歯学研究科
1-4

軟質リライン材と硬質リライン材の維持力に関する in vitro 研究

〇永田俊介, 佐伯啓行, 北村彩, 鈴木亜沙子, 鎌田征之, 谷本安浩, 河相安彦
日本大学松戸歯学部有床義歯補綴学講座
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11:00 - 11:50

一般口演セッション 2
座長：坪井明人（東北大）

2-1 デンチャープラークにおける細菌とカンジダ構成比の相関関係についての検討
◯武部 純 1)，藤波和華子 1)，尾澤昌悟 1)，西川 清 2)，長谷川義明 2)
愛知学院大学歯学部 1)有床義歯学講座，2)微生物学講座
2-2 義歯安定剤上における Candida glabrata の増殖様相の検討
◯村上智彦 1)，野村太郎 1)，下山

佑 2)，佐々木実 2)，小林琢也 1)，近藤尚知 1)

1)

岩手医科大学歯学部 補綴・インプラント学講座，2)岩手医科大学 微生物学講座

2-3
◯西

義歯洗浄剤の使用頻度は義歯のカンジダ付着量に影響する－施設入所者における調査から
恭宏 1)，村上 格 2)，原田佳枝 1)，堀之内玲耶 1)，西村正宏 1)

鹿児島大学 大学院医歯学総合研究科 口腔顎顔面補綴学分野，2)鹿児島大学病院 義歯補綴科

1)

2-4

口腔カンジダ症と義歯治療の関連性

〇足立拓也 1)，星

憲幸 1 川西範繁 1)，一色ゆかり 1) ,熊坂知就 1)，市ヶ谷成美 1) ,茂木みく 2)，木本克

彦 1)
1)

神奈川歯科大学大学院歯学研究科 口腔統合医療学講座 補綴・インプラント学，2)神奈川歯科大学

附属病院 衛生士科

12:00 — 13:00

総会（総務 ZOOM）
事前に送られたメールの総務ZOOMリンクより参加してください．

13:00 – 13:50

特別講演
座長:佐藤裕二（昭和大）

「心身の健康管理における口腔衛生管理と口腔機能管理の意義
-40 余年にわたる高齢者医療を振り返って-」
講師：米山武義 (米山歯科クリニック

院長)
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14:00 - 14:50

一般口演セッション3
座長：會田英紀（北医療大）

3-1

義歯安定剤タイプと口腔湿潤度及び口腔衛生状態の関連
洋平 1)，GUO RUOYAN1)，波多野恵太 1)，吉田智和 2)，山口知美 2)，

◯山口皓平 1)，浜
水口俊介 1)
1)

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，2)小林製薬株式会社

ヘルスケ

ア事業部
3-2

新規開発した義歯洗浄剤を含めた泡タイプ義歯洗浄剤の比較検討

◯原田佳枝 1)，堀之内玲耶 1)，村上格 2)，西恭宏 1)，西村正宏 1)
1)
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科口腔顎顔面補綴学分野，2)鹿児島大学病院義歯補綴科
3-3 QCM システムを利用した非発泡義歯洗浄剤の有効性の評価
〇田代悠一郎 1}，松本卓巳 1}，三宅晃子 2}，小正 聡 1}，岡崎定司 1}
大阪歯科大学 歯学部 欠損歯列補綴咬合学講座，2)大阪歯科大学 医療保健学部

1)

3-4

粘膜調整材と軟質リライン材に及ぼす義歯洗浄剤の影響

◯岡崎ひとみ 1)，津田芙未香 2)，村田比呂司 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) 長崎大学歯学部歯学科

1)

15:00 - 15:40

一般口演セッション4
座長：米山喜一（鶴見大）

4-1 無歯顎補綴におけるマルコフモデル構築と費用対効果分析
◯駒ヶ嶺友梨子，金澤 学，佐藤佑介，水口俊介
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
4-2 下顎無歯顎に応用する軟質リライン材の臨床効果に関するランダム化比較試験 -研究デザイン
について◯木本克彦１），星憲幸１），佐藤佑介２），木本 統３），河相安彦３）
1)

神奈川歯科大学

口腔統合医療学講座，2)東京医科歯科大学 高齢者歯科学分野，3)日本大学松戸歯

学部有床義歯補綴学講座
4-3 デジタル技術を応用した人工歯咬合面再形成法
◯市川哲雄１），後藤崇晴１），岸本卓大１），藤本けい子１），南 憲一１），鴨居浩平２）
１}

徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔顎顔面補綴学分野，２}徳島大学病院診療支援部歯科医療技術

部門技工室

15:40 – 16:20

スポンサードセミナー（協賛 株式会社ジーシー）

「義歯の機能的なケアのための口腔機能低下症入門：検査結果を用いた「お口年齢」の活用」
講師：佐藤裕二（昭和大学歯学部高齢者歯科学講座教授）

16：20－

優秀賞発表・閉会式
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理事長講演
「義歯ケア学会の共同研究から考える学会の
特徴と方向性」
講師：河相安彦
（日本大学松戸歯学部有床義歯補綴学講座）

日本義歯ケア学会は 1999 年に設立された軟質義歯裏装研究会が発展し，2009 年に設立された学
会である．会員は大学関係者，開業歯科医師，関連業者の特別会員を含め，100 名程度の小さな学会
であり，その分小回りの利く風通しの良い学会であると自負している．
遡ると軟質義歯裏装研究会の前身はデンチャープラークコントロール研究会でもあり，当時メイ
ン学会ではほぼ取り上げられることのないテーマであった「軟質義歯裏装材」も「デンチャープラ
ークコントロール」ことをテーマとして突き詰める学会と言える．つまり，本学会は義歯補綴の教
科書などで触れていないことを主題とし，研鑽を重ねる DNA が受け継がれているのであろう．そし
て，
「義歯ケア」というあまり陽の当たらない，しかし重要なテーマを超高齢社会の前から先取りし，
真摯に突き詰めていると言える．
そのような小さな学会ではあるからこそ，Denture Adhesive Guideline（DAG）研究のような多施設
の研究が円滑に行くのではないかと考察している．そして，その研究テーマが「義歯安定剤」であ
る．これも，メインな学会では扱いにくいテーマではあるが，本学会だからこそフットワーク軽く
研究を完遂に導き，最終的に臨床に役立つのである．
本講演は，その DAG 研究の立ち上げから，現在まで研究成果を中心にお話しさせていただき，現
在進行中の MCORT 研究に役立つ情報を提供したいと考える．本学会の会員の皆様には，肩肘張ら
ず，本学会の DNA を受け継ぎ研究を発展させていただきたい，との願いを込めて激励を込めた講演
にもしたく思っている．
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特別講演
「心身の健康管理における口腔衛生管理と
口腔機能管理の意義
-40 余年にわたる高齢者医療を振り返って-」
講師：米山武義
（米山歯科クリニック院長）
縁があって以前 NHK ラジオ深夜便「心の時代」に声の出演をさせていただきました。「口は長寿
（長生き）の門」というテーマでしたが在宅診療にかかわって、要介護者とその家族が必死で生き
ている姿を歯科医師の目線で伝えました｡つたない話でしたが､これまで経験してきたことをできる
だけ患者さんの立場に立って話しました｡しかし放送後、すごい反響を頂きました｡口腔のことで多
くの国民が深刻な悩みを抱えていることを知り、襟を正して、国民の健康と福祉に邁進すべきであ
ることを教えられました。
近年、口腔健康管理（口腔ケア）は、歯科疾患の予防を目的としたものから、口腔のもつあらゆ
る働き（摂食、咀しゃく、嚥下、構音など）を健全に維持し、全身健康に寄与するものとして理解さ
れ、実践されています。歯科は長い間、医療の中枢から遠い場所に位置していたことは否めません。
しかし近年、口腔管理（口腔衛生管理、口腔機能管理）が肺炎等の感染症予防や生活習慣病予防に
極めて重要であり、様々な疾病の回復過程においても口腔管理が必須であることが様々な臨床研究
から明らかになっております。これらのことから私は近未来“口腔医療の時代”が花開くと固く信じ
ております。
高齢者歯科医療に関わって 43 年を迎える今年、これまでの診療に対する反省と今後の高齢者医療
に対する大きな期待を述べたいと思います。
講師 略歴
昭和４８年
昭和５４年
昭和５４年
昭和５６～５８年
平成元年
平成２年
平成８～１０年
平成９年
平成１０年～

平成１５年
平成１６年
平成１７年
平成２０年
平成２３年
平成２４年
平成２５年
平成２６年
平成２７年
平成年
令和２年

静岡県立沼津東高等学校卒業
日本歯科大学歯学部卒業
同大学助手(歯周病学教室)
日本歯周病学会会員
ｽｳｪｰﾃﾞﾝ、ｲｴﾃﾎﾞﾘ大学歯学部留学
ｽｳｪｰﾃﾞﾝ政府奨学金給費生
伊豆逓信病院歯科（非常勤）
静岡県駿東郡長泉町
米山歯科クリニック開業
静岡県歯科医師会公衆衛生部員
歯学博士
老年歯科医学会理事
静岡県歯科医師会
介護保険歯科サービス特別委員会委員
昭和大学非常勤講師
医学博士
東京医科歯科大学非常勤講師
浜松医科大学非常勤講師
日本老年歯科医学会指導医、認定医
日本歯科大学生命歯学部臨床教授
日本老年歯科医学会専門医
松本歯科大学非常勤講師
日本歯科大学新潟生命歯学部客員教授
第 66 回保健文化賞受賞
広島大学非常勤講師
静岡県委託事業
在宅歯科医療推進室運営委員
昭和大学客員教授
日本歯科大学名誉博士号授与
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スポンサードセミナー
「義歯の機能的なケアのための口腔機能低下症
入門：検査結果を用いた「お口年齢」の活用」
講師：佐藤裕二
（昭和大学歯学部高齢者歯科学講座）

義歯ケアに関して，デンチャープラークや裏装材・洗浄剤・安定剤・湿潤剤などの他に，機能的
なケアも重要になってきた。特に義歯患者に多いオーラルフライルへの対応として，口腔機能低下
症の検査・管理が保険導入されたが，年齢性別によらず，同じ基準で判定されている。したがって，
中年では年齢に相応しい口腔機能がなくても，口腔機能低下症と診断されず，超高齢者では歳相応
以上の口腔機能であっても，
「口腔機能低下症」と診断されるという問題点がある。実際，90 歳以上
の方はほとんどが「口腔機能低下症」に該当してしまう。
「あなたは，お口の機能 7 つのうち 6 つが
が下がっています。あれもして，これもして，よほど頑張らないと危ないですよ。」などといった「だ
めだし」をされると，へこんでしまうであろう。では患者さんのモチベーションをあげるための指
導はどうすれば良いのであろうか。
老化により口腔機能が低下し，性差があることを考慮して，口腔機能が歳相応かどうかを示すこ
とができれば，各年代における管理の目標が明確になると考えた。「骨年齢」「血管年齢」「肺年齢」
「肌年齢」
「脳年齢」などと同様に「口腔機能年齢（お口年齢）」を確立することが必要である。
多くの人の年齢ごとの口腔機能低下状況を調査することで，各年代の平均値と分布を明らかにし，
各人の検査結果が同世代の分布のどこにあるかを示すことにより，口腔機能年齢の算出方法を作っ
た。これにより，各人における管理の目標を明確にすることが可能となった。
その結果，
「90 歳のあなたは，お口の年齢は 87 歳ですから，すばらしいです。ただし，舌の力は
95 歳相当ですから，ちょっと鍛えた方が良いですね。ぜひお口をさらに若返らせましょう。
」このよ
うに，
「口腔機能年齢」は「ほめる指導」につながる。この「口腔機能年齢」を簡単に計算・印刷で
きるエクセルシートは当講座の HP で公開している。
COI 開示：なし

【略歴】
1982 年 広島大学歯学部卒業
1986 年 広島大学大学院（歯科補綴学１）修了・歯学博士
1986 年 歯学部附属病院助手
1988 年～1989 年 アメリカ合衆国 NIST 客員研究員
1990 年 広島大学歯学部講師（歯科補綴学第一講座）
1994 年 広島大学歯学部助教授
2002 年 昭和大学歯学部教授（高齢者歯科学）
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義歯安定剤, 口腔保湿剤が口蓋床維持力へ及ぼす影響

1-1

―口腔内環境の想定―
○山根邦仁, 佐藤裕二, 北川

昇, 下平

修, 古屋純一, 池村直也, 角田拓哉, 武田佳奈

昭和大学歯学部高齢者歯科学講座

Ⅰ．目的
高齢化率の上昇に伴って, 口腔乾燥症状を有する義歯装着患者は増加傾向にある. こ
のような患者では義歯の維持力を得るために義歯安定剤を使用することが多い. しかし,
市販の義歯安定剤には口腔粘膜や義歯からの除去が困難なものがあり, 口腔内細菌の増
殖要因となる. 近年, 清掃性が高く保湿成分を含んだ, 口腔乾燥症用義歯安定剤が開発さ
れた. 先行研究では模型を用いて口腔乾燥症用義歯安定剤が義歯の維持力に与える影響
を評価し, 良好な結果を得た. また床の圧接時の荷重の大きさの違いが維持力に影響を
与える可能性も示された. そこで本研究では, 有歯顎者の口腔内での口蓋床の利用に先
立ち, 口腔内での荷重の規定が可能な圧接用装置を使用し, 模型上で経時的な維持力の
変化を明らかにすることを目的とした.
Ⅱ．方法
粘膜部がシリコーン製の有歯顎模型から製作した石膏模型上で, 熱可塑性レジンにて
口蓋床を製作し, 床中央部に Co- Cr 線のループを付与した. 被験試料として, 義歯安定剤
(クリームタイプ), 義歯用保湿剤, 口腔保湿剤, 口腔乾燥症用義歯安定剤(ジェルタイプ)
を用いた. 床内面に試料 2.5 g を塗布して, シリコーン製有歯顎模型に装着した. 咬合面
方向からロードセルを付与した圧接器で垂直に 25 N の荷重を加え, push pull gage で 60°
の方向へ 1 N/sec の速度で牽引し, 維持力を測定した. その際, 口腔内を想定し, 水中浸
漬した状態で 60 分間, 10 分ごとに測定した. 測定は水中から取り出した状態で 4 回行い,
1 回目は除外して 2 回目から 4 回目までの測定値を用いた. 一連の測定を各被験試料ごと
に 3 回繰り返し, その平均を測定値とした.
Ⅲ．結果
クリームタイプは浸漬 10 分で被験試料中最大の維持力を示し, その後, 維持力はほぼ
変化しなかった. 義歯用保湿剤は水中浸漬後から 60 分間低い維持力を示したままであっ
た. 口腔保湿剤は 20 分以降, 維持力が急激に低下し, その後に大きな変化は認めなかっ
た. ジェルタイプでは水中浸漬後 30 分間は維持力が持続したが, その後は急激に維持力
が低下した.

維
持
力
（N）

経過時間（分）
0
30
40
10
20
50
60
Ⅳ. 考察
クリームタイプは水中への流出が少なく維持力は安定したが, 水洗しにくく清掃不良
となりやすい. 以上, 結果から義歯（口蓋床）維持力の強化には水中浸漬 20 分まではク
リームタイプに次ぐ維持力で清掃性に優れたジェルタイプが有用であると考えられる.
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1-2

バルブ型スピーチエイドが細菌叢に及ぼす影響に関する一考察

〇米山喜一 1，鳥居麻菜 1，斎藤由香 2,，大久保力廣 1

鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座 1，鶴見大学歯学部附属病院 2

人体に日常的に共生して棲息する細菌や真菌などを「常在菌叢（indigenous microbial
flora）
」とよぶ．ヒトの常在菌は人体が外界と接触している場所のあらゆる部分に生息し，口腔
をはじめ皮膚，眼，鼻腔・咽喉から肺までの気道から肛門，腸管，尿路，膣等にも棲んでいる．
その菌数や種類は人により異なり,病原性がある菌も含まれている．
常在菌は，本来の居場所に定着し，その人が健康で通常の免疫力を保っているかぎり病気を起
こさず，均衡を保って共生している．しかし，先天的に鼻咽腔と口腔を閉鎖することができない
場合や，外科処置などにより後天的に閉鎖することができない患者においては，頻繁な常在菌の
移動が生じるため，細菌叢の均衡が崩れる可能性がある．
今回，先天的な口蓋垂部の劣成長による鼻咽腔閉鎖不全の患者に対し，バルブ部を動的印象採
得することにより，鼻咽腔部を確実に閉鎖できるバルブ製作を行った．
鼻咽腔部の形態は，内視鏡を用いて観察した．観察の際，Ah の発音および嚥下時の咽頭周囲
の筋の動きを行わせ，視覚的に形態の把握を行った．バルブ形態は，ろう義歯のバルブ部に球形
のユーティリティワックスを付与し，咽頭部の運動を阻害しないことを確認後，ワックス上にソ
フトライナーを貼布し， Ah の発音および嚥下運動を繰り返し行いバルブの動的印象採得を行っ
た．印象採得後，
「パ・タ・カ・ラ」の発音により聴覚的に発語明瞭度の確認を行い，義歯を完
成した．バルブ部は通常形態より大きいことから，重合収縮を考慮して即時重合レジンにて核を
製作した後，流し込みレジンを用いてバルブ部を完成した．義歯装着時ならびに義歯調整時に発
音ならびに適合試験により閉鎖性の確認を行った．義歯装着 3 ヶ月後に鼻咽腔部に疼痛ならび
に発赤が無いことを確認し経過観察とした．
口腔内には約 700 種以上の菌種が存在するが，唾液による変動が著しく全てが常在菌叢とな
るわけではない．主にはレンサ球菌や嫌気性のポルフィロモナスやカンジダ，フゾバクテリウ
ム，バクテリオネーマが常在菌叢として存在する．一方，鼻咽腔にも病原性を持つ多数の菌が出
入りするが，主に好気性のブドウ球菌や緑膿菌，レンサ球菌，ナイセリアが常在菌叢として存在
している．口腔内と鼻咽腔の閉鎖を行うことが困難な鼻咽腔閉鎖機能不全症の患者においては，
嚥下ならびに発音時に常に口腔と鼻腔の異なる常在菌の移動が行われるため，結果として，本
来，常在しない場所に常在することになり，細菌の持つ病原性により様々な問題を生じる可能性
がある．特に，歯周病の原因菌であり腸癌や感染性腸炎ならびに誤嚥性肺炎との関与が疑われる
フソバクテリウムが上咽頭部へ常に侵入することは，重篤な疾患を誘発するリスクとなり得る．
また，鼻咽腔の細菌が口腔内へ侵入することにより，新たな口腔内感染症が生じる可能性もあ
る．
今回の適合の良いバルブ製作により，嚥下ならびに発音時に鼻咽腔部の閉鎖を確実にするこ
とにより，鼻咽腔部の疾患や誤嚥性肺炎を未然に防ぐことや疾病の悪化を防ぐ「未病」への対策
になるのではないかと考える．
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義歯床用レジンの表面ぬれ性に及ぼすセルロースナノファイバ

1-3

ーの影響

○洪 光，濱田泰三，佐々木啓一

東北大学大学院歯学研究科

【目的】
超高齢化社会を迎えた日本では，有床義歯装着者が増加しており，その有床義歯が口腔内で良
好に機能するためには，義歯床用材料のぬれ性が重要な因子である．床用材料のぬれを改善によ
り，義歯の口腔内での維持・安定ならびに装着感が向上し，義歯装着高齢者の QOL に大きく貢
献するものと考えられる．セルロースナノファイバー（以下 CNF）は植物繊維を微細化した次
世代バイオマス材料として，医療分野，製薬，化粧品分野で広く用いられている．本材は高強度
かつ軽量，環境負荷が少なく，超親水性である特徴を有しており，義歯床用材料の表面ぬれ性の
改善に活用できると考えられる．
そこで本研究では，優れた親水性を有するセルロースナノファイバーを用い，義歯保管用溶液
を試作し，義歯床用レジンの表面ぬれおよび曲げ強さに及ぼす影響について検討を行った．
【方法】
本研究では竹由来（CNF-BB）および針葉樹由来（CNF-NB）の２種類の CNF（中越パルプ社
製）の三種類の解繊度（A：低解繊度；B：中解繊度；C：高解繊度）によりなる６種類の CNF
を用いた．それぞれの CNF を蒸留水中に濃度 0.05wt%, 0.10wt%, 0.20wt%になるように調整し，
18 種類の組み合わせを作成し，試作義歯保険用溶液にした。通法に従い作成した加熱重合型義
歯床用アクリルレジン（Acron, 株式会社 GC）を 23±2℃試作溶液に 0, 7, 14, 28, 56, 70, 84, 98, 112,
126, 140, 154, 168 日浸漬保管後，ポータブル全自動接触角計（PCA-1, 協和表面科学）を用いて，
表面接触角を測定し，ぬれ性を評価した。さらに，浸漬前および浸漬 168 日後の試料について
は，万能材料試験機 (Instron 5565 型) を用いて，各試料の曲げ強さおよび曲げ弾性率を算出し
た．
得られたデータは ANOVA および SNK の多重比較により，危険率 5%で統計処理を行った．
【結果および考察】
各材料の初期接触角では，材料間で有意差が認められた (p<0.05)．接触角の経時的変化も各材
料間で有意差が認められた．CNF の効果は材料によって異なっており，CNF-BB-A-0.1, CNF-BBA-0.20 および CNF-NB-C-0.05 のグループで低い接触角が示され，表面ぬれの改善が認められた．
三点曲げ試験の結果，曲げ強さおよび曲げ弾性率ともに材料間で有意差が認められなかった(p
>0.05)．
以上の結果より，針葉樹由来の CNF は義歯床用アクリルレジンの表面ぬれ性の改善に有効で
あることが示唆された．
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1-4

軟質リライン材と硬質リライン材の維持力に関する
in vitro 研究
〇永田俊介, 佐伯啓行, 北村彩, 鈴木亜沙子, 鎌田征之, 谷本安浩, 河相安彦

日本大学松戸歯学部有床義歯補綴学講座
日本は超高齢社会の到来とともに, 義歯装着者が増加している. 中でも, 総義歯装着者の多くは会話や
咀嚼中の義歯安定不良や支持不足による咀嚼の障害や疼痛などに苦慮する. また, 義歯の維持不良によ
り, 義歯の機能が十分に発揮できなくなる.
義歯の維持は, 義歯粘膜面と顎堤粘膜間の唾液の厚さ, 唾液量, 粘度に依存し, 義歯粘膜面と顎堤粘膜
の間に適度な量, 粘度の唾液の薄層が形成されることで, 維持力が高まる. しかしながら, 経時的に義歯
の適合は低下し, 維持力も十分発揮にされなくなるため, リライン材を用いて義歯粘膜面の適合を改善
し, 維持力を回復することが期待される. また, 臨床報告では, 軟質リライン材でリラインした結果, 硬
質リライン材を用いるより優れた維持を示したとの報告がある. しかしながら, 軟質リライン材を適応し
た義歯の維持力を材料学的な観点から客観的に検証した報告は無い.
そこで, 今回の研究は 2 種類の軟質リライン材（SOFRELINER TOUGH MEDIUM: RT-M, SOFRELINER
TOUGH SUPER SOFT: RT-S）と 1 種類の硬質リライン材（TOKUYAMA REBASE III NORMAL: HR）でリ
ラインを行った試験片を用いて, リライン材の維持力と表面性状の関係を評価することを目的とした.
試験片は, リライン面の直径 50 mm, リライン材の厚みが 2 mm になるように調整し, RT-M, RT-S お
よび HR をそれぞれ 7 個ずつ製作した. 擬似顎堤は, ポリテトラフルオロエチレン（PTFE）のブロック
を用い, 直径 70 mm の円柱状になるよう旋盤加工を行い製作した.
試験片と擬似顎堤の間には唾液を想定した介在液として, グリセリン水溶液を介在させた. 唾液の粘度
を想定し, 80 %グリセリン水溶液を使用した. また, 低粘性の唾液を想定して 40 %グリセリン水溶液でも
同様の試験を行った. また, コントロールとして, 精製水を用いて同様の試験を行った. 各介在液は振動
式粘度計を用いて粘度の測定を行った.
維持力の測定は, 万能引張圧縮試験機を用いた引張試験を行い測定した. 擬似顎堤を万能引張圧縮試験
機に固定し, 擬似顎堤中央に介在液を 0.1 ㎖ 滴下し, 試験片を擬似顎堤に対して垂直方向に 2 kgf の力
で 10 秒間加圧したのち, 荷重を除去した. その後, 万能引張圧縮試験機でクロスヘッドスピード 10
mm/min で垂直方向に牽引し, 試験片が完全に脱離したときの維持力を記録した. 測定は, RT-M, RT-S お
よび HR を, 各介在液の条件下で 10 回を行い, その平均値を維持力として記録した.
続いて, リライン材の表面性状の評価を行うため, リライン材の濡れ性, 表面粗さ, 粘弾性についての
測定を行った. た, 走査型電子顕微鏡（SEM）を用いて表面性状の観察を行った.
維持力の測定に使用した試験片と介在液を用いて濡れ性の測定を行った. 濡れ性の測定は, 接触角計を
用いて測定した. また, リライン材の表面粗さの測定に関して, 表面粗さ計を用いて測定を行った. また,
リライン面を SEM にて観察した. 各リライン材のサンプルにパラジウム蒸着を行い, SEM にて観察を行
った. 次に, 軟質リライン材の粘弾性を測定するために, Shore A デュロメーターを用いて測定を行った.
各計測項目に関して一元配置分散分析を行い材料間の平均値の比較を行った（p < 0, 05）. 各項目の測定
後, 重回帰分析を行い試験片の維持力に対するリライン材の種類, リライン面の濡れ性, 表面粗さおよび
粘弾性の影響について解析を行った（p < 0. 05）.
結果, 試験片の維持力, 接触角および表面粗さはどの介在液を使用した場合でも, RT-M, RT-S が HR と
比較して有意に高い維持力を示した. また, SEM で表面構造を観察したところ, 各リライン材とも表面が
平滑でほぼ均一であることを確認した. 粘弾性は, RT-M が RT-S と比較して有意に高い値を示した. 試
験片の維持力に対する各項目の影響に関して重回帰分析を行ったところ, 試験片の維持力と接触角との
間に有意な相関があることを示した（p < 0. 001）. 一方, 表面粗さは有意な相関を示さなかった（p = 0.
850）. 以上のことから, リライン材の濡れ性が小さいほど, 試験片の維持力は高い値を示すこと, また,
介在する液体の粘度が低い場合, 低弾性軟質リライン材は高弾性軟質リライン材と比較して高い維持力
を示すことが明らかになった.
以上のことから, 義歯リライン材の種類と介在する液体との関係から, 適切な維持力を得るためには,
低弾性の軟質リライン材を選択する必要があることが示唆された.
15

2-1

デンチャープラークにおける細菌とカンジダ構成比の相関関係
についての検討
○武部 純

1)

，藤波和華子

愛知学院大学歯学部

1)

1)

，尾澤昌悟

1)

，西川 清

2)

，長谷川義明

2)

有床義歯学講座，2)微生物学講座

目的
デンチャープラークは義歯表面に形成される口腔常在微生物からなるバイオフィルムであ
り，その中でも真菌のカンジダ属は義歯性口内炎や日和見感染を起こす病原真菌として報告さ
れている．デンチャープラーク中においては，カンジダ属は様々な口腔常在細菌との共凝集体と
して定着しているが，カンジダ属の定着や増殖に対して共生的あるいは拮抗的な影響を及ぼす
口腔細菌の存在が考えられる．そこで，当研究グループでは，カンジダ属と共生・拮抗関係にあ
る口腔細菌種の検索を目的とした解析法を検討し，本会学術大会にて報告してきた．
今回，カンジダ属の中でも義歯性口内炎との関連性が強い Candida albicans に対象を絞り，
個々のプラーク構成細菌とカンジダ間における量的な相関関係について検討したので報告す
る．
方法
①プラーク検体の採取
当院補綴科診療部にて，メインテナンスで通院中の患者の中から全部床義歯，オーバーデンチ
ャー，多数歯欠損症例の部分床義歯装着者を対象とし，義歯の研磨面・粘膜面に付着したデンチ
ャープラークの他，根面やインプラント，支台歯に付着したデンタルプラークも採取した（本学
倫理委員会承認 No. 500）
．今回はデンチャープラーク 31 検体とデンタルプラーク 16 検体の合
計 47 検体について解析した．
②解析方法
プラーク中に含まれる総細菌 16S rDNA・V3-V4 領域の網羅的な塩基配列決定は Illumina 社の
次世代シーケンサーMiSeq を用い，個々の細菌の属・種レベルまでの推定と構成比は QIIME を
用いて解析した．C. albicans については，C. albicans 種特異的配列を標的とした絶対定量的リア
ルタイム PCR (AQPCR)を行い，これらと同時に取得した総細菌 16S rDNA の AQPCR データと
のモル比換算により，検体ごとの総細菌量に対するカンジダ構成比を求めた．更に個々の細菌と
カンジダとの量的関連性を検討するため，細菌属あるいは細菌種ごとに 47 検体分の
細
菌—カンジダ構成比データを集計し，Spearman の順位相関係数検定を行った．
結果
C. albicans との量的相関を有意に示す細菌群が認められた．義歯粘膜面では Scardovia，
Kingella，Bifidobacterium，Lactobacillus などが高い正の相関を示したが，義歯研磨面では 5%以
下で正の相関を示した細菌は認められなかった．デンタルプラークでは Schwartzia，Scardovia，
Veillonella，Lactobacillus などが正の相関を示した．一方，義歯粘膜面では Filifactor，Leptotrichia
な ど ， 義 歯 研 磨 面 で は Aggregatibacter ， Cardiobacterium な ど ， デ ン タ ル プ ラ ー ク で は
Cardiobacterium，Leptotrichia などが高い負の相関を示した．
考察
義歯メインテナンス中の患者を対象者とした今回の分析から，①カンジダを含むデンチャー
プラーク微生物叢の菌構成パターン，②C. albicans との量的相関を有意に示す細菌群の一例を提
示することができたと考えている．これにより，プラーク中におけるカンジダ定量値からの細菌
構成の予測や，逆に今回相関を示した細菌群の定量値からのカンジダ量の推定が可能になると
考えらえる．更に，負の相関を示した細菌群の中から，C. albicans の増殖抑制に関与する因子の
探索ができる可能性も示されたと考えている．本研究から，有床義歯補綴治療における義歯ケア
に貢献できる可能性が示唆された．
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義歯安定剤上における Candida glabrata の増殖様相の検討

◯ 村上智彦 1，野村太郎 1，下山

1

佑 2，佐々木実 2，小林琢也 1，近藤尚知 1

岩手医科大学歯学部 補綴・インプラント学講座， 2 岩手医科大学

微生物学講座

１．緒 言
2007 年に超高齢社会を迎えた我が国は，現在も高齢化率が上昇し続けている．高齢者の
口腔機能を回復する一手段として可撤性義歯があげられるが，高度な顎堤吸収を認めるなど
の難症例では，義歯の維持，安定獲得のための自己対策として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，患者満足度や義歯の維持力，咀嚼能力が改善するという
報告 1）がある一方で，微生物学的な為害作用を否定することができない．
我々は，義歯安定剤の使用が，義歯性口内炎と関連が深い Candida albicans に及ぼす影響
について，初期付着や経時的な菌数の変化を明らかにし，報告してきた．しかし近年，義歯
性口内炎の他の原因菌として非 albicans 属が注目されつつある．本研究では，C. albicans に
次いで義歯性口内炎患者から検出頻度が高い Candida glabrata に着目し，義歯安定剤の使用
が C. glabrata の初期付着や経時的な菌数の変化に及ぼす影響について検討した．
２．方 法
C. glabrata ATCC 2001 株を YPD 液体培地で 24 時間前培養，遠心分離後，PBS（－）溶液
で 1.0 ×107 CFU/ml に調整し，実験用菌液とした．加熱重合型義歯床用レジンブロック（10
×10 ×5 mm，#400 耐水ペーパーで研磨）単体をコントロール（Co）とし，レジンブロック上
に各種義歯安定剤（クリームタイプ：Cr，パウダータイプ：Po，クッションタイプ：Cu）を
塗布したものを実験群とした．それぞれの試料に菌懸濁液を 100 µl 滴下し，4˚C，2 時間培
養した．培養後，非付着性の菌を除去し，各試料に付着した菌を回収した．回収した菌から
mRNA を精製，逆転写反応で cDNA を合成し菌種特異的定量的 PCR 法により菌数を定量し
た．さらに，各試料に付着した菌を 37˚C で 1，2，3，6，12 時間培養し，経時的な菌数の変
化を検討した．
３．結果および考察
4˚C で 2 時間培養時，滴下した菌数に対する付着菌数の割合を算出した結果，初期付着割
合は 0.87～0.95 %であり，試料間に有意差を認なかった．また，菌数は経時的に増加し培養
3 時間までの増殖量が顕著で，各培養時間における菌数は Co より実験群で多かった．
本研究の結果から，義歯安定剤上における C. glabrata の初期付着割合や増殖様相は C.
albicans と同様で，義歯安定剤を長時間連続使用することによって，菌の増殖をより亢進させ
る危険性があることが明らかとなった． C. glabrata と C. albicans は共存することでより強固
に義歯に付着するという報告 2）もあることから，義歯安定剤上で C. glabrata と C. albicans を
共培養した際の増殖様相についても検討を行う必要があるが，義歯安定剤の使用前には口腔内
を清潔にしておくこと，長時間の連続使用を避けるべきであることが示唆された．
４．参考文献
1）de Oliveira Junior NM, et al. Masticatory performance of complete denture wearers after

using two adhesives: a crossover randomized clinical trial. J Prosthet Dent. 2014; 112: 11827.

2）岡田和隆ら．口腔カンジダ症における Candida albicans と Candida glabrata の混合感染の
臨床的検討．老年歯科医学．2016; 31: 346-53.
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義歯洗浄剤の使用頻度は義歯のカンジダ付着量に影響する
－施設入所者における調査から
○西 恭宏

1)

，村上 格

2)

，原田佳枝

1)

，堀之内玲耶

1)

，西村正宏

1)

鹿児島大学 大学院医歯学総合研究科 口腔顎顔面補綴学分野 1)
鹿児島大学病院 義歯補綴科 2)

1．背景と目的
義歯の清掃方法についてはこれまでに多くの研究があるものの，ADA による義歯のケアとメ
「義歯は，効果的な義歯洗浄剤を
ンテナンスのエビデンスベースガイドライン（2011 年）では，
用いて，毎日，洗浄されるべき」と呈示されていたが，義歯洗浄剤の毎日使用の効果についての
エビデンスはなかった．その後，デンチャープラークに対する頻回な義歯洗浄剤使用の有効性が
わずかに報告されてきている 1)．しかしながら，ポピュラーな過酸化物系義歯洗浄剤はカンジダ
に対する効果が不十分であるとの報告も多く見受けられる．これらを受け，今回，カンジダに対
しても義歯洗浄剤の使用方法が影響するという仮説を立て，施設入所者使用の義歯に付着して
いるカンジダを同定，定量し，義歯の清掃方法との関係を検討した．
2．対象および方法
対象は介護老人保健施設の入所者で，研究の同意が得られた 77 名（男性:21 名，女性:56 名，
平均年齢:84.4 歳）が使用しているリラインの痕跡がない上下顎全部床義歯の 152 床を被験義歯
とした．義歯の清掃方法については，義歯用ブラシ使用の有無，1 日のブラッシング回数，義歯
洗浄剤の種類ならびに使用頻度，浸漬時間を調査項目とし，対象者本人とその介護者に対する聞
き取り調査を行った．ブラシと義歯洗浄剤については，実際に使用しているものを確認した．
デンチャープラークは，滅菌綿棒を用いて義歯粘膜面の右半側面を 2 回往復させて採取し，
カンジダ属の同定と定量を行い，義歯の清掃方法とカンジダ量との関連を検討した．統計は，カ
ンジダ量と各清掃方法等の調査項目との関連について Spearman の相関分析を行い，関連のあっ
たものについては，Mann-Whitney U test および Kruskal-Wallis test と Dunn’s Multiple Comparison
test による各清掃方法項目のサブグループ間の比較を行い，各清掃項目の影響の強さを検討する
ために重回帰分析を行った．
3．結果とまとめ
義歯に付着するカンジダ量は，義歯用ブラシの使用の有無および 1 日のブラッシング回数に
は有意な相関を認めなかったが，義歯洗浄剤の使用頻度，種類，浸漬時間との間に有意な相関を
認め（p<0.01）
，なかでも，使用頻度との相関係数（r=0.527）が最も高かった．
各清掃項目におけるサブグループ間比較では，義歯に付着するカンジダ量は，義歯洗浄剤の使
用頻度において毎日使用の場合が最も少なく，1 週間に 3,4 回以上の使用頻度では，それ以下の
使用頻度よりも有意に少なかった（p<0.01）．義歯洗浄剤の浸漬時間は，一晩浸漬するほうが 30
分以下浸漬より有意に少なかった（p<0.01）
．
多変量解析の結果，義歯洗浄剤の使用頻度と浸漬時間は，義歯に付着するカンジダ量に独立し
て有意に影響を与え（p<0.01）
，標準化偏回帰係数（β）はそれぞれ，-0.550，0.294 であった．
これらの結果から，義歯に付着しているカンジダ量は，義歯洗浄剤での清掃方法に関連してお
り，特に使用頻度との関連が高かった．このため，義歯清掃方法として，毎日の義歯洗浄剤の使
用を強調して指導すべきであり，さらに可能な限り長時間浸漬洗浄するように指導することが
必要である．
4．文献
1) Ramage, G., et al. Impact of frequency of denture cleaning on microbial and clinical parameters - a
bench to chairside approach. J Oral Microbiol 2019; 11: 1538437.
（COI 開示：なし，鹿児島大学病院臨床研究倫理委員会承認 #18-89）
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口腔カンジダ症と義歯治療の関連性

〇足立 拓也 1)，星 憲幸 1 川西 範繁 1)，一色ゆかり 1) ,熊坂 知就 1)，市ヶ谷成美 1) ,茂木
みく 2)，木本 克彦 1)
1)
2)

神奈川歯科大学大学院歯学研究科 口腔統合医療学講座
神奈川歯科大学附属病院 衛生士科

補綴・インプラント学

「目的」
口腔カンジダ症による口腔不快症状を訴える患者は増加してきている.我々は，義歯を用いた
補綴治療により口腔乾燥症などの口腔不快症状に対する治療の有効性の検討を行い，補綴治療
による唾液量（特に刺激時唾液量）の増加・改善が，口腔内の症状の改善に影響している可能性
を報告し，更には口腔カンジダ症改善への影響も報告してきた．
そこで本研究では唾液量を中心に，口腔カンジダ症の補綴治療による症状改善について,被験者
数を増やすと共に，更なる関連性を探るため重回帰分析を用い,各項目の影響度を検討したので
報告する.
「方法」
対象は，本学附属病院補綴科に来院し義歯治療を希望された患者より本研究内容に同意を得ら
れた 62 名とした．
全ての対象者に対して，4 つの評価項目（カンジダ菌検出試験，唾液量，口腔内症状，咀嚼能
率）を補綴治療前（初診時）と義歯調整が終了し 4 ヶ月経過後の 2 度行ない，咬合，唾液と C.
albicans 及び口腔内症状との関連性を検討した．被験者を初診時において C. albicans が検出され
た群(candida 群)，検出されない健常者群(control 群)と分類した．唾液量 (安静時唾液：吐唾法，
刺激時唾液：ガム法)の採取時間を先行研究より月曜日・火曜日の AM10:00 と規定して計測し
た．口腔内症状の状態を 7 つの項目でスコアリングし比較した．咀嚼能力測定は咀嚼力判定ガ
ムを用いて 3 分咀嚼後にカラーチャートにて評価した．性別，義歯の種類，治療の内容，咀嚼能
力，唾液量について，重回帰分析を用いて C. albicans，口腔内症状，咀嚼能力，各唾液量への影
響を検討した．
なお，本研究は神奈川歯科大学倫理審査委員会(No. 243 )承認のもと実施された．また，本研
究は JSPS 科研費 15K11178 の助成を受けたものです．
「結果」
唾液量において義歯治療を行うことで candida 群の刺激時唾液量が control 群と差がないほどに
増加改善することが確認できた.口腔内症状では義歯治療後において control 群,candida 群ともに
改善がみられた.咀嚼能率では candida 群が義歯治療後において有意に上昇した.
また重回帰分析の結果,義歯治療は C. albicans,咀嚼能率,安静時唾液量,刺激時唾液量に対して影
響しており，刺激時唾液量の変化は全項目に対して強く影響している事が分かった.
「考察」
今回の結果より義歯治療を行うことで，特に candida 群での咀嚼能力改善が確認できた．咀嚼
能力を向上させることで刺激時唾液量が改善し，口腔カンジダ症に関連する口腔内症状の改善
へ繋がったと考えられる．重回帰分析により C. albicans に対する義歯治療の影響を確認し，刺
激時唾液量に対しても義歯治療が有意に関連した.以上のことから，義歯を用いた補綴治療を行
うことで口腔カンジダ症に関連する口腔内症状を改善できる可能性があり，さらに唾液量（特に
刺激時唾液量）との強い関連性が示唆された．
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3-1

義歯安定剤タイプと口腔湿潤度及び口腔衛生状態の関連

○山口皓平

1)

，浜 洋平

1)

，GUO RUOYAN1)，波多野恵太

1)

，吉田智和

2)

，山口知美

2)

，

水口俊介 1)
1)
2)

東京医科歯科大学
小林製薬株式会社

大学院医歯学総合研究科
ヘルスケア事業部

高齢者歯科学分野

緒言
義歯安定剤には利点だけでなく欠点もあり，適切な条件下で使用することが望まれる。WEB で
行われた調査 1)において， WEB アンケートに回答した 1470 人の義歯使用者のうち、21.6%の人
が義歯安定剤を使用していることが報告されている．さらにその義歯安定剤使用者のうち，クリ
ームタイプは 66.7%，ライナータイプは 23.3％とそれぞれ一定数の使用者がいることが報告さ
れており，それぞれの義歯安定剤使用者の口腔環境の違いについて明らかにすることが求めら
れる．本研究の目的は，クリームタイプ，ライナータイプ義歯安定剤使用者の口腔衛生状態と口
腔湿潤度の違いについて明らかにすることである．
方法
WEB アンケート回答者のうち，義歯安定剤を週に１回以上使用し，かつ定期的に歯科医院を受
診していない 50~89 歳のクリームタイプまたはライナータイプの義歯安定剤使用者を研究対象
者とし，アイヒナー分類 A 群，B1 群のものは除外した．口腔衛生状態の評価値として Tongue
Coating Index（TCI）を視診で判定し，口腔湿潤度の評価値として口腔水分計(ムーカス，ライフ)
を用いて舌背の湿潤度を測定した．使用する義歯安定剤タイプにより口腔衛生状態と口腔湿潤
度に差があるか検討するために，Shapiro-Wilk 検定で正規性を検討した後，Wilcoxon の順位和検
定及び年齢を共変量とした共分散分析を行った．すべての統計解析には JMP8.0 を用い，有意水
準は 5%とした．なお，本研究は東京医科歯科大学歯学系倫理審査委員会の承認(承認番号:D2018057)を得て行っている．
結果と考察
本研究では歯科医師による適切な医療介入をされている者だけではなく，広く一般に義歯安定
剤を使用している者を母集団として想定するために，歯科医院を受診している患者からではな
く，WEB アンケートにより対象者を募集し，クリームタイプ義歯安定剤使用者 40 名，ライナー
タイプ義歯安定剤使用者 48 名の測定を行うことができた．その結果，Wilcoxon の順位和検定で
はライナータイプ義歯安定剤使用者の方が TCI（p<0.001）
，ムーカス測定値（p=0.044）ともに有
意に低い値を示し，年齢で調整した共分散分析では TCI はライナータイプ義歯安定剤使用者の
方が有意に低く(p<0.001)，ムーカス測定値においては有意差は認められなかった．
クリームタイプ義歯安定剤は使用後も口腔内に残存しやすいものであるために，口腔衛生状態
が不良となる一因となった可能性が考えられる．口腔湿潤度について義歯安定剤タイプにより
差があるか，他の背景因子も含めてさらなる検討が必要である．
結論
本研究において，ライナータイプ義歯安定剤使用者の方が口腔衛生状態が良好であることが示
された．
引用
1)Tun Min Bo, et al. Utilization of denture adhesives and the factors associated with its use: a crosssectional survey BMC Oral Health. 2020;20(1):194.
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3-2

新規開発した義歯洗浄剤を含めた泡タイプ義歯洗浄剤の
比較検討
○原田佳枝

1)

，堀之内玲耶

1)

，村上格

2)

，西恭宏

1)

，西村正宏

1)

鹿児島大学 大学院医歯学総合研究科 口腔顎顔面補綴学分野 1)
鹿児島大学病院 義歯補綴科 2)

【緒言】義歯安定剤は義歯の安定性の向上のために有用である一方，口腔内や義歯に付着した義
歯安定剤の除去は困難で，臨床の現場では問題となっている．これらは，義歯性口内炎，誤嚥性
肺炎等の疾患を予防する上でも重要であるが，義歯安定剤使用者に向けた製品開発の研究は殆
ど行われてない．我々はこれまでに義歯安定剤除去に適した界面活性剤を見出し，その成果を基
にして新規泡タイプ義歯洗浄剤「デントロクリーンムース」
（DCM，デントロニクス，東京）を
開発した．この度，DCM と他の泡タイプ義歯洗浄剤と義歯安定剤除去効果・抗菌性・義歯材料
に対する影響の比較により，興味深い知見が得られたので紹介する．
【材料と方法】義歯安定剤除去実験では，クリームタイプ義歯安定剤 2 種類をアクリル上に均
一に塗布し，試料とした． DCM を含む泡タイプ義歯洗浄剤原液 6 種に一定時間試料を浸漬後，
試料上に残留した義歯安定剤面積よりスコアをつけて評価した．抗菌性比較実験は，洗浄剤原液
と病原体 Candida albicans, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae を用いて MIC（最小発育
阻止濃度）を算出して比較した．さらに義歯安定剤を塗布したアクリル試料を C. albicans で汚
染した後，義歯安定剤で洗浄後，試料に残存した C. albicans 量を比較した．義歯材料に対する
影響の比較実験では，#1500 サンドペーパーを用いた研磨により表面粗さを均一化した義歯床用
レジン（GC アクロン，GC，東京）と硬質リライン材（クラリベース，クラリノリタケデンタル，
東京）を試料とした．それらを洗浄剤原液へ長時間浸漬（1 日・7 日）を行い，浸漬前後の表面
粗さを測定した．
【結果と考察】DCM は他の泡タイプ義歯洗浄剤よりも，アクリルからの義歯安定剤除去に優れ
ている傾向を示した．抗菌性は DCM を含む全ての洗浄剤に認められたが，各洗浄剤の種類によ
り MIC に違いが認められた．C. albicans で汚染した試料の義歯安定剤による洗浄実験において
も，全ての義歯洗浄剤はコントロールの精製水よりも C. albicans 残存量は減少したが，減少量
は洗浄剤の種類によって異なっていた．表面粗さ測定では，義歯床用レジンには DCM を含めた
全ての義歯洗浄剤は，長時間浸漬によって表面粗さに変化を与えなかったが，硬質リライン材に
おいては DCM 以外の義歯洗浄剤には表面粗さが増加したものもあった．以上より，DCM は義
歯安定剤除去効果や抗菌性に優れており，長期間使用しても義歯材料も傷めにくい義歯洗浄剤
であることが示唆された．
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3-3

QCM システムを利用した非発泡義歯洗浄剤の有効性の評価

〇田代

悠一郎 1，松本

大阪歯科大学

歯学部

卓巳 1，三宅

晃子 2，小正

聡 1，岡崎

欠損歯列補綴咬合学講座 1，大阪歯科大学

定司 1

医療保健学部 2

【目的】義歯・補綴装置上の汚れは誤嚥性肺炎や義歯性口内炎，口角炎を引き起こしやすく，
高齢者の高い QOL を維持するためには，口腔内の衛生管理が必要不可欠である．本研究では
水晶振動子マイクロバランス（QCM センサ）を利用し，義歯表面の汚れの付着システムを使
用し，無発泡性義歯洗浄剤が義歯表面の汚れに対してどのような効果を生じるのか検証したの
で報告する．
【方法】本研究で使用した無発泡性義歯洗浄剤は株式会社 Bee Brand より提供いただいたデン
トムースであり，対照群には PBS を使用した．義歯表面の汚れには口腔内細菌およびその接着
に関与するタンパク質ならびに汚垢があげられる．前者に関しては，黄色ブドウ球菌のバイオ
フィルムを使用した検討を行った．また，後者に関しては QCM 装置（AFFINIX QNμ ユニット
型；initium 社）を使用した．市販の Au QCM センサ表面に PMMA を成膜した PMMA QCM セ
ンサを作成，PBS 液相中で汚れ物質としてウシ血清アルブミン，牛脂汚垢を滴下し口腔内での
義歯表面の汚染を模倣した．その後，実験群および対照群を滴下，センサの共振周波数変化を
経時的に測定した．測定は各３回行い，共振周波数の変化量からセンサ表面での物質の着脱量
を求め，student の t 検定により統計学的解析を行った．有意水準は 5%未満とした．
【結果】細菌実験の結果，デントムースは有意に高い洗浄効果を示すことが明らかとなった．ま
た，QCM 測定の結果により，アルブミン及び牛脂滴下後 PMMA センサ表面にアルブミン及び
牛脂が吸着し，デントムース滴下後には PBS 滴下後と比較して顕著に吸着したアルブミン，牛
脂が脱離したことが観察された．
【考察】効果的な義歯洗浄剤の開発において，義歯表面への汚染物質の吸着および脱離のメカニ
ズムを解明することは重要であり，本研究で使用した PMMA QCM センサは義歯表面を模倣し
ており，義歯表面での汚れの吸着とデントムースによる汚れの脱離を経時的に観察することが
できるため, 汚染物質の着脱機構の解明に有用なツールである．
【結論】以上の結果により QCM 測定による物質吸着の観察は義歯洗浄剤の洗浄効果の検討に応
用することが可能であり，デントムースは，義歯表面から細菌やその他の汚染物質を除去できる
効果的な非発泡性義歯洗浄剤であり，義歯装着者の衛生的な口腔環境を確立するために有用で
あることが示された．
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3-4

粘膜調整材と軟質リライン材に及ぼす義歯洗浄剤の影響

○岡崎ひとみ

1)

，津田芙未香

2)

，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)長崎大学歯学部歯学科

【緒言】
咀嚼圧に対して緩圧効果を示す軟質リライン材や粘膜調整材は，高度に吸収した顎堤や口腔
乾燥などの難症例に有効とされている．硬質アクリル樹脂と比較して軟質材料は微生物が容易
に付着するため，義歯洗浄剤を用いた化学的清掃が必須であるが，義歯洗浄剤の種類によっては
軟質材料の表面粗さを増加させるという報告がある 1)．われわれは，軟質材料を義歯洗浄剤へ浸
漬することが，緩圧効果と関係する動的粘弾性値にも影響を及ぼすのではないかと考えた．ま
た，物性の変化に伴い吸水量および溶解量も変化するのではないかと推測した．
本研究では，義歯洗浄剤浸漬前後の動的粘弾性値，吸水量および溶解量を測定することで，各
種義歯洗浄剤が粘膜調整材と軟質リライン材の物性に及ぼす影響を検討した．
【方法】
シリコーン系軟質リライン材としてソフリライナータフ スーパーソフト（トクヤマデンタ
ル）を，粘膜調整材として松風ティッシュコンディショナーⅡソフト（松風）を使用し，メーカ
ー指定の手順で 20mm×30mm×2mm の試料を作製した．試料作製後１時間に動的粘弾性の測定を
行い，その後義歯洗浄剤に 168 時間浸漬した．12 時間ごとに洗浄液を交換し，1 日 8 時間 21 日
間の浸漬をシミュレートした．浸漬する義歯洗浄剤はクイックデンチャークリーナー（酸／ジー
シー），さわやかコレクト W 抗菌（銀系無機抗菌剤／塩野義製薬），ラバラック D（次亜塩素酸
／サンデンタル）を選択し，コントロールとして蒸留水を用いた．
動的粘弾性の測定は動的粘弾性自動測定器（レオバイブロン，エー・アンド・ディ社）を用い
て行った．測定はせん断モードで行い，測定温度 37.0 ℃，周波数 0.1～100Hz の間で測定を行
い，周波数 1Hz の値を比較した．弾性傾向を示す動的弾性率 E’，粘性傾向を示す損失弾性率 E”，
E”/E’で表される損失正接 tanδ の 3 つの値から浸漬前後の変化率を計算した．吸水量および溶解
量は電子天秤 HTR-220（新光電子）を使用し算出した．
統計分析は二元配置分散分析を用い，義歯洗浄剤および材料を因子とした．多重比較は
Student–Newman–Keuls 法を用いた．有意水準は 5%とした．
【結果と考察】
粘膜調整材は E’，E”，tanδ すべての値においてラバラック D のみ有意に高い変化率を示した
（P<0.05）．吸水量および溶解量も同様にラバラック D のみ有意に高い値を示した（P<0.05）．一
方，シリコーン系軟質リライン材は tanδ におけるラバラック D のみ有意に高い変化率を示した
（P<0.05）
．吸水量は洗浄液間で有意差を認めなかったが，溶解量はラバラック D のみ有意に高
い値を示した（P<0.05）
．
本研究の結果より，短期間であっても義歯洗浄剤への浸漬はシリコーン系軟質リライン材と
粘膜調整材の動的粘弾性に影響を及ぼすことがわかった．特に粘膜調整材はシリコーン系軟質
リライン材と比較して義歯洗浄剤の影響を受けやすく，次亜塩素酸系義歯洗浄剤が動的粘弾性
に与える影響は大きいことが示唆された．
【参考文献】
1) Murata H, Chimori H, Hong G, Hamada T, Nikawa H. Compatibility of tissue conditioners and denture
cleansers: influence on surface conditions. Dent Mater J 2010; 29(4): 446-453.
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4-1

無歯顎補綴におけるマルコフモデル構築と費用対効果分析

○駒ヶ嶺友梨子，金澤 学，佐藤佑介，水口俊介

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

緒言
これまで，欠損補綴に関連した費用対効果分析も実施されてきたが，長期的な予後も含めた分析
結果ではなかった．Zitsmann1 らは無歯顎者への 3 種類の欠損補綴の長期的予後に対する費用対
効果分析を行ったが，観察期間外に起こり得るイベントに対する費用が考慮されていなかった．
一方， Listl2 らは，上顎 4-インプラントオーバーデンチャー（IOD） と 6-IOD での長期予後の
費用対効果分析を行い，歯科の欠損補綴においてもマルコフモデル構築とモンテカルロ法によ
る確率的感度分析が利用可能であることを示した．本研究の目的は，無歯顎補綴における全部床
義歯（CD），1-IOD，2-IOD において，マルコフモデル構築とマイクロシミュレーションにより，
20 年間のフォローアップにおける費用対効果を，明らかにすることとした．
方法
下顎無歯顎患者を対象とした，全部床義歯，1 本インプラント支持可撤式義歯（1-IOD）
，2 本イ
ンプラント支持可撤義歯義歯（2-IOD）を製作した場合の費用対効果分析を行った．マルコフモ
デルの構築，移行確率・費用・治療効果指標などの費用対効果分析に必要なデータの算出，マイ
クロシミュレーションによる分析，費用対効果受容曲線の描記といった手順より，3 種類の治療
法に対する 20 年間のフォローアップにおける費用対効果分析を行なった．マルコフモデル構築
や費用対効果分析には Treeage Pro 2020（TreeAge Software, Inc.）を使用した．
結果
分析期間を 20 年間とした場合，Willingness To Pay （WTP，支払い意思金額）が 約 9.6 万円以
下の時は CD の費用対効果が一番高く，約 9.6 万円以上約 38.3 万円以下の間である時は 1-IOD
の費用対効果が一番高く，38.3 万円以上の時は 2-IOD の費用対効果が一番高いという結果とな
った．
考察
本研究の結果から，WTP に応じた費用効果の高い補綴方法が明らかになった．本研究では，移
行確率や治療効果指標については過去の文献を参考としている．長期間の追跡調査を伴う 1IOD
と 2IOD の無作為化比較臨床試験でかつ，complication や治療効果指標の結果について詳細に報
告されていた文献は Bryant らの報告 3 のみであった．また全部床義歯に関しても，生存率や
complication について報告はほとんどなかった．さらに海外は，医療保険制度が日本と異なるた
め，特に complication の移行確率は日本人を対象とした場合の移行確率よりも異なることが考え
られる．今後は，メタアナリシスの実施も含めて，より多くのデータから移行確率や治療効果指
標を求めることや日本人を対象とした研究のデータの収集が必要であることが必要とされる．
参考文献
1. Zitzmann NU, Krastl G, Weiger R, Kühl S, Sendi P. Cost-effectiveness of anterior implants versus fixed
dental prostheses. J Dent Res. 2013 Dec;92(12 Suppl):183S-8S.
2. Listl S, Fischer L, Giannakopoulos NN. An economic evaluation of maxillary implant overdentures
based on six vs. four implants. BMC Oral Health. 2014 Aug 18;14:105.
3．A 5-year randomized trial to compare1 or 2 implants for implant overdentures. S R Bryant, J N Walton,
M I MacEntee J Dent Res, 2015, 94 (1), 36-43
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下顎無歯顎に応用する軟質リライン材の臨床効果に関するラ

4-2

ンダム化比較試験
-研究デザインについて○木本克彦１），星憲幸１），佐藤佑介２），木本 統３），河相安彦３）
１）神奈川歯科大学 口腔統合医療学講座，２）東京医科歯科大学
３）日本大学松戸歯学部有床義歯補綴学講座

高齢者歯科学分野，

我が国は総人口に占める 65 歳以上の人口が 21％を超える世界に類を見ない超高齢社会であ
る。この急激な超高齢化により義歯需要は増加の一途を辿っているが，近年，低栄養・サルコペ
ニア・認知症の予防等の観点から，高齢者における義歯使用の重要性が注目されている．周知の
ごとく，高齢者の口腔内状態の多くは著しい顎骨の吸収や粘膜の菲薄化が進行しており、義歯の
動揺や痛みにより義歯を満足に使用出来ていない（使用していない）ケースに臨床現場で数多く
遭遇する．このような症例に対して現在では義歯の維持・安定を図る目的で，インプラントを応
用した義歯（オーバーデンチャー）も選択肢の一つとして考えられるが，実際の臨床現場では，
全身疾患・通院不可・コスト等の問題によりほとんどの高齢患者は義歯での対応を迫られてい
る．我々はこれまでに，無歯顎患者に対して軟質リライン材を応用した総義歯の臨床的な有効性
に着目し，2 つのランダム化比較臨床試験を立案し実施してきた．その結果，咬合力の緩衝作用
により疼痛や褥瘡発生が軽減され，咀嚼能力が向上するだけでなく、義歯の調整回数を減少でき
ることを報告し，無歯顎患者に対する軟質リライン材の有用性について明らかにしてきた．
近年，下顎の総義歯患者で顎堤吸収が著しい、又は顎堤粘膜が菲薄で通常の硬質材料では症状
改善が難しい患者に対し軟質リライン材の保険適応が認められるようになり，歯科医師と患者
の双方において大きな福音となっている．しかしながら，保険収載されたものの，軟質リライン
材と硬質リライン材の選択基準に明確な根拠(ガイドライン)が定まっていないのが現状であり，
その後の長期経過（リペアや再製の頻度）や健康状態（栄養摂取量や認知機能）への貢献度など
多くの学術的な「問い」を残している．
このようなことから，本研究の目的は、下顎義歯が不適合な無歯顎者に応用する軟質リライン
材の選択基準を明らかにするために本学会のサポートのもと多施設ランダム化比較試験
(MCORTⅡ)を立案し、「軟性リライン材の選択・使用に関する診断および治療ガイドライン」策
定の一助とすることである．今回は，多施設ランダム化比較試験の研究デザインを紹介する．
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4-3

デジタル技術を応用した人工歯咬合面再形成法

○市川哲雄１），後藤崇晴１），岸本卓大１），藤本けい子１），南 憲一１），鴨居浩平２）
１）

徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔顎顔面補綴学分野，
徳島大学病院診療支援部歯科医療技術部門技工室

２）

１．緒言
長期の義歯使用では，咬合面の咬耗摩耗により咬合面再形成を必要とする場合は多く，より簡
単で確実な咬合面再形成法が求められる．また，補綴歯科治療において，Functionally generated
path (FGP) technique や Preparatory denture などのように，下顎の機能運動に調和した咬合面形態
を形成する方法が提案されている．また，人工歯の咬合面部に患者の機能運動に適した咬合小面
（ファセット）が形成された後，その咬合面レジン部を金属咬合面あるいは陶材に置換する方法
も報告され，その専用の 2 層構造人工歯（ツーピースティース）も市販されている．これらの方
法はレジンパターンを埋没，鋳造あるいは焼成しなければならず，技工操作が煩雑であり，金属
の場合には審美的な問題が生じる．
そこでこれらの問題点を解消するために，デジタル技術を応用した人工歯咬合面再形成法を
提案する．本報告ではその方法の概要に関して，症例を交えながら報告する．
２．デジタル技術を応用した人工歯咬合面再形成法の概要
本方法は，図 1 のフローチャートに示すステ
①咬合面のスキャニング
⑭義歯の最終調整
ップに分けられる.
⑬製作した再形成咬合面
新義歯製作時は，①から⑥までを技工室で行
②咬合面の複印象
をセメント合着
い，実際に新義歯を装着してもらい，機能的咬
③咬合面の削合，
⑫再形成咬合面の試適
合面の記録からスタートする．記録終了後にチ
維持孔付与
表面処理
ェアーサイドで機能的咬合面のスキャニングを
⑪即時重合レジン
④削合した咬合面の
行い，その次の診療で，CAD／CAM で製作され
咬合面の除去
スキャニング
た再形成咬合面をセメントで合着し，最終咬合
⑤即時重合レジンによる
⑩再形成咬合面のCAM
調整を行う．
咬合面再形成
技工室
義歯修理時，つまり義歯の長期使用における
⑥再形成咬合面の仮着
⑨再形成咬合面のCAD
咬合面の再形成の場合には，①から⑥までをチ
ェアーサイドでスタートする．多少の時間は必
⑦口腔内での
⑧形成された機能的
要であるが，義歯を預かる必要のない時間で完
機能的咬合面の記録
咬合面のスキャニング
了できる．
図１ デジタル技術を応用した咬合面再形成法の手順
３．症例
「最近食べにくくなってきた」ことを主訴に来科した．上顎には全部床義
患者は 70 歳の女性．
歯，下顎には両側遊離端欠損に対して部分床義歯が装着されていた．下顎の部分床義歯は装着後
10 年経過しており，臼歯部の硬質レジン人工歯には高度の咬耗が認められた．上述の方法で本
法を適用し，咬合面をジルコニアに置換した（図２）．
４．まとめ
本法は従来のような
煩雑な技工操作を必要
とせず，審美的にも高い
満足感が得られる．その
製作精度についても検
討を行ったが，満足すべ
きものであった．
図２

症例（番号は図１の番号に対応）
26

謝 辞
日本義歯ケア学会第 13 回学術大会を開催するにあたり，多大なご協力を
賜りました以下の企業の方々に心より御礼申し上げます．
日本義歯ケア学会第 13 回学術大会
大会長
株式会社ジーシー

サンメディカル株式会社

株式会社 トクヤマデンタル

スリーエム ジャパン株式会社

株式会社松風

日本歯科薬品株式会社

株式会社デントロケミカル

ロート製薬株式会社

株式会社モリタ

（50 音順）

佐藤裕二

小林製薬株式会社

日本義歯ケア学会第 13 回学術大会は以下の団体の後援をいただいております．
一般社団法人
公益社団法人

日本老年歯科医学会
日本補綴歯科学会

日本義歯ケア学会
第13回学術大会

プ ロ グ ラ ム・ 抄 録 集
発

行：2021年2月

発行所：〒145-8515
東京都大田区北千束2-1-1昭和大学歯科病院4号棟3階
昭和大学歯学部高齢者歯科学講座内
Tel：03-3787-1151(EXT.236)
Fax：03-3787-3971
発行者：内田

淑喜

27

エビデンス
ご案内 Movi
e

28

Q.
A.

パーシャルデンチャーの裏装時、口腔内から
外せなくなりそうになったことはありますか？
いいえ

22 %
はい

78 %
ｎ：586

78%

の先生が
パーシャルデンチャーの裏装時、
外せなくなりそうになった
経験をお持ちです。

トクヤマデンタル倶楽部「硬質裏装材」アンケート結果より

トクヤマデンタルからのご提案

解決策がここにあります。
光 硬 化 型 硬 質 裏 装 材「トクヤ マ
ヒカリライナー」は口腔内ではゴム
状を維持しているので、アンダー
カットに入っても簡単に取り出す
ことができます。
２０２１年１月２１日 新発売

トクヤマ ヒカリライナーの詳しい紹介、
臨床動画はこちら。

https://www.tokuyama-dental.co.jp/hikareliner/

歯科技工用重合装置
（光重合装置）

義歯床用硬質裏装材
（光硬化・粉液型）

光照射前はゴム状を維持しているので、
アンダー
カットに入っても簡単に 取り出すことが でき
ます。
最終硬化は光重合器を使用します。
「トクヤマ ポータライト」
は小型で軽量。
往診等の持ち運びにも便利です。
（管理医療機器）認証番号 ３０２ＡＦＢＺＸ０００９１０００

¥15,000／セット

（一般医療機器）届出番号 １４Ｂ２Ｘ００００２００００４０

¥64,800／セット
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