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第1会場（岡山シンフォニーホール 4階 大ホール）
September 21（Mon） 16：30-17：00

9月21日（月・祝） 16：30-17：00

医療倫理と医療安全

　医療倫理の基本は，患者に対して安全で最善の医療を提供するためのルールを守ることであり，医療安全の実践はその根幹を占
めるものです．医療安全には，病院設備の充実，医療器具，医療材料，医薬品の管理，医療従事者の情報共有，病院としての労
務，財務管理が含まれます．院長としては，医療安全に関わる項目を認識しバランスを取りつつ，どうすれば安全な診療を提供で
きるかを常に自問自答しています．最高水準の医材滅菌を行おうとすれば，病院の基本設計から考え直して，洗浄滅菌に必要な最
高の機器を設置することが理想です．そして，専任の滅菌技師も配置する必要が有ります．しかし，そのようにすることで，労
務，財務状況が悪化したのでは，病院として最善の医療を提供することにはなりません．我々医療従事者は理想とする医療安全を
理解しつつ，可能な最善の医療安全を実践せざるを得ないのが現状です．
　伊東先生はご自身の歯科病院を経営される中で医療安全の重要性に着目され，歯科病院として実践すべき医療安全を我々に示し
てこられました．先生には歯科医療における医療安全の重要性と歯科医療に及ぼす影響についてご講演いただく予定です．

倫理委員会セミナー

Medical ethics and medical safety

座長

後藤　昌昭　Masaaki Goto

Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Saga Medical School
佐賀大学医学部歯科口腔外科学講座
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伊東　隆利　Takatoshi Itoh

Kyushu Branch
ITOH DENTO-MAXILLOFACIAL HOSPITAL

九州支部
医療法人伊東会伊東歯科口腔病院

医学・医療は進歩している．医療倫理は進歩しているだろうか？
－医療倫理の進歩を計る尺度が医療安全対策か－

The medical treatment progresses, but does the medical ethics progress, too?
-progress of the medical ethics and medical safety measures-

Ａさん：医療安全って手間・ヒマかかるし，コストもかかるよネ・・・．うっかりすると責任をとらされてしまうしね・・・．
Ｂさん：何故そこまでしてやらねばならないの！！何故？何故？
Ｃさん：だってそれは私達の「良心」でしょう！！
　ある日の昼下がり，医療者の井戸端会議の模様です．
Ｄさん：仕事が複雑で高度になってきた分，１人１人の自覚は勿論だけど，医院全体，施設全体で考えないとね．何が起きたの

か，なぜ起きたのか，どうしたらよかったのか，皆で考えないとね・・・．そんなことが話せない職場はいやだよネ．

　医学・医療がとんでもない程に進歩しているのは，生殖医療，臓器移植，ロボット手術の進歩など枚挙にいとまがないことで判
ります．
　それに反して，携わるわれわれ医療人，医療施設の倫理観の進歩はどうなんでしょうか？
　最近の某大学内視鏡手術による死亡事件にしても，かつてのインプラントバッシングにしても，進んだ医療技術をしっかり支え
るべき倫理観，良心が欠如していることで，却って命が奪われたり，手術が失敗になっているのではないでしょうか？
　現代医療は進歩と同時に社会的な広がりも要求されている．至るところにリスクが存在していて医療事故とは裏腹です．
　医学・医療の進歩は不可能が可能となったり，成功率が上ったり，低侵襲となったり，その成果を数値化することはほぼ可能で
あると思われます．それに反して医療倫理は「良心」という言葉であったり，「品性」であったり，「責任感」であったり，「道徳
観」であったりと明視化，数値化することははなはだ困難です．
　現在，医療の現場では，二度と事故を起こさない，起こしたとしても軽減化，再発予防，未然防止の動きが必死で行われています．
　もし医療事故が，医療安全に対する現場の人々の努力で解決しているとすれば，その現場の医療倫理の高さが見えてくるのでは
ないでしょうか？また進歩・改善の具合が数値で読み取れるのではないかと思います．
　本学会では，倫理規定が定められ，日本口腔インプラント学会員として遵守すべき事柄が挙げられていますが，医療安全の推進
行動によって解決できることが多いと考えられます．
　目に見える進歩と，目に見えない倫理を現場でどうやって解決していくか，このシンポジウムで医療安全対策による倫理観の達
成について考えてみたいと思います．

1968年　日本大学歯学部卒業　
1972年　鹿児島大学大学院修了（歯科口腔外科学講座）
1975年　鹿児島大学医学部講師
1975年　伊東歯科医院（有床歯科）勤務
1991年　医療法人伊東会理事長
2000年　厚生大臣表彰（救急医療功労賞）
2008年　伊東歯科口腔病院院長
2010年　日本歯科医学会会長賞
2012年　日本口腔インプラント学会　学会特別功労賞受賞
2014年　日本歯科医師会会員有功章受章
2015年　旭日双光章受賞

【略歴】

 1076033 日本口腔インプラント学会誌_ 

1

校 

2

校 

3

校 

N

校 _結城<P78>　



79

伊東　隆利　Takatoshi Itoh

Kyushu Branch
ITOH DENTO-MAXILLOFACIAL HOSPITAL

九州支部
医療法人伊東会伊東歯科口腔病院

医学・医療は進歩している．医療倫理は進歩しているだろうか？
－医療倫理の進歩を計る尺度が医療安全対策か－

The medical treatment progresses, but does the medical ethics progress, too?
-progress of the medical ethics and medical safety measures-

Ａさん：医療安全って手間・ヒマかかるし，コストもかかるよネ・・・．うっかりすると責任をとらされてしまうしね・・・．
Ｂさん：何故そこまでしてやらねばならないの！！何故？何故？
Ｃさん：だってそれは私達の「良心」でしょう！！
　ある日の昼下がり，医療者の井戸端会議の模様です．
Ｄさん：仕事が複雑で高度になってきた分，１人１人の自覚は勿論だけど，医院全体，施設全体で考えないとね．何が起きたの

か，なぜ起きたのか，どうしたらよかったのか，皆で考えないとね・・・．そんなことが話せない職場はいやだよネ．

　医学・医療がとんでもない程に進歩しているのは，生殖医療，臓器移植，ロボット手術の進歩など枚挙にいとまがないことで判
ります．
　それに反して，携わるわれわれ医療人，医療施設の倫理観の進歩はどうなんでしょうか？
　最近の某大学内視鏡手術による死亡事件にしても，かつてのインプラントバッシングにしても，進んだ医療技術をしっかり支え
るべき倫理観，良心が欠如していることで，却って命が奪われたり，手術が失敗になっているのではないでしょうか？
　現代医療は進歩と同時に社会的な広がりも要求されている．至るところにリスクが存在していて医療事故とは裏腹です．
　医学・医療の進歩は不可能が可能となったり，成功率が上ったり，低侵襲となったり，その成果を数値化することはほぼ可能で
あると思われます．それに反して医療倫理は「良心」という言葉であったり，「品性」であったり，「責任感」であったり，「道徳
観」であったりと明視化，数値化することははなはだ困難です．
　現在，医療の現場では，二度と事故を起こさない，起こしたとしても軽減化，再発予防，未然防止の動きが必死で行われています．
　もし医療事故が，医療安全に対する現場の人々の努力で解決しているとすれば，その現場の医療倫理の高さが見えてくるのでは
ないでしょうか？また進歩・改善の具合が数値で読み取れるのではないかと思います．
　本学会では，倫理規定が定められ，日本口腔インプラント学会員として遵守すべき事柄が挙げられていますが，医療安全の推進
行動によって解決できることが多いと考えられます．
　目に見える進歩と，目に見えない倫理を現場でどうやって解決していくか，このシンポジウムで医療安全対策による倫理観の達
成について考えてみたいと思います．

1968年　日本大学歯学部卒業　
1972年　鹿児島大学大学院修了（歯科口腔外科学講座）
1975年　鹿児島大学医学部講師
1975年　伊東歯科医院（有床歯科）勤務
1991年　医療法人伊東会理事長
2000年　厚生大臣表彰（救急医療功労賞）
2008年　伊東歯科口腔病院院長
2010年　日本歯科医学会会長賞
2012年　日本口腔インプラント学会　学会特別功労賞受賞
2014年　日本歯科医師会会員有功章受章
2015年　旭日双光章受賞

【略歴】

第1会場（岡山シンフォニーホール 4階 大ホール）
September 21（Mon） 17：00-18：30

9月21日（月・祝） 17：00-18：30

超高齢社会における口腔インプラント学会専門医の責務とは
―最後まで患者に寄り添った治療を行うために―

専門医教育講座

What is the responsibility of JSOI specialists in super aging society?
 -to take care of the patient until his/her last moment-

　近年，マスコミによるインプラント批判のせいで，インプラントによる欠損治療が低迷しているようですが，患者さんも術者の
技量をはかるために専門医であるかなどについて調べていらっしゃるようです．専門医の皆さんもいっそうの努力が求められてい
ます．専門医になるということは，高いハードルを越えなければならず，ひとつの目安になるということです．まだ専門医をお取
りでない先生方も専門医取得にチャレンジしていただきたいものです．また，専門医を取っただけで終わることのないようにこう
した教育講演も用意されていますので生涯，学習をしていきたいものです．
　今回の講師は岡山大学の窪木拓男教授です．先生はインプラント研究中に，叔父様をなくされ，「生きているうちに研究を完成
させ，叔父に美味しいものを食べさせたかった．」という逸話をお持ちの方です．ですからインプラントへの思い入れは強く，今
回のご講演も皆さんの役に立つものとなるでしょう．ご静聴ください．

座長

岸　　民祐　Tamisuke Kishi

Chugoku-Shikoku Branch
M. Inc. TEETH PLAZA DENTAL

中国・四国支部
医療法人社団ティース　プラザ歯科
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2012－現在：岡山大学歯学部長
2009－2011：岡山大学大学院医歯薬学総合研究科副研究科長
2007－2009：岡山大学医学部・歯学部附属病院副病院長
　　　　　　（教育・研究担当）
2003－現在：岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授
2001－2003：岡山大学大学院医歯学総合研究科助教授
1997－1998：文部省在外研究員（短期）としてアメリカ合衆国に留学
　　　　　　NIH, Advanced Tissue Sciences等を訪問
1994－1995：文部省在外研究員（若手長期）としてアメリカ合衆国，
　　　　　　University of California, Los Angelesに留学
1991－2000：岡山大学歯学部附属病院講師
1990－1991：岡山大学歯学部歯科補綴学第一講座助手
1986－1990：岡山大学大学院歯学研究科歯科補綴学専攻

窪木　拓男　Takuo Kuboki

Department of Oral Rehabilitation and Regenerative Medicine, 
Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences

【職歴ならびに教育歴】
2012：日本静脈経腸栄養学会　中国地区TNT研修会修了
2011：日本口腔顔面痛学会　専門医　指導医
2009：日本老年歯科医学会　認定医　指導医
2009：日本静脈経腸栄養学会　中国支部学術集会
　　　医師教育セミナー修了（NST組織開設資格）（中国No. 009）
2008：日本口腔インプラント学会口腔インプラント専門医（420号）  

指導医（420号）
2006：摂食嚥下問題を考える会　コーディネーターコース修了
2005：日本口腔インプラント学会認定医（52号）　指導医（52号）
2004：口腔リハビリテーション認定医（ 5 号）　指導医（ 5 号）
2003：臨床修練指導歯科医（第363号）
2002：日本補綴歯科学会　指導医（867号）
2000：日本顎関節学会　認定医（339号）　指導医（297号）
1997：日本補綴歯科学会　認定医（1428号）
1990：岡山大学大学院歯学研究科修了
　　　（歯学博士取得：博甲第807号，平成 2 年 3 月28日）
1986：岡山大学歯学部卒業，歯科医師国家試験合格
　　　（歯科医籍登録：98022号，昭和61年 5 月24日）
　　　（保険医登録：岡国歯1818．昭和61年 7 月21日）

【資格】

超高齢社会における口腔インプラント学会専門医の責務とは
－最期まで患者に寄り添うために－

What is the responsibility of JSOI specialists in super aging society?
-to take care of the patient until his/her last moment-

　日本は超高齢社会に突入した．歯の欠損が年齢とともに増加することを考えると，口腔インプラント治療を受ける高齢者は必然
的に増加することは間違いない．事実，2011年の歯科疾患実態調査によれば，65歳以上の国民の3.1％に口腔インプラント治療が施
されているという．
　過去約10年間に我々の診療科で口腔インプラント治療を行った患者の数を，年齢を横軸にグラフに表すと，60歳代をピークとし
た正規分布となる．今はまだ，“介護現場にインプラント患者が多数存在するとは思えない”と言われる会員が多数おられるのも頷
ける．しかし，このグラフを10年，20年右方向へ移動した状況を想定してみて欲しい．口腔インプラント治療を受けた60歳代の患
者のピークは，10年後には70歳代に，20年後には80歳代になるのである．これらの患者が後期高齢者に突入し，在宅介護現場にイ
ンプラント治療を受けた患者が多数見受けられるようになる日はそう遠くないはずである．
　一方，まだそれほど多くはないが，インプラント患者を介護現場に迎えた介護支援者の反応はすでに不安に満ちている．すなわ
ち，①インプラント義歯の人工歯根部を撤去せずにいると，免疫力の低下などにより人工歯根が感染源になりその患者の生命予後
を悪化させないか．②脳梗塞や認知症，パーキンソン病などの患者において，咀嚼筋の拘縮などによりインプラント義歯を簡単に
撤去できなくなる症例を経験することがある．③口腔内にインプラント義歯があるかどうかを判断し，必要があれば，それを撤去
したり，生活しやすい形に改変したりしてくれる歯科医師が介護現場に少ないなどがその代表である．
　よく考えてみると，これらの不安は，インプラント義歯に特異的なものもあれば，インプラント義歯に限らない固定性補綴物全
般に当てはまるものもある．本発表においては，口腔インプラント義歯を患者に施す専門医が，最後まで責任をもって患者の人生
に貢献するためには，どのような知識や技をもって対応すべきかを前向きに考えて見たい．なぜならば，このような対応が患者や
介護者，さらには歯科医療自体を救うかもしれないと考えるからである．

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
インプラント再生補綴学分野
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2012－現在：岡山大学歯学部長
2009－2011：岡山大学大学院医歯薬学総合研究科副研究科長
2007－2009：岡山大学医学部・歯学部附属病院副病院長
　　　　　　（教育・研究担当）
2003－現在：岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授
2001－2003：岡山大学大学院医歯学総合研究科助教授
1997－1998：文部省在外研究員（短期）としてアメリカ合衆国に留学
　　　　　　NIH, Advanced Tissue Sciences等を訪問
1994－1995：文部省在外研究員（若手長期）としてアメリカ合衆国，
　　　　　　University of California, Los Angelesに留学
1991－2000：岡山大学歯学部附属病院講師
1990－1991：岡山大学歯学部歯科補綴学第一講座助手
1986－1990：岡山大学大学院歯学研究科歯科補綴学専攻

窪木　拓男　Takuo Kuboki

Department of Oral Rehabilitation and Regenerative Medicine, 
Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences

【職歴ならびに教育歴】
2012：日本静脈経腸栄養学会　中国地区TNT研修会修了
2011：日本口腔顔面痛学会　専門医　指導医
2009：日本老年歯科医学会　認定医　指導医
2009：日本静脈経腸栄養学会　中国支部学術集会
　　　医師教育セミナー修了（NST組織開設資格）（中国No. 009）
2008：日本口腔インプラント学会口腔インプラント専門医（420号）  

指導医（420号）
2006：摂食嚥下問題を考える会　コーディネーターコース修了
2005：日本口腔インプラント学会認定医（52号）　指導医（52号）
2004：口腔リハビリテーション認定医（ 5 号）　指導医（ 5 号）
2003：臨床修練指導歯科医（第363号）
2002：日本補綴歯科学会　指導医（867号）
2000：日本顎関節学会　認定医（339号）　指導医（297号）
1997：日本補綴歯科学会　認定医（1428号）
1990：岡山大学大学院歯学研究科修了
　　　（歯学博士取得：博甲第807号，平成 2 年 3 月28日）
1986：岡山大学歯学部卒業，歯科医師国家試験合格
　　　（歯科医籍登録：98022号，昭和61年 5 月24日）
　　　（保険医登録：岡国歯1818．昭和61年 7 月21日）

【資格】

超高齢社会における口腔インプラント学会専門医の責務とは
－最期まで患者に寄り添うために－

What is the responsibility of JSOI specialists in super aging society?
-to take care of the patient until his/her last moment-

　日本は超高齢社会に突入した．歯の欠損が年齢とともに増加することを考えると，口腔インプラント治療を受ける高齢者は必然
的に増加することは間違いない．事実，2011年の歯科疾患実態調査によれば，65歳以上の国民の3.1％に口腔インプラント治療が施
されているという．
　過去約10年間に我々の診療科で口腔インプラント治療を行った患者の数を，年齢を横軸にグラフに表すと，60歳代をピークとし
た正規分布となる．今はまだ，“介護現場にインプラント患者が多数存在するとは思えない”と言われる会員が多数おられるのも頷
ける．しかし，このグラフを10年，20年右方向へ移動した状況を想定してみて欲しい．口腔インプラント治療を受けた60歳代の患
者のピークは，10年後には70歳代に，20年後には80歳代になるのである．これらの患者が後期高齢者に突入し，在宅介護現場にイ
ンプラント治療を受けた患者が多数見受けられるようになる日はそう遠くないはずである．
　一方，まだそれほど多くはないが，インプラント患者を介護現場に迎えた介護支援者の反応はすでに不安に満ちている．すなわ
ち，①インプラント義歯の人工歯根部を撤去せずにいると，免疫力の低下などにより人工歯根が感染源になりその患者の生命予後
を悪化させないか．②脳梗塞や認知症，パーキンソン病などの患者において，咀嚼筋の拘縮などによりインプラント義歯を簡単に
撤去できなくなる症例を経験することがある．③口腔内にインプラント義歯があるかどうかを判断し，必要があれば，それを撤去
したり，生活しやすい形に改変したりしてくれる歯科医師が介護現場に少ないなどがその代表である．
　よく考えてみると，これらの不安は，インプラント義歯に特異的なものもあれば，インプラント義歯に限らない固定性補綴物全
般に当てはまるものもある．本発表においては，口腔インプラント義歯を患者に施す専門医が，最後まで責任をもって患者の人生
に貢献するためには，どのような知識や技をもって対応すべきかを前向きに考えて見たい．なぜならば，このような対応が患者や
介護者，さらには歯科医療自体を救うかもしれないと考えるからである．

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
インプラント再生補綴学分野

第2会場（ホテルグランヴィア岡山 4階 フェニックス）
September 23（Wed） 9：00-12：00

9月23日（水・祝） 9：00-12：00

臨床の疑問に答える

教育講演

Answer for clinical questions

　これはチャンスです．
　「アレはアレで本当に良いのだろうか？」「もっといい方法があるんじゃないの？」「実際のところアレってどうなの？」―日
常の臨床において，私たちはしばしばこういった疑問に遭遇します．近年の歯科治療，とりわけインプラント治療は目覚ましい進
歩を続けており，最新の臨床技術や研究成果に関する情報が毎日のように更新されています．「より適切で確実なインプラント治
療」を実践するためには，これらの情報をまめに収集し，疑問点を「わからない」「知らない」ままにせず，正しく解決・理解す
ることが重要です．
　本セッション『臨床の疑問に答える』は日頃の疑問（の幾つか）を解決する絶好の機会です．今回は基礎系から臨床系まで多岐
にわたる分野から 6 名の先生方に御登壇いただきます． 6 名の先生方はそれぞれ第一線でご活躍中であり，各分野で優れた実績
を残しておられます．各講演30分ずつと短い時間ながら，その分濃い内容でご講演いただけると考えております．本セッション
を通じて，インプラント術前から予後観察に至るまで，またチェアサイドからラボサイドまで，幅広く情報を収集できることで
しょう．
　私も受講者の一人として非常に楽しみです．

座長

木原　優文　Masafumi Kihara

Section of Implant and Rehabilitative Dentistry, Faculty of Dental Science, Kyushu University
九州大学大学院歯学研究院インプラント・義歯補綴学分野

座長

田中　秀樹　Hideki Tanaka 

Kyushu Implant Research Group
Tanaka Hideki Dental Clinic

九州インプラント研究会
医療法人S&H　田中ひでき歯科クリニック
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　即時荷重法の応用が一般的になるにつれて，インプラント埋
入時の初期固定の重要性が高まっている．平成25年に厚生労働
省より出された歯科インプラント治療指針（日本歯科医学会
編）においても，初期固定の獲得はオッセオインテグレーショ
ンのための条件の一つであり，荷重開始時期に影響を与える因
子の一つであることや，埋入後のインプラント体の脱落の可能
性を左右する因子として挙げられている．
　初期固定に対しては，インプラント体のデザイン，外科・埋
入術式，埋入部位の骨の状態の3つの要素が大きな影響を与え
ると考えられる．例えば容易に初期固定を得る方法として，埋
入窩に対して大きな径のインプラント体を使用することが一般
的に行われており，実際多くのメーカーの最終形成ドリルはイ
ンプラント径より細い．しかし，インプラント埋入後に過剰な
骨内応力が残留した場合，インプラント周囲骨の吸収を惹起す
る可能性がある．同様に，ドリリング時のぶれは埋入窩を予定
より大きく形成してしまうリスクとなるためできるだけ排除す
べきであるが，ガイドサージャリーはインプラントを予定部位
に正確に埋入するだけでなく，インプラント窩を正確に形成す
る一助ともなる．
　埋入予定部位の骨の状態はCTおよびシミュレーションソフ
トにより，視覚的に，あるいは数値として得ることができる． 
しかし現在のところ，得られた骨の状態がどのようなインプラ
ントの初期固定をもたらすかの判断は術者の経験に頼ってお
り，骨の状態を初期固定値に直接反映させることはできない．
埋入予定部位の骨の状態を術前に正確に判断し，インプラント
埋入時の初期固定の程度を予測できれば，インプラント体の選
択や治療期間の予測等の治療計画の策定やエビデンスの蓄積と
いう点で非常に価値が高いと思われる．現在臨床で使用されて
いるインプラント術前シミュレーションソフトには，埋入予定
部位周囲の骨質を計測することができるものもある．この機能
を発展させれば，インプラントの初期固定が術前に正確に予測
できたり，初期固定がより確実に得られる部位をエビデンスを
もとに選択してインプラントを埋入することが可能となる．本
講演では術前CTデータからインプラント埋入時の初期固定値
を予測する取り組みについても発表したい．

1993年　九州大学歯学部卒業
1997年　九州大学大学院歯学研究科修了
1997年　九州大学歯学部附属病院　第二補綴科医員
1998年　九州大学歯学部　歯科補綴学第二講座助手
2004年　九州大学大学院歯学研究院　口腔機能修復学講座講師
2012年　Visiting Assistant Professor（University of Iowa, USA）

鮎川　保則　Yasunori Ayukawa

Section of Implant and Rehabilitative 
Dentistry, Faculty of Dental Science, 
Kyushu University

How can we have primary stability of the implant?

【略歴】

インプラント埋入時の初期固定を確実にするためには？

九州大学大学院歯学研究院
インプラント・義歯補綴学分野

　現在，「超親水性」を示すチタンの表面処理には，光活性化
（光機能化）と称する紫外線（UV）処理や低温プラズマ処理
などの物理処理と，SLActive（ブラスト+酸エッチング後に水
溶液保存）などの化学処理がある．これらの超親水性チタンイ
ンプラントは，血液の濡れが格段に向上することから注目を集
め，骨形成能に優れるとの報告が多く見られるようになった．
　紫外線処理とプラズマ処理では本質的に差はなく，発生した
活性酸素種により①表面に吸着した疎水性有機物（炭化水素）
を分解し，また②表面に吸着している炭化水素分子や大気中水
分子の水素と反応し表面により多くの水酸基（-OH）を形成す
ることにより超親水性を発揮する．一方，化学処理（酸処理）
は，表面汚染物質を取り除き，かつ表面積を大きくするような
表面形状にすることにより超親水性を発揮する．我々は，
SLActiveのような光を使用しない「超親水性」現象を含め，
超親水性の発現は炭化水素の分解・除去，表面水酸基の存在状
況に左右され，この現象は表面電荷に影響を与えることを明ら
かにした．
　超親水性表面の生体反応については，光活性化処理や化学処
理による超親水性の付与は，炎症性サイトカインの凝集を抑制
すると共に，細胞接着性タンパク質や骨性タンパク質の接着を
増進させ，オッセオインテグレーションや軟組織接着を促進す
るものと推察される．特に，細胞接着因子Fibronectin（Fn）
と細胞接着阻害因子Albumin（Alb）共存している体液中では，
超親水性表面がFnを優先的に吸着し細胞接着を促進し，疎水
性表面ではAlbが優先的に吸着し細胞接着を阻害する．このよ
うに，超親水性表面は細胞接着を促進すると考えられる．また，
親水化処理骨関連ケモカインCXCL12（SDF-1，間質細胞由来
因子-1）の特異的吸着量は超親水性表面で増加することが確認
されている．
　以上のように，光活性化（光機能化）や化学処理による超親
水性の付与は，血餅形成に寄与し，炎症性サイトカインの凝集
を抑制すると共に，細胞接着性タンパク質や骨性タンパク質の
接着を増進させ，オッセオインテグレーションや軟組織接着を
促進するものと推察される．このように，超親水性を付与する
表面処理はインプラント臨床に有効なツールになると考えられ
るが，臨床応用における有効性に関してはエビデンスが得られ
ていない．科学的公平性を持って検証し，エビデンスを構築し
なければならない．

1972年　茨城大学工学部電子工学科卒業
1980年　東京歯科大学講師
1986年　歯学博士の学位受領（東京歯科大学）
1992年　スウェーデン王国ルンド大学客員講師
1998年　東京歯科大学助教授
2003年　日本口腔インプラント学会認定制度による基礎系指導者

（第5号）
2008年　東京歯科大学教授（口腔科学研究センター・口腔インプラ

ント学研究部門主任，歯科理工学講座）
2015年　東京歯科大学客員教授（口腔科学研究センター）

吉成　正雄　Masao Yoshinari

Oral Health Science Center, 
Tokyo Dental College

Influence of super-hydrophilic treatment on 
osseointegration of titanium implants

【略歴】

超親水性からみたオッセオインテグレーションとは？

東京歯科大学口腔科学研究センター
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　通常のインプラントよりも直径の細いワンピース型のミニイ
ンプラントは，低侵襲，低コストで，幅広い解剖学的条件に適
応可能という特徴をもち，今まで矯正の固定源や，インプラン
トの免荷期間を待つ間の暫間補綴装置の支台装置として多く応
用されてきました．また，最近の研究ではミニインプラントで
も従来のインプラントと同様な骨結合を示すことが示され，ミ
ニインプラントがインプラントオーバーデンチャーの支台装置
として有用であることが示唆されています．
　しかしこれまで，インプラントを支台装置としたインプラン
トオーバーデンチャーに関する臨床研究・力学的研究は数多く
見られますが，ミニインプラントを用いたオーバーデンチャー
の埋入条件・補綴設計などに関する力学的研究はあまりみられ
ません．ミニインプラントを使用したオーバーデンチャーにお
けるアタッチメントの選択基準に関して過去の研究は少なく，
複数のインプラントが平行でない場合はバーアタッチメントの
使用が推奨されていますが，科学的な根拠はありませんでし
た．
　これまでのミニインプラント利用の経緯と各種用途を解説す
るとともに，われわれが行ってきた研究を含めて，ミニインプ
ラントに関する研究を紹介し，ミニインプラントを臨床で有効
に用いるための参考になればと考えています．

1995年　大阪大学歯学部卒業
1999年　大阪大学大学院歯学研究科修了
2000年　大阪大学助手（大学院歯学研究科）
2008年　ブリティッシュ・コロンビア大学歯学部

Visiting Assistant Professor
2009年　大阪大学講師（歯学部附属病院）

権田　知也　Tomoya Gonda

Department of Prosthodontics, 
Gerodontology and 
Oral Rehabilitation Osaka University 
Graduate School of Dentistry

How to apply mini-implant effectively?

【略歴】

ミニインプラントを有効に利用するには？

大阪大学大学院歯学研究科
有床義歯補綴学・高齢者歯科学分野

　超高齢化社会を迎え，インプラント治療患者の加齢に伴って
メインテナンス期間が長期化し，インプラント周囲炎の効果的
な予防と経過不良なインプラントのリカバリーは重要な課題で
ある．インプラント周囲炎は歯周炎と同様に歯周病の起因菌が
関連していると考えられており，原因菌のコントロールは予防
と治療に効果的である．しかし，長期間にわたる抗菌剤の使用
は，耐性菌の出現が懸念される．a-PDT（antimicrobial-Photo 
Dynamic Therapy）は光感受性薬剤を使用し，特定の光を照射
することによって，活性酸素を産生させ，殺菌効果を生じさせ
る．この方法は，光照射時に生じる活性酸素が菌の細胞膜を破
壊し殺菌作用が発現するため，薬剤耐性菌発現のリスクを低減
することができる．医科におけるPDTは，すでに保険適応さ
れており，早期肺癌，胃癌，食道癌，子宮頸癌に対して良好な
成績が報告されている．
　私の施設では2014年より，インプラント治療のメインテナン
スおよびインプラント周囲炎のリカバリーにa-PDTを利用して
きた．a-PDTの光源には青色LEDを使用し，光感受性薬剤とし
て，リボフラビン（水溶性ビタミンB2）を用いている．その
結果，インプラント治療の長期的な安定性は向上したと考えら
れる．
　インプラント治療におけるa-PDTの利用の特徴は以下のとお
りである．
1 ．アバットメント装着時，補綴物装着時等にインプラント周

囲粘膜の殺菌が安全におこなえる．また補綴物の殺菌も可能
である．

2 ．インプラント周囲粘膜及び歯肉溝の機械的清掃の前に，抗
菌光力学殺菌をおこなうことで，菌血症のリスクを軽減でき
る．

3 ．重度の急性炎症がある場合，患部周囲に光力学的殺菌をお
こない抗菌剤と併用することにより，抗菌剤の血中濃度上昇
までのタイムラグをカバーすることができる．

　本講演では，a-PDTの具体的な利用方法について症例を供覧
し，光殺菌を用いたインプラント周囲軟組織の長期安定につ
いて解説する．

1984年　福岡歯科大学卒業
1996年　ばば歯科クリニック開業　
2010年　日本口腔インプラント学会専門医
2012年　日本大学にて歯学博士取得
公益社団法人日本口腔インプラント学会認定施設
一般社団法人福岡口腔インプラント研究会理事　講師

馬場　正英　Masahide Baba

Fukuoka Oral Implant Research 
Association

How is the long term stability of peri-impant tissue 
with Photodynamic therapy?

【略歴】

光殺菌を用いたインプラント周囲軟組織の
長期安定とは？

一般社団法人
福岡口腔インプラント研究会
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　近年におけるインプラント治療は目覚ましく進歩してきた．
同じ歩調で修復物の製作に携わる歯科技工士にも高度な技術が
求められ，従来法のアナログ的な技工技術（鋳造法）だけでは
限界を感じさせられることもあった．鋳造法によるメタルフ
レームの上部構造ではメタルフレームの連結にロウ着作業を要
し，特にロングスパン症例においての精度を確保することには
大変高度な技術を要求される．またそのようなロウ着箇所は強
度面においても弱点となり易く，永続的かつ断続的な負荷から
破断に至ることもあった．
　そんな中，コンピューター支援による設計，加工を用いる
CAD/CAM技術の出現はそのような不安を解消し，インプラ
ント上部構造製作の技工技術を変革した．その優位性とは，
「品質の向上・安定化」，「作業時間の効率化」，「労力の軽減
化」，「資源の有効化」，「作業環境の改善」などが挙げられる．
さらにアナログ歯科技工での手技鋳造では用いることが難し
かったマテリアル（非金属およびセラミックス）の使用が可能
となったことも一因となり，「高精度や高強度」も容易に獲得
できる結果となった．それらを備えているCAD/CAM法は従
来のアナログ法と比較するなら，一線を画した位置付けである
と言える．
　しかしながら，そのような精度の高いCAD/CAM法による
上部構造も，基本となる印象や模型の精度に問題があっては口
腔内での適合が困難となる．
　よって今回はCAD/CAM法による上部構造の製作時におい
て，不適合を事前に回避するための注意点を皆様と一緒に考え
てみたい．

1985年　大阪歯科学院専門学校卒業
2001年　日本歯科技工士会生涯研修認定講師
2006年　株式会社デンタル デジタル オペレーション設立 

         代表取締役就任
2009年　大阪大学招聘教員
執筆歴
2010年 「インプラント補綴・技工 超入門」クインテッセンス出版

十河　厚志　Atsushi Sogo

Kinki-Hokuriku Branch
Dental Digital Operation,inc.

Measures to keep off what a suprastructure does not 
fit produced with CAD/CAM system

【略歴】

CAD/CAM製作による上部構造の不適合を
回避するための対処法

近畿・北陸支部
株式会社デンタル デジタル 
オペレーション

　高齢者社会を背景に，インプラント治療の需要は益々広がり
を示している．インプラント治療は最良な治療ではあるが絶対
的ではないがゆえに，治療にあたって患者への説明も重要課題
となっている．患者がインプラント治療を希望する際，様々な
心理がはたらく．果たしてそこには，過剰な期待や誤解，思い
込みはないだろうか．また，治療を決定する際，何らかの葛藤
（迷い）は生じてはいないだろうか．さらに治療が進むなか，
医療者と患者のエンドゴールは共有されているのだろうか．近
年，患者の行動傾向が多様化するなか，対応が難しいと感じる
ケースにも遭遇する．こうした状況は，治療やメインテナンス
における患者のモチベーションの低下を招くばかりではなく，
クレームにまで発展することも少なくない．いつの時代にも医
療訴訟の上位には，説明不足，コミュニケーション不足が挙げ
られる．本講演では，起こり得るトラブルを招かないために，
リスクマネジメントの一環として，患者心理に焦点をおいたコ
ンサルテーションを紹介する．明日からの臨床に役立てて頂け
れば幸いである．

1982年法政大学社会学部を卒業後，日本歯科大学付属専門学校歯科
衛生士科へ入学・卒業．
1996年～2008年横浜市立大学医学部口腔外科学講座研究生として在籍．
2003年～2008年東京医科歯科大学頭頸部心身医学分野客員臨床講師
として在籍．両病院にて心理カウンセリングを実践．
2005年横浜市立大学より学位授与（医学博士）．
2014年学校法人鶴見歯科学園（心理学講座）非常勤講師．多摩大学
大学院（MBA課程）客員教授．

水木さとみ　Satomi Mizuki 

Medical Corporation Shinwakai 
Implant Center Yokohama

Consultation which considered risk management

【略歴】

リスクマネジメントを考慮したコンサルテーション

医療法人社団 信和会　
ミズキデンタルオフィス
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第5会場（岡山コンベンションセンター 3階 コンベンションホール）
September 22（Tue） 10：40-12：10

9月22日（火・祝） 10：40-12：10

包括的な審美歯科医療と口腔インプラント

海外特別講演1

Comprehensive esthetic dental treatment and oral implant

　インプラント周囲の審美性の確立のためには，診査・診断から補綴装置の装着に至る各ステージにおいて専門的な知識と先鋭的
な治療手技が必要とされ，そして今日ではこれらにデジタルデンティストリーのテクノロジーも応用される．
　言い換えると，歴史的にはそれぞれが独立して発展してきた審美歯科医療と口腔インプラント治療を，審美領域におけるインプ
ラントの一症例を治療する過程で効果的に融合させなければならず，さらには高度にデジタル化された患者データを効率的に扱う
マネージメント力も我々は必要とされている．「縦」への専門性を「横」へと結ぶ治療センスが，いわゆる「審美－インプラント
治療」の鍵となり，学際的に理解し実行する能力が求められているのであろう．
　よって，本講演ではこのような「審美－インプラント治療」のマネージメントをすでに高次元で実践しているDr. Keng Mun Wong
に登壇いただき，実際の包括的インプラント治療を会場の諸兄とともに供覧し，これからのインプラント治療の一案として共有で
きればと思う．

座長

窪木　拓男　Takuo Kuboki

Department of Oral Rehabilitation and Regenerative Medicine, 
Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科インプラント再生補綴学分野

座長

佐藤　琢也　Takuya Satoh

OSAKA ACADEMY OF ORAL IMPLANTOLOGY
Dental Implant Center of Osaka

大阪口腔インプラント研究会
デンタルインプラントセンター大阪
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Keng Mun Wong

Is implant dentistry the best way to replace missing teeth?

In today’s clinical practice, treating missing teeth with dental implants is becoming popular among restorative 
dentists. Many patients understand the benefits of dental implants and will commit to our implant treatment 
plans with dental implants without any doubts and this leads to a surge in implant cases in the dental industry. 
Unfortunately, we are seeing less than desired clinical results in many of our cases and wished we had opted for 
other traditional treatment options instead. What went wrong? Why is it that some cases turned out well while 
others turned out bad? Is implant dentistry so unpredictable? This presentation will discuss these interesting 
topics and outline a better way to predict the clinical results for our implant cases. 

Topics to be covered:
Implant aesthetics
Alveolar ridge preservation and pontic sites creation
What are the differences between anterior and posterior implant treatment planning?
Digital equipment and software to enhance case acceptance
Full mouth rehabilitation with implants
Conventional prosthodontics concepts
Clinical techniques and material selection

Dr. Wong completed his BDS degree at the National University of Singapore. His outstanding academic and clinical performance 
won him 2 university awards: the FAC Oehlers Gold Medal and Terrell Silver Medal. Dr. Wong received specialised training in 
prosthodontics, which involves three years of post-graduate education and earned his Master’s degree MSD and Certificate in 
Prosthodontics at the University of Washington, USA.

An active speaker in the dentistry lecture circuit, he has lectured internationally in countries like USA, Italy, Malaysia, Korea, Hong 
Kong, China, Taiwan, Philippines, Indonesia, Japan and Thailand. Dr Wong is also frequently invited to speak at prestigious global 
dental conferences such as annual meetings of the American Academy of Esthetic Dentistry, American Academy of Fixed 
Prosthodontics and Academy of Osseointegration. In addition, Dr. Wong publishes articles in professional journals and conducts 
hands-on courses.

Dr. Wong is a member of numerous professional organisations. He is Affiliate Assistant Professor at the University of Washington, 
USA; Visiting Senior Lecturer at the National University of Singapore; Member of the Teaching Faculty at the Global Institute of 
Dental Education （gIDE）, USA; Advisor of the Nobel Biocare Expert Advisory Board; and Global Councillor of the Emerging 
Leaders Council, of the Foundation for Oral Rehabilitation.

In 2005, Dr. Wong founded T32 Institute for Advanced Continuing Education （ACE） which evolved to T32 Dental Academy in 
2008. Today, T32 Dental Academy is a centre dedicated to educating, motivating, stimulating and sharing knowledge with other 
dental professionals.

Dr. Wong is currently the Managing Director of T32 Dental Centre Pte Ltd. His practice focuses in all areas of restorative care 
including Aesthetic dentistry, full mouth reconstruction, fixed, removable and implant prosthodontics.

【略歴】

T32 Dental Centre Pte Ltd, Singapore
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第5会場（岡山コンベンションセンター 3階 コンベンションホール）
September 22（Tue） 14：30-16：00

9月22日（火・祝） 14：30-16：00

骨バンクを利用した同種他家骨移植とインプラント治療

海外特別講演2

Oral implant treatment using bone bank allograft 

　インプラント前処置としての骨増生が最終的な補綴治療の予後に大きく貢献することは議論を待たない．現状では自家骨や各種
人工材料を用いた骨増生が一般的であるが，増殖因子等の生体活性物質の併用も試みられている．しかしBMP2などの増殖因子は
高コストなどの理由で一般化していない．骨再生を促進する単一因子の同定とその臨床応用の可能性については未だに多くの研究
が行われているものの，凍結乾燥骨（FDBA/DFDBA）や血小板濃縮製剤（PRP/PRF）などの，様々な生体由来蛋白を含むと思
われる複合体に優る物質はほとんど見出されていない．実際，多くの増殖因子は細胞外において幾多の修飾を受けるばかりか，他
の基質蛋白と結合してその活性が制御されていることが知られている．以上を背景として，本セッションでは，ヨーロッパで古く
から確立されている骨バンクを利用した同種他家骨移植の試みについてご講演いただく．同種他家骨移植は本邦では未だほとんど
試みられていない方法であるが，移植骨の確保に関わるシステムの構築や，感染リスクなどの問題が解決されれば，有効な骨増生
法のひとつとして期待される．本講演を他家骨移植に関する議論の端緒とできれば幸いである．

座長

春日井昇平　Shohei Kasugai

Oral Implantology & Regenerative Dental Medicine, Graduate School of Tokyo Medical and Dental University
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科インプラント・口腔再生医学分野

座長

加来　　賢　Masaru Kaku

Division of Bioprosthodontics, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Niigata University
新潟大学大学院医歯学総合研究科生体歯科補綴学分野
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Grzegorz Zietek

Modern bone augmentation techniques. 
How we can get to final success?

Lecture will treat about modern bone augmentation procedures. Such as bone block augmentation and sinus lift. 
Those procedures are widely used in dental clinics, even though they cause huge quantity of complications and 
morbidity to the patiences. Modern approach to these procedures such as use of gamma irradiated fresh frozen 
bone block grafts or piezo crestal approach sinus lift enables us to be more predictable in our daily surgery work 
and cause less morbidity and give more comfort to our patients.
Gamma irradiated fresh frozen bone block graft is a future bone grafting material. Because it is less traumatic 
to the patient -there is only one stage surgery（no donor place）, it is very important if we treat older patient. 
There is no limitation for quantity of bone, and possibility to get any kind of bone from every region of the 
human body. Long storage life in deep frozen temperature and low price are another advantages of this material. 
Thanks to the production process in Poland（during it BMP’s proteins and collagen of the donor are surviving）
are the same or even better than with the autogenic bone, which so called “golden standard”.
Piezo sinus crestal approach is technique is another very low traumatic procedure which I am developing and 
on which researches I am focusing in my clinic. Thanks to this procedure we are able to elevate Schneiderian 
membrane through the 3, 4 mm diameter hole. Because of its atraumatic affect it is possible to elevate membrane 
in severe bone loss cases, even if there is 1-2 mm of bone persist. During one surgery we are able to elevate for 
13-15 mm. Septum in the sinus is another challenge during sinus lift surgery and can cause a serious problems 
and complications. Piezo sinus crystal approach is also a solution for this problem and a specially if the sinus 
septum is location between survival life teeth, which could be damaged during lateral window approach. 
Another advantage of this procedure is its low cost, there is no need to use resorbable membrane.
The most important think to us and a patient is to get long lasting final aesthetic and functional success. To 
achieve this goal we’ve got to understand biology and physiology of bone, biomaterials, implant healing process 
and implant construction. Augmented ares are very demanding and its biology is slightly different to a healthy 
vital bone. That is why these things will be talk around and verified by clinical cases.

WORK EXPERIENCE
Date（from ‒ until） 2000 ‒ current
 2001 ‒ 2005 Dental Institute of Jagiellonian University ‒ position: assistant
 2003 ‒ current - Private Dental and Implantology Practice
Work field Dentistry

EDUCATION
Date 2000
Place Krakow
Institution Dental Institute of Jagiellonian University
Title of qualification Doctor of Dental Surgery
Date Since 2007 member of Polish Implantology Association（PSI）, German Association of Oral Implantology
                                （DGOI）, Internation Congress of Oral Implantology（ICOI）, member of the board of Polish Society of 
 Implantology since 2013
Title of qualification Curriculum of Oral Implantology by PSI, DGOI, ICOI ‒ 2008 
Title of qualification Fellowship by PSI, DGOI, ICOI ‒ 2011
 Diplomate by  PSI, DGOI,ICOI ‒ 2013

【略歴】

Private Dental and Implantology Practice, Poland



89

第10会場（岡山シティミュージアム 5階 常設展示室）
September 22（Tue） 14：30-16：00

9月22日（火・祝） 14：30-16：00

Long term prognosis of implant treatment 
and influencing factors

International Session1

　今回 “インプラント治療の長期予後と影響因子” をテーマにドイツ，タイ，台湾，韓国の先生方にご講演いただきます．
　長期的に良好な結果を得るためには，補綴治療計画段階で考慮すべき因子は何であるか，どのような因子に注意すべきか，どの
ような術式を用いるのか，上部構造の形態，装着法，そして即時荷重，早期荷重についての議論など多岐に渡る内容になります．
　欧米，アジアと人種，あるいは国民性の違いもどう長期的な機能や審美に影響をしているのかもうかがえる貴重な機会となりま
す．

座長

金田　　恒　Koh Kaneda

Division of Comprehensive Prosthodontics, Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences
新潟大学大学院医歯学総合研究科包括歯科補綴学分野

座長

松浦　正朗　Masaro Matsuura

Department of Oral Implantology, Tokyo Dental College
東京歯科大学口腔インプラント学講座
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Grzegorz Zietek

Modern bone augmentation techniques. 
How we can get to final success?

Lecture will treat about modern bone augmentation procedures. Such as bone block augmentation and sinus lift. 
Those procedures are widely used in dental clinics, even though they cause huge quantity of complications and 
morbidity to the patiences. Modern approach to these procedures such as use of gamma irradiated fresh frozen 
bone block grafts or piezo crestal approach sinus lift enables us to be more predictable in our daily surgery work 
and cause less morbidity and give more comfort to our patients.
Gamma irradiated fresh frozen bone block graft is a future bone grafting material. Because it is less traumatic 
to the patient -there is only one stage surgery（no donor place）, it is very important if we treat older patient. 
There is no limitation for quantity of bone, and possibility to get any kind of bone from every region of the 
human body. Long storage life in deep frozen temperature and low price are another advantages of this material. 
Thanks to the production process in Poland（during it BMP’s proteins and collagen of the donor are surviving）
are the same or even better than with the autogenic bone, which so called “golden standard”.
Piezo sinus crestal approach is technique is another very low traumatic procedure which I am developing and 
on which researches I am focusing in my clinic. Thanks to this procedure we are able to elevate Schneiderian 
membrane through the 3, 4 mm diameter hole. Because of its atraumatic affect it is possible to elevate membrane 
in severe bone loss cases, even if there is 1-2 mm of bone persist. During one surgery we are able to elevate for 
13-15 mm. Septum in the sinus is another challenge during sinus lift surgery and can cause a serious problems 
and complications. Piezo sinus crystal approach is also a solution for this problem and a specially if the sinus 
septum is location between survival life teeth, which could be damaged during lateral window approach. 
Another advantage of this procedure is its low cost, there is no need to use resorbable membrane.
The most important think to us and a patient is to get long lasting final aesthetic and functional success. To 
achieve this goal we’ve got to understand biology and physiology of bone, biomaterials, implant healing process 
and implant construction. Augmented ares are very demanding and its biology is slightly different to a healthy 
vital bone. That is why these things will be talk around and verified by clinical cases.

WORK EXPERIENCE
Date（from ‒ until） 2000 ‒ current
 2001 ‒ 2005 Dental Institute of Jagiellonian University ‒ position: assistant
 2003 ‒ current - Private Dental and Implantology Practice
Work field Dentistry

EDUCATION
Date 2000
Place Krakow
Institution Dental Institute of Jagiellonian University
Title of qualification Doctor of Dental Surgery
Date Since 2007 member of Polish Implantology Association（PSI）, German Association of Oral Implantology
                                （DGOI）, Internation Congress of Oral Implantology（ICOI）, member of the board of Polish Society of 
 Implantology since 2013
Title of qualification Curriculum of Oral Implantology by PSI, DGOI, ICOI ‒ 2008 
Title of qualification Fellowship by PSI, DGOI, ICOI ‒ 2011
 Diplomate by  PSI, DGOI,ICOI ‒ 2013

【略歴】

Private Dental and Implantology Practice, Poland
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There are many different factors involving in planning for 
implant prostheses in edentulous patients.  Some factors we 
might have been overlooked resulted in failure of the 
prostheses or morbidity to the patients.  This lecture will 
focus on these factors which will help clinician to better 
understanding and planning for implant prostheses in 
edentulous patients.

Pakawat Chatriyanuyoke

What should you be aware when planning 
for implant prostheses in edentulous 
patients?

Dr. Pakawat Chatriyanuyoke graduated with honors from 
Chulalongkorn Dental School in 2004.  He then furthered his study in 
Prosthodontics at The Ohio State University and received Master of 
Science in 2009.  His interest in the field of dental implant related 
surgery led him to a fellowship degree in Implant Dentistry from 
Loma Linda University in 2010.  He is one of a few clinicians that had 
been trained both the surgical and restorative discipline in implant 
dentistry. He has been presenting his numerous works at the Carl O. 
Boucher Prosthodontics Conference, American Academy of Fixed 
Prosthodontics, American College of Prosthodontists, and Academy 
of Osseointegration. Additionally, his presentation was awarded 1st 
place at the 58th American Academy of Implant Dentistry.  
Dr. Chatriyanuyoke is the first and only in Asia-Pacific who is a 
Diplomate of the American Board of Prosthodontics, Diplomate of 
the American Board of Oral Implantology, and Diplomate of the 
International Congress of Oral Implantologists.  He also served as an 
ICOI Advanced Credentialing Commission.  He currently holds an 
appointment as an adjunct assistant professor at the Center for 
Implant Dentistry, Loma Linda University, USA where he supervises 
residents both didactically and clinically. Dr. Chatriyanuyoke has 
been lecturing nationally and internationally in the field of Implant 
Dentistry. He maintains his private practice limited to Prosthodontics 
and Implant Surgery.

【略歴】

Pakawat Chatriyanuyoke
Private Practice limited to Implant 
Dentistry and Prosthodontics, Bangkok, 
Thailand

Edentualism and in particularly the extremely atrophic mandible 
and maxilla are a mayor challenge for the restorative dentist. 
Many “unlucky” patients suffer because of an unnatural concept 
of rehabilitation. These outcomes in general feature a number 
of treatment related uncertainties, mainly associated with the 
duration of edentualism and the subsequent compromised 
function.
The implementation of dental implants offers a unique 
opportunity to stabilize different kinds of superstructures. 
Due to the edentulous patients’ increased desires for a genuine 
restoration result, there is a need for new, advanced and 
elaborate surgical, implantological and lab-technical as well as 
full-arch rehabilitation measures.
These complex requirements were identified long time ago and 
ever since we try to constantly improve the therapeutic needs.
This clinical Update serves to demonstrate our various 
contemporary approaches in detail.

3 Bullet Points
Dr. Ackermann will focus on and with help from real-life cases 
present:
•Reasons and consequences of tooth loss
•Various diagnostic measurements to define the appropriate 
implant-prosthetic therapy

•Different restorative modalities（fixed or removable） 

Karl-Ludwig Ackermann

Facial, Structural, Dental and Functional 
diagnostic-prerequisites to realize a 
non-compromized restoration in 
edentoulous patients

•Associated as a dentist and oral surgeon together with Dr. Axel 
Kirsch in a private practice in Filderstadt, Germany

•Since 1978 active as clinician and in clinical science as well as in the 
field of perio-implant-prosthetic and maxillofacial implantology 

•Oral Surgeon since 1983, specialized in oral rehabilitation, 
periodontology, preprosthetic surgery, implantology and 
implant-prosthetic.

•Continuous lecturer at the regional offices（Baden Württemberg, 
Bayern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, und Schleswig-Holstein） 
of the Chamber of Dentists

•Part-time lecturer for the Academy of Practice and Science 
（APW） within the German Society of Dental, Oral and 
Craniomandibular Sciences（DGZMK）

•Part-time lecturer at the Steinbeis University, Berlin, in implant 
prosthetics and esthetic dentistry since 2005

•Visiting Professor（with annual  recertification）at the Nippon 
Dental University Niigata, Japan since June 2004

•Board Member of the German Society of Implantology（DGI）since 
2000

•Board Member of the German Society of Dental, Oral and 
Craniomandibular Sciences（DGZMK）2009

•Member of the Editorial Board of the Journal of Dental Implantology
（ZZI）since 2007

•Section Editor for Ridge Preservation for the Internation Journal of 
Implant Dentistry（IJID）since 2014

•Approved specialist in periodontology of the EDA（European 
Dental Association）

•Author und Co-Author of numerous publications and articles in the 
fields of expertise

•Honorary Fellow, Societas Implantologica Bohemica, 2011
•Member of the Study Group for Restorative Dentistry since 2004

【略歴】

Praxis Dr. Axel Kirsch & Dr. Karl-Ludwig 
Ackermann, Germany
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For the last several decades, most of the doubts and desires, 
such as safety, biocompatibility, longevity, screw loosening, 
fracture of the screw or fixtures, and other complications, etc., 
are clarified and attained about dental implant. At present, 
most frequent and representative complication, so called 
perimplantitis, comes from the long lasting of the fixtures in a 
sense. And nowadays the biggest want is to reduce the 
treatment period, and because of the endless effort, “immediate 
loading” became more popular and familiar to us than “early 
loading” recently.

But although the term itself became popular and we can find 
easily numbers of papers about successful clinical cases and 
fragmentary research results here and there, still we have 
many questions and much doubts about “immediate loading” 
and we can’t do it without hesitation and try to do only limited 
cases.

So today I want to review, summarize and discuss current 
statue of “immediate loading” and suggest “immediate loading 
protocol” from my clinical cases and research results.

1.  Case presentation and analysis of long term cases （30 years）
2.  Changes of loading protocol
3.  Influential factors of loading 
4.  Immediate loading case presentation and analysis
5.  Evidence base of immediate loading protocol
6.  Immediate loading Protocol and expectation

Jong Jin Kwon

【略歴】

Evidence base of immediate loading 
protocol and it’s expected life span

Korea University, Seoul, Korea

The atrophy of alveolar bone and gingiva tissue will occur 
after tooth extraction especially in Asian people. 
Due to its “Thin Bio-type” in gingival nature, it will become a 
serious esthetic and functional problem influencing the long 
term prognosis for the implant treatment. 
The augmentation both in soft and hard tissue could be used to 
reconstruct the tissue volume and improved the esthetic 
outcome.
The bone splitting technique will increase the bone volume in 
horizontal dimension. 
In addition, by the use of the gingiva former that will provide 
tenting effect to increase the soft tissue volume.
In cases of the lack of soft tissue volume at buccal area or 
inter-dental papillae which will cause esthetic defect. 
The fully blood supplied pedicle graft is an effective solution to 
help to increase the soft tissue volume not only at buccal area 
but also beef up the papillae. 
In order to provide the environment for long term stability 
around implant, by using the surgical procedure, 
Bevel-Partial-Full （BPF） technique to re-establish the width of 
non-mobile mucosa that protect from the mechanical stimulus
（ex. food bolus,tooth brushing,etc.）.
With sufficient tissue volume, by the use of the provisional 
crown with its appropriate sub-gingival contour design which 
is essential to induce the esthetic and harmonized cervical line 
around the implant prostheses can be expected. 
Without the use of cement, prosthetic crown in “Friction 
Retention System”（FRS） design could reduce the risk of 
peri-implantitis. 
Easy retrievability makes the regular maintenance and the 
removal of the subgingival plaque simple is the advantage of 
FRS.
To increase the volume of both the hard and soft tissue and 
change the bio-type of the gingiva is the key to achieve long 
term stability of implant therapy.

̶ DDS, MS, Taipei Medical University, School of Dentistry
̶ Member of Association of Asia Reconstructive Dentistry 
̶ Director of South Taiwan Academy of Implant Dentistry
̶ Chairman of Taiwan Ankylos Study Group

Tsung-Lung Hsieh

【略歴】

From Thin to Thick

Taiwan Academy of Implant Dentistry, 
Taiwan
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第10会場（岡山シティミュージアム 5階 常設展示室）
September 22（Tue） 16：00-17：30

9月22日（火・祝） 16：00-17：30

Implant placement and bone and soft tissue reactions 

International Session2

　機能開始後にインプラント周囲硬・軟組織に発生する様々な変化・病態のうち，特に臨床的に問題となるのは，①インプラント
トップ部周囲の骨吸収，②インプラント周囲粘膜炎・周囲炎です．本セッションではこのインプラント周囲の反応性変化にフォー
カスを絞って，総合的な討論を行う予定です．
  インプラント周囲の骨吸収はインプラント周囲炎による直接的な細菌感染に近する場合とインプラント/アバットメント接合部の
マイクロギャップ等による影響の2種類が考えられます．本セッションではこれらを整理して，様々な角度から検証を加える予定
です．また，近年大きな臨床的な問題として認識されているインプラント周囲炎の，保存的あるいは外科的なアプローチの指標や
具体的な方法をまとめてみたいと思います．インプラント周囲粘膜炎・周囲炎はその治療もさることながら予防が重要です．初期
段階から確実にインプラント周囲の炎症をコントロールする重要性と効果的な予防方法も併せて紹介する予定です．

座長

横山　敦郎　Atsuro Yokoyama

Department of Oral Functional Proshodontics Graduate School of Dental Medicine, Hokkaido University
北海道大学大学院歯学研究科口腔機能補綴学教室

座長

萩原　芳幸　Yoshiyuki Hagiwara

Nihon University School of Dentistry, Implant Dentistry
日本大学歯学部付属歯科病院歯科インプラント科
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第10会場（岡山シティミュージアム 5階 常設展示室）
September 22（Tue） 16：00-17：30

9月22日（火・祝） 16：00-17：30

Implant placement and bone and soft tissue reactions 

International Session2

　機能開始後にインプラント周囲硬・軟組織に発生する様々な変化・病態のうち，特に臨床的に問題となるのは，①インプラント
トップ部周囲の骨吸収，②インプラント周囲粘膜炎・周囲炎です．本セッションではこのインプラント周囲の反応性変化にフォー
カスを絞って，総合的な討論を行う予定です．
  インプラント周囲の骨吸収はインプラント周囲炎による直接的な細菌感染に近する場合とインプラント/アバットメント接合部の
マイクロギャップ等による影響の2種類が考えられます．本セッションではこれらを整理して，様々な角度から検証を加える予定
です．また，近年大きな臨床的な問題として認識されているインプラント周囲炎の，保存的あるいは外科的なアプローチの指標や
具体的な方法をまとめてみたいと思います．インプラント周囲粘膜炎・周囲炎はその治療もさることながら予防が重要です．初期
段階から確実にインプラント周囲の炎症をコントロールする重要性と効果的な予防方法も併せて紹介する予定です．

座長

横山　敦郎　Atsuro Yokoyama

Department of Oral Functional Proshodontics Graduate School of Dental Medicine, Hokkaido University
北海道大学大学院歯学研究科口腔機能補綴学教室

座長

萩原　芳幸　Yoshiyuki Hagiwara

Nihon University School of Dentistry, Implant Dentistry
日本大学歯学部付属歯科病院歯科インプラント科

Peri-implantitis is characterized by changes in the level of the 
crestal bone in conjunction with bleeding on probing 
with/without peri-implant pocket formation. Pus is a common 
finding in peri-implantitis sites. Research evidence indicates 
that peri-implantitis tends to be clustered in a subset of 
individuals rather than being randomly distributed in the 
population implying that patient’s host response might play a 
determinant role for implant success. SNP and gene function 
enrichment analyses were performed in attempts to screen the 
high risk group for peri-implantitis disease. Other confounding 
factors can be smoking, residual periodontitis and plaque, poor 
pool hygiene access beneath implant prosthesis, amount of 
attached gingiva and residual excessive cements.

The clinical approaches to treat peri-implantitis can be 
categorized into nonsurgical and surgical treatment. 
Nonsurgical treatment can be achieved by mechanical therapy 
using carbon-fiber curettage, ultrasonic device or titanium 
instrument with/without local antimicrobials, systemic 
antimicrobials, laser treatment or air abrasive devices. Surgical 
treatment can be divided into access surgery or regenerative 
surgery with/without surface modifications. Systemic review 
articles up to date although copious in quantity has failed to 
demonstrate the most effective method of treatment. 

Primary prevention of peri-implantitis is the key importance to 
prevent biological complications. The management of 
peri-implant mucositis is a key measure to control the onset of 
peri-implantitis. During preventive maintenance visits of peri- 
implant mucositis patients, residual periodontitis and mucositis 
should be controlled by patient-administered mechanical 
plaque control, professional intervention with OHI and 
adjunctive measures with extensive follow-up.

Present Professor, Dept. of Prosthodontics, School of
 Dentistry, Seoul National University 
1987 - 1989 Certificate in Prosthodontics, Postgraduate school, 
 SUNY at Buffalo M.S. in Oral Science, School of 
 Dentistry, SUNY at Buffalo
1991 - 1994 Ph.D. Seoul National University, School of Dentistry,
2014 - Present President, Korean Academy of Oral and 
 Maxillofacial Implantology 
2013 - Present President Elect, Korean Academy of Prosthodontics 
1996 - 1997 Visiting Professor, Goteborg University, Dept. of 
 Biomaterials/Handicapped Research, Sweden 
2005 - 2007 Chairman, Dept. of Prosthodontics, Seoul National 
 University
2010 - 2013 Director, Clinical Services, Seoul National University 
 Dental Hospital
2011 - 2014 President, Korean Officials Dental Association
2014 - Present Co- Chairman, Scientific Committee, 2015 Scientific 
 Meeting of International College of prosthodontics

Seong-Joo Heo

【略歴】

Treatment of peri-implantitis in SNUDH

Department of Prosthodontics, School of 
Dentistry, Seoul National University, Korea

Nowadays, there is considerable evidence supporting the view 
that the insertion of endosseous dental implants is commonly 
associated with a physiological remodeling process of the 
alveolar bone. Preclinical animal and human studies have 
pointed to numerous confounding biological, technical and 
biomechanical factors. In particular, the implant-abutment 
connection, the size of the machined neck, but also the size of 
the microgap at the implant-abutment interface and its 
insertion relative to the alveolar crest may contribute to 
physiological bone remodeling after implant placement.

Objectives
What is the impact of implant- abutment configuration and the 
positioning of the microgap on crestal bone level changes?

From 1999 until 2002, Frank Schwarz has worked as Assistant 
Professor in the Department of Periodontology at the University 
Homburg as well as in the Dep. of Oral and Maxillofacial Surgery at 
the Ludwig Maximilians University, München. In 2002 he moved to 
the Department of Oral Surgery at the Heinrich Heine University, 
where he became Associate Professor in 2006 and Clinical Professor 
in 2010. Frank Schwarz has a special degree in Oral Surgery and 
Oral Implantology. He received several appointment offers, such as 
Director in Implant Dentistry at the New York University （NYU）, 
Professor in Implant Dentistry at the HongKong University, or as 
Clinical Professor in Oral Surgery at the University of Leeds. In 2013 
he became Honorary Professor at the Griffith University, Brisbane, 
Australia （School of Dentistry and Oral Health） and in 2015, he 
received an appointment offer as Clinical Professor in Oral Medicine 
and Peri-implant Infections at the Heinrich Heine University, 
Düsseldorf, Germany.
He serves as an Associate Editor for the Journal of Clinical 
Periodontology and Editorial Board Member for Clinical Oral 
Implants Research. He is the President elect of the German 
Association of Oral Implantology （DGI）, a Board Member of the 
Osteology Foundation and was awarded the André Schröder 
Research Prize in 2007 and the Miller Research Prize in 2012. His 
current h-index is 37.

Frank Schwarz

【略歴】

Importance of the implant-abutment 
interface

Oral Medicine and Peri-implant Infections, 
Heinrich Heine University, Düsseldorf, 
Germany
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The goal in implant therapy today especially in the esthetic 
zone is to prevent the natural appearance and long term 
support of hard and soft tissue structure. Furthermore 
exposed rough implant surfaces may facilitate biofilm growths 
and promote periimplant disease. Therefore we need to know 
the prerequisites of sufficient tissue thickness and stability. 

Tooth extraction is often followed by alveolar ridge dehisciency 
and lost of supporting tissue structures. Ridge augmentation of 
severe alveolar deficiencies often results in a technique 
sensitive procedure demanding the oral surgeon and patient. 
The focus on innovative techniques is to avoid tissue resorption 
and to optimize periimplant structures.

Tissue management in implant therapy turns more and 
more to minimal invasive surgical procedures. Important 
requirements are avoiding surface incisions and using free 
combined soft tissue grafts. Presented techniques offer the 
opportunity of atraumatic wound closure after immediate 
implant placement, augmenting the alveolar bone and of 
thickening the periodontal biotype the same time. 

Ridge augmentation of severe alveolar deficiencies often 
results in a technique sensitive procedure demanding the oral 
surgeon and patient. The shell technique provides a new 
minimal invasive surgical procedure used to extensive 
horizontal and/or vertical bone augmentation. In severe ridge 
deficiencies this technique could replace traumatically bone 
block grafting and challenging rigid graft fixation.

Dr. Iglhaut earned a degree in dentistry from Justus Liebig 
University of Giessen, Germany. At the same university he served as 
a scientific assistant in the department of Oral Surgery for three 
years and earned a specialist certificate in Oral Surgery, later a 
specialist certificate in Oral Implantology（DGI）and Periodontology
（EDA）.
He is lecturer of the German Association of Oral Implantology（DGI）. In 
the same society he is board member since 2004 and actually the 
President. Since 2005 he is docent in Oral Implantology at the 
Steinbeis-University in Berlin, since 2008 docent at the Georg-August-
University in Göttingen. He has lectured internationally on Oral 
Implantology, Periodontology, Plastic Periodontal Surgery and 
Periodontal Microsurgery.
He holds membership in numerous dental professional organizations 
e.g. American Academy of Esthetic Dentistry, American Academy 
of Restorative Dentistry, European Academy of Osseointegration. 
Dr. Iglhaut maintains a private practice in Memmingen, Germany.

Gerhard Iglhaut

【略歴】

Long term stability of soft and hard tissue 
around implants ‒an important factor to 
avoid periimplant disease?

German Association of Oral Implantology, 
Germany
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第2会場（ホテルグランヴィア岡山 4階 フェニックス）
September 22（Tue） 9：00-10：30

9月22日（火・祝）  9：00-10：30

インプラント審美補綴の最前線
天然歯との長期的調和・共存のために

Cutting-edge of implant-supported esthetic prosthesis 
-Long term harmony and coexistence with natural teeth-

シンポジウム1

　インプラント治療の成否の評価において審美性の回復は重要な因子の一つであり，多くの臨床家がこの課題に取り組んできた．
すでに，インプラント審美補綴に影響をおよぼす因子として，インプラントの埋入位置，必要な骨量，軟組織の厚さや性状，歯冠
の形態，インプラント体とアバットメントのデザイン，アバットメントと上部構造の材質，インプラント埋入のタイミング，硬組
織と軟組織のマネージメントなどが検討され，治療結果の予測はかなり正確になってきた．すなわち，エキスパートと呼ばれる臨
床家や研究者によって明らかにされている原則をまもって治療を行えば，インプラント審美補綴はそれほど困難な治療ではなく，
多くの臨床家が高いレベルで実現できる時代であるといえる．しかし，インプラント審美補綴を天然歯と長期的に調和させ，共存
させるために必要な条件や術式は，いまだ不明な点が多い．歯周組織とインプラント周囲組織の経時的変化を正確に予測すること
は，かなり難しいかもしれない．
　本シンポジウムではお二人のエキスパートにインプラント審美補綴の最前線についてご講演頂き，天然歯との長期的調和と共存
について有意義なディスカッションを行う予定である．

座長

城戸　寛史　Hirofumi Kido

Section of Oral Implantology, Fukuoka Dental College
福岡歯科大学口腔インプラント学分野
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　超高齢社会において，インプラント補綴治療を行うにあた
り，患者のライフステージと経済的社会的背景，歯科治療およ
び審美性に対する価値観を十分に踏まえ長期的展望で治療計画
を立案しなければならない．また天然歯の持つ力学的，時間的
耐久性の診断とそれを元にした治療戦略をたてることも重要で
ある．当然のことながら全顎的な補綴治療を行う場合には，治
療前における咬合関係が及ぼしている咀嚼筋群や顎関節，歯周
組織および全身への影響も診断しておく必要がある．
　10年以上の長期的な視点から，インプラント治療患者に起こ
りうる加齢変化として 1．欠損部位の拡大  2．口腔内環境の悪
化  3．顎位, 咬合力, そして食事嗜好の変化  4．顎関節形態の変
化  5．上部構造の破損, 劣化  6．インプラント周囲組織の退縮  
7．経済的背景, 全身的健康状態の変化 なども考慮しておく必要
が有る. 
　そしてインプラント補綴治療により構築された咬合が，患者
にとって快適で機能的，審美的にも満足できるもので，決定さ
れた顎位が長期的に変化せず安定していることが必要である．
そこで本講演では，天然歯のパフォーマンスを考慮することの
意味と患者本位のインプラント補綴設計のコンセプト，そして
頭蓋骨と下顎位，顔貌，咬合の調和と審美の両立を考えたイン
プラント補綴治療のアプローチ，そしてこれらを実践するため
に有効なサージカルガイドシステムの応用法などを症例を提示
しながら解説していきたい.

1987年　九州大学歯学部卒業
1990年　福岡市開業
医療法人S&H 田中ひでき歯科クリニック理事長
歯学博士
日本口腔インプラント学会専門医
日本歯周病学会専門医
日本顎咬合学会指導医
日本補綴歯科学会会員
九州インプラント研究会会員
スタディーグループSTEP主宰

田中　秀樹　Hideki Tanaka

Kyushu Implant Research Group
Tanaka Hideki Dental Clinic 

Implant and prosthetic concept in consideration of 
the performance of a natural tooth and life stages

【略歴】

●1-2 天然歯のパフォーマンスと患者の
ライフステージを考えたインプラント補綴

九州インプラント研究会
医療法人S&H 
田中ひでき歯科クリニック

　インプラント治療にCAD/CAMが応用されて10数年が経過し
た．当初の補綴処置への対応から，その後のさまざまな基礎的
な研究や臨床データの蓄積によって，現在では二次外科時を除
く診断～一次外科～補綴に至るトータルソルーションとしての
応用が可能である．実際のところ，筆者の臨床もその恩恵を受
けていると言っても過言ではない．確かに，その応用は，強度
と生体親和性に優れていることが認識されていたマテリアルの
応用を可能とし，各ステップの簡素化と簡便性，確実性，作業
環境の改善などの利点を有することにより，患者の要望する審
美性と機能性などの回復に極めて有効な手法であるといえる．
とは言え，これら最新テクニックを応用したからといって，決
して満足いく結果が得られるとは限らないことも事実である．
最新のテクニックは，日々我々の臨床に紹介されているが，そ
の斬新性だけに目をとらわれてしまうと，適切な適応症の選択
やそのテクニックを応用するにあたっての基本となるガイドラ
インの厳守を怠ってしまい，結果として治療本来の目的から逸
脱し，治療後早期に様々なトラブルが生じてしまうことにな
る．
　本講演では，前歯部インプラント治療にCAD/CAMシステム
をより効果的に臨床応用するための考慮事項について解説した
い．

1981年　日本大学松戸歯学部卒業 
日本大学 歯内療法学教室入局 

1984年　原宿デンタルオフィス勤務 
1986年　小濱歯科医院開業 
2006年　日本大学客員教授
2011年　医療法人社団翔悠会　小濱歯科医院設立

小濱　忠一　Tadakazu Obama

Obama Dental Clinic

Superiority of CAD/CAM application for anterior 
implant treatment

【略歴】

●1-1 審美領域におけるCAD/CAM応用の優位性

小濱歯科医院
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第5会場（岡山コンベンションセンター 3階 コンベンションホール）
September 22（Tue） 9：00-10：30

9月22日（火・祝） 9：00-10：30

ビスフォスフォネート関連骨壊死（BRONJ）の
発症と治療法を見直す

シンポジウム2

The reconsideration of onset and treatment for bisphosphonate associated-BRONJ 

　ビスフォスフォネート関連顎骨壊死（BRONJ）の扱いについては，この病態が報告されて10年以上経過した現在においても臨床
現場では大きな混乱が続いている．歯科処置後に発生した場合大きなリスクを負う歯科医師，顎骨壊死の危険性を認知しつつも骨
折予防を優先したい骨粗鬆症治療担当医師，副作用を過剰に恐れる患者が，実際には連携することなく，それぞれの立場でこの問
題に対応している．この問題に対応するために，骨粗鬆症および歯科関連学会からBRONJに対するポジションペーパーが公表され
ているが，発症機序や予防，対処法に関してまだ十分なデータが蓄積されていない状態でまとめられたものであり，臨床現場の混
乱を収束させるまではいたっていない．本シンポジウムでは，近年の調査研究によって明らかになってきたBRONJの発生機序やビ
スフォスフォネート休薬の意義，最新の国際コンセンサスペーパーの提言についての知識を整理し，歯科医師と医師それぞれの立
場からその予防と治療法について再考する．

座長

佐々木　朗　Akira Sasaki

Department of Oral and Maxillofacial Surgery, 
Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科口腔顎顔面外科学分野

座長

高畑　雅彦　Masahiko Takahata

Department of Orthopaedic Surgery, Hokkaido University Graduate School of Medicine
北海道大学大学院医学研究科整形外科
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　骨粗鬆症に対しては現在，多種多様な薬剤が開発，上市され
ているが，ビスフォスフォネート（BP）製剤は国内外のガイ
ドラインにおいていまなお第一選択薬として推奨される優れた
薬剤である．これは，大規模臨床試験による骨折予防効果のエ
ビデンスが蓄積されていることや副作用が少ないこと，対費用
効果に優れるためである．BP剤には，服薬コンプライアンス
が悪いという問題があったが，これも用法や剤形の工夫で解決
されつつある．すなわち，投与頻度の低い週1回製剤や月1回
製剤が登場したことや注射剤やゼリーなど剤形が工夫されたこ
とにより，BP剤による治療の継続率は改善している．海外で
は，BP剤による骨折発生件数が国家規模で減少していること
が確認されており，その有用性は世界的なコンセンサスが得ら
れている．
　BP剤臨床使用における問題点として治療期間に明確な指針
がないことがある．長期使用に伴う副作用を懸念して，骨密度
増加がプラトーになる3-5年で休薬もしくは薬剤を変更すべき
とする意見がある一方で，長期使用に伴う副作用発生頻度がき
わめて低いことや心血管イベントによる死亡リスクを低減する
ことなどから長期的な使用を推奨するという意見もある．長期
使用に伴う代表的な合併症のひとつである顎骨壊死は，経口
BP剤の場合10万人年あたり0.7人程度の発生とされており，頻
度はきわめて低い．しかしながら，抜歯が顎骨壊死発症リスク
をあげることは明らかなようであり，最近は侵襲的な歯科治療
を行う際にはBP剤は休薬されることが多い．骨に分布したBP
剤の半減期は1年程度と長いことから数ヶ月程度の休薬が骨折
リスクを急に上げることはないが，骨粗鬆症診療担当医師の懸
念は，3ヶ月の休薬によって本当に顎骨壊死の発症を予防でき
るのかという点や歯科処置を契機として骨粗鬆症治療がそのま
ま中止されてしまう点である．閉経後平均生存期間34年という
長寿社会を迎えた現在，骨折予防による健康寿命の延伸を目的
とした骨粗鬆症治療には長期的な治療が必要である．そのた
め，歯科医師は術創が閉鎖し，抜歯窩の骨性治癒が得られた適
切な時期から，患者に骨粗鬆症治療の再開を促すべきである．
また骨粗鬆症を担当する医師は，治療中の口腔内衛生管理にも
もっと注意を払うべきであろう．すなわち，BP剤による骨粗
鬆症治療においては，歯科医師と骨粗粗鬆症治療を担当する医
師の連携が求められている．

1997年　北海道大学医学部卒業
1997-2004年　北海道大学病院整形外科および関連病院研修
2003年3月　北海道大学大学院医学研究科卒業　学位（医学博士）取得
2005年　北海道大学大学院医学研究科整形外科助手
2007年　北海道大学病院講師
2009-2011年　米国ロチェスター大学客員研究員
2012年　北海道大学病院整形外科講師
2014年　北海道大学大学院医学研究科整形外科講師 

高畑　雅彦　Masahiko Takahata

Department of Orthopedic Surgery,
Hokkaido University Graduate School of 
Medicine

Current trends and problems of anti-resorptive 
therapy for osteoporosis

【略歴】

●2-1 骨吸収抑制剤による骨粗鬆症治療の
現状と問題点

北海道大学大学院医学研究科整形外科

　ビスフォスフォネート製剤関連顎骨壊死（BRONJ）が最初
に報告されてからすでに10年以上になりますが，その発症メカ
ニズムは依然としてはっきりとわかっていません．これは
BRONJが多因子性の疾患であることに起因します．しかしな
がら，近年，ビスフォスフォネート製剤とは異なる作用機序を
もつ骨吸収抑制剤，ディノスマブを使用している患者にも，
BRONJと同じ病態の顎骨壊死が発生することが明らかとな
り，これら薬剤の使用に関連しておこる顎骨壊死（MRONJ: 
Medication-Related ONJ）の発症メカニズムにおいては，破骨
細胞の抑制がたいへん重要な役割を果たしていることがわかっ
てきました．MRONJの多くは，予後不良歯の抜歯や義歯適合
不良による口腔粘膜外傷に関連して発症することがわかってい
ます．私たちは，これら口腔内骨創傷治癒において破骨細胞が
果たす役割をビスフォスフォネートやマウス用のディノスマブ
を使って動物実験で調べてきました．そして，破骨細胞を抑制
すると，たとえ上皮化がおこり創傷治癒の所見を呈しても，結
合組織下では腐骨形成に伴う好中球の浸潤が長期にわたって起
こっていることが明らかとなりました．さらに，骨吸収抑制剤
に化学療法剤あるいはステロイド剤を併用して免疫機能を低下
させるとMRONJ様治癒不全を誘導できることもわかりまし
た．実際，副甲状腺ホルモンを間欠投与して骨創傷治癒を促進
させると，ビスフォスフォネートとステロイド剤を併用しても
MRONJ様治癒不全は起こりませんでした．これらのことより，
腐骨形成に伴う炎症の強度と生体の防御バランスがMRONJの
発症に影響していることが示唆されました．

1991年　歯学士　　　　　　北海道大学
1993年　補綴専攻課程修了　東京医科歯科大学
1997年　博士（歯学）　　　東京医科歯科大学
2004年　MS（Periodontics）University of Michigan
Assistant Professor, University of Michigan　
日本補綴歯科学会指導医 
米国歯周病専門医 

山下　潤朗　Junro Yamashita

Division of Prosthodontics, 
Biologic and Materials Sciences, 
University of Michigan School of 
Dentistry

The effect of bisphosphonate-suppressed osteoclasts 
on oral osseous wound healing

【略歴】

●2-2 ビスフォスフォネート製剤による破骨細胞抑制が
口腔内の骨創傷治癒に与える影響

ミシガン大学歯学部生物材料科学講座
補綴科
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　2003年にMarxがビスフォスフォネート（BPs）関連顎骨壊
死（BRONJ）を報告して以降，わが国でも同様の報告が相次
いでいる．インプラント手術がBRONJの発症のリスクになる
か否かについては議論のある所であるが，インプラント治療に
先行する抜歯時の予防的対応法など，未解決の課題は多い．
　AAOMSからのポジションペーパー（2006年，2009年に改
訂）よりも遅れたが，2010年に本邦でも5学会合同の検討委員
会からポジションペーパーが出された．そこでは，BRONJの
予防・治療法とともに，BRONJの有病率として，BPsの注射
薬では1～2％，経口薬では0.01～0.02％と推測されている．そ
の後，抗RANKL抗体デノスマブでも，BPsと同様の顎骨壊死
が発症することが明らかとなり，2014年に改訂されたAAOMS
のポジションペーパーでは薬剤関連顎骨壊死（MRONJ）と変
更された．
　MRONJの予防法の是非を検討する上で，発症患者数の増減
の把握は不可欠である．そこで，2014年に兵庫県病院歯科医会
で調査した．本邦でのポジションペーパーが出された後の2011
年1月から2013年12月までの3年間にMRONJと診断された症
例，もしくはその期間内にMRONJに対して手術を行った症例
の有無を対象にアンケート調査した．回収率は100％（57/57施
設）で，有効回答は280症例であった．2008年に行われた日本
口腔外科学会によるBRONJの全国調査での有効症例数は263例
であったことから，MRONJ患者の増加は明らかであり，
MRONJ有病率の再検討が必要であろう．
　原因薬剤の投与背景としては，骨粗鬆症が146例（52.1％），
悪性腫瘍が134例（47.9％）で，平均投与期間は，順に61.4か
月，31.5か月であった．大半は経口薬もしくは注射薬のBPsが
投与されていたが，29例（10.4％）にデノスマブの投与がみら
れた（単独は9例のみ）． 
　抜歯などの侵襲的歯科処置は，MRONJ発症のリスクの１つ
であろうが，インプラント手術後のMRONJが必ずしも多くな
いことから，抜歯による手術侵襲よりも，抜歯の原因となった
慢性歯性感染症の方がリスクであろう．また，長期にわたる
BPsの使用と，炎症によってBPsの顎骨への蓄積が促されるこ
とが患者数の増加の背景にあると思われる．
　以上をインプラントの臨床に当てはめて考えると，インテグ
レーションを得た後に骨粗鬆症でBPsを長期で使用する患者は
少なくないが，インプラント周囲炎を生じ，これが持続すると
MRONJを発症するリスクが高まる可能性がある．

1989年3月　大阪大学歯学部卒業
1989年6月　兵庫医科大学病院臨床研修医
1996年9月　兵庫医科大学歯科口腔外科学講座助手
2002年1月～2004年1月　米国インディアナ大学医学部外科ポスドク
2005年4月　兵庫医科大学歯科口腔外科学講座講師
2009年4月　　同　准教授
2013年4月　　同　主任教授，現在にいたる
日本口腔外科学会認定　口腔外科専門医　指導医
日本口腔感染症学会　専務理事
日本口腔インプラント学会　代議員

岸本　裕充　Hiromitsu Kishimoto

Department of Dentistry and Oral Surgery，
Hyogo College of Medicine，Japan 

Reconsideration of prevention and treatment for 
medication-related osteonecrosis of the jaw

【略歴】

●2-3 薬剤関連顎骨壊死の予防と治療を再考する

兵庫医科大学歯科口腔外科学講座
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第10会場（岡山シティミュージアム 5階 常設展示室）
September 22（Tue） 9：00-10：30

9月22日（火・祝） 9：00-10：30

インプラント治療の到達目標を考える
ー歯科衛生士とも共有すべき口腔機能の改善に関する知識ー

　患者QOLの向上とは「患者個々の口腔機能の向上」，そして「歯科医師，歯科衛生士の継続的なチェック能力の向上」が重要な
ポイントとなる．
　そこで本シンポジウムでは菅井先生からトップバッターとして，歯科インプラント治療とアンチエイジングについてお話しいた
だく．また五十嵐先生には，補綴物装着後の患者口腔機能向上に関する取り組みの成果についてお話しいただく．そして，口腔機
能に関する基本から，内外で発表されている最新の研究成果を交えながらまとめる．最後の総合討論では，適正な筋機能を発揮す
るインプラント治療を目指すために必要な知識が何であるかを議論したい．
　口腔機能チェックのための「チェアーサイドでのチェック項目」，「そしてその裏付けとなる基礎知識」「その知識と関心を持つ
ことが患者QOLの向上につながる」ことについて整理・理解し，歯科医師だけでなく，インプラント治療に関係する歯科衛生士，
歯科助手，歯科技工士の方々にもご参加いただき，これらの項目を聴衆すべてが理解できるシンポジウムとしたい．

シンポジウム3

Goals of implant therapy
-Oral health improvement strategies to be shared with dental hygienists-

座長

鈴木　仙一　Senichi Suzuki 

Department of Oral Implant, Nihon University School of Dentistry at Matsudo
日本大学松戸歯学部口腔インプラント科

座長

阿部　伸一　Shinichi Abe

Department of Anatomy, Tokyo Dental College
東京歯科大学解剖学講座
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　人は歯を喪失することで，顔面表情筋は退化し，老人性顔貌
に変化していく．
　即時荷重インプラントを施術し，プロビジョナルレストレー
ションを口腔内に装着し，筋機能訓練を行うことで，その退化
を改善させることができることがわかってきた．
　歯を喪失し，義歯などが長期間にわたり不適合な状況で装着
されている場合などで，垂直顎間距離は短くなり，筋長は短く
なり咀嚼筋は動作しにくくなる．
　筋長の短縮により，舌の動作が鈍くなり，舌は下顎前歯の方
向に下垂し，舌の表面は乾燥し，あらゆる病気の第一相を形成
する．歯牙の喪失などで，口腔容積が減少して舌運動範囲が制
限され，軟らかい食物を摂取するのが日常化すると，頬筋群，
口唇閉鎖筋群は廃用化する．食べにくくなると，さらに食事は
軟らかい食物を摂取することとなり，廃用化はいっそう進行す
る．
　咀嚼筋は歯の存在により停止線を筋自体が把握している．つ
まりどれぐらいの力で咬合するのかを理解している．
　歯を喪失することで，咀嚼筋の動作は鈍くなり，表情筋に
徐々に脂肪が付き，下垂が始まる．口輪筋は筋の中で退化しに
くいために，表情筋は口輪筋の上部に乗る形になり豊齢線を作
り出す．頬筋，オトガイ筋などの退化により，マリオネットラ
インをも形成し，老人性顔貌へ進んでいく．
　噛み合わせを行う歯牙がなくなると，頭の重さを支え，バラ
ンスをとることが困難になっていく．内臓諸器官に前屈姿勢か
ら，負担がかかる．
　つまり，噛み合わせは，全身との重要な関係があり，歯の磨
耗，臼歯部の欠損放置で，咀嚼筋は左右の長さの違いが生じ，
全体的に短くなり，バランスがとれず，頭を傾けた不良姿勢が
生じる．咀嚼筋は，機能せず，顔貌の変化へとつながる．これ
らのことを考慮して，口腔周囲筋の機能回復を見る必要があ
る．即時荷重インプラントは，臼歯部欠損部の垂直顎間距離を
施術後すぐに取り戻すことができる反面，筋収縮を長期間受け
てきた咀嚼筋が急激な動きを示すため筋を賦活させ筋機能訓練
を行うことで，咀嚼力，姿勢，表情筋を適正な状態にもどす必
用がある．これらの状況を初診の段階で側面，正面顔貌を9分
類することで，退化している筋を把握し，治療の難易度を分析
し，即時荷重インプラントを装着することで顔貌全体の活性化
をはかる．この過程を説明する．

1987年　朝日大学歯学部卒業
1990年　五十嵐歯科医院開業
2006年　歯学博士号修得
口腔インプラント学会会員

五十嵐　一　Hajime Igarashi

Clinical Implant Society of Japan

The way of myofunctional therapy with provisional 
restration

【略歴】

●3-2 プロビジョナルレストレーション装着期間中の口腔
周囲筋トレーニング（顔面表情筋の回復への道筋）

一般社団法人 
日本インプラント臨床研修会

　歯科インプラント治療の目的として，一般に失われた歯の咬
合機能回復と審美回復に主眼が置かれている．しかし，単に
失った歯を回復することが最終目的ではなく，審美と咬合咀嚼
等を含めた全ての口腔機能を取り戻して改善させ，この機能を
守り，生涯にわたる心身の健康を維持していくことが治療の到
達点であろう．
　様々な研究から，咬合咀嚼が心身の健康づくりと維持に大き
く関与することが明らかになり始めている．脳科学の研究によ
り，インプラント治療による咀嚼機能回復は，脳の活性化，認
知機能の維持と回復，健康生活の維持・向上に役立ち，アンチ
エイジング効果があることが示唆されている．インプラント治
療は，健康長寿すなわちアンチエイジングのために極めて有益
な治療法と考えられる．
　インプラント治療は解剖学的知識や外科・補綴手技など幅広
い知識とスキルを要し，従来の歯科治療の延長線上の治療では
ない．歯科医師のみならず，インプラント治療に携わる歯科医
療従事者は，インプラント治療に関して広く知識を共有する必
要がある．今回のシンポジウムでは，インプラント治療を成功
させるために必要なチェアーサイドでのチェック項目を提示し
ながら，インプラント治療とアンチエイジングに関して解説す
る．

1978年 松本歯科大学 卒業，大阪大学歯学部口腔外科医員
1986年 インディアナ大学 客員研究員
1989年 松本歯科大学口腔外科講師
1990年 UCLA歯学部 インプラント外科臨床フェロー
1992年 UCLA歯学部顎顔面クリニック 客員准教授
1998年 医療法人UC会理事長
2002年 東京医科歯科大学歯学部臨床教授

日本口腔インプラント学会代議員　専門医，日本顎顔面インプラン
ト学会理事　指導医，日本アンチエイジング歯科学会常任理事 等

菅井　敏郎　Toshiro Sugai 

Implant Clinic, Tokyo Medical and Dental 
University Hospital Faculty of Dentistry
UC Medical Corporation

Dental implant treatment for anti-aging

【略歴】

●3-1 インプラント治療とアンチエイジング

東京医科歯科大学歯学部附属病院　
インプラント外来
医療法人社団UC会

第10会場（岡山シティミュージアム 5階 常設展示室）
September 22（Tue） 9：00-10：30

9月22日（火・祝） 9：00-10：30

インプラント治療の到達目標を考える
ー歯科衛生士とも共有すべき口腔機能の改善に関する知識ー

　患者QOLの向上とは「患者個々の口腔機能の向上」，そして「歯科医師，歯科衛生士の継続的なチェック能力の向上」が重要な
ポイントとなる．
　そこで本シンポジウムでは菅井先生からトップバッターとして，歯科インプラント治療とアンチエイジングについてお話しいた
だく．また五十嵐先生には，補綴物装着後の患者口腔機能向上に関する取り組みの成果についてお話しいただく．そして，口腔機
能に関する基本から，内外で発表されている最新の研究成果を交えながらまとめる．最後の総合討論では，適正な筋機能を発揮す
るインプラント治療を目指すために必要な知識が何であるかを議論したい．
　口腔機能チェックのための「チェアーサイドでのチェック項目」，「そしてその裏付けとなる基礎知識」「その知識と関心を持つ
ことが患者QOLの向上につながる」ことについて整理・理解し，歯科医師だけでなく，インプラント治療に関係する歯科衛生士，
歯科助手，歯科技工士の方々にもご参加いただき，これらの項目を聴衆すべてが理解できるシンポジウムとしたい．

シンポジウム3

Goals of implant therapy
-Oral health improvement strategies to be shared with dental hygienists-

座長

鈴木　仙一　Senichi Suzuki 

Department of Oral Implant, Nihon University School of Dentistry at Matsudo
日本大学松戸歯学部口腔インプラント科

座長

阿部　伸一　Shinichi Abe

Department of Anatomy, Tokyo Dental College
東京歯科大学解剖学講座
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　インプラント治療終了後，患者の口腔機能は改善され，生き
生きとした日々を患者は取り戻す．この現象はインプラント治
療に接する歯科医師，歯科衛生士，歯科助手，歯科技工士の
方々は，経験的に理解している事である．本シンポジウムの最
後にお二人の演者の臨床経験と基礎研究の最新の知見を照らし
合わせる事によって，会場にお集まりの方々が，インプラント
治療による患者口腔機能向上の基礎的エビデンスを理解し，イ
ンプラント治療の本来の到達目標を再認識していただきたいと
考えている．
　患者の口腔機能が改善されるとは，すなわち患者の筋組織が
活性化する事である．この間に筋組織に起こる様々な現象が基
礎的実験によって明らかにされつつある．歯科治療前の衰えた
筋組織に，メカニカルストレスが刺激となり，様々な遺伝子が
発現する．そして，様々なカスケードにスイッチが入り，筋肥
大のメカニズムに沿った形で筋機能は回復していく．そして，
筋幹細胞であるサテライト細胞や筋SP細胞も筋肥大に関与し
ていることが明らかとなってきた．また，口腔領域の機能変化
に伴って筋線維特性も変化させ，機能的役割を担える筋組織と
して改造が行われることも明らかとなっている．
　最近の我々の研究グループおよび世界的な報告による知見か
ら，インプラント治療によって口腔，咽頭の筋群に適正な機能
が発揮されるようになると次のような変化が生じると考えられ
る．まず，既存の筋線維の筋タンパク合成が筋タンパク抑制を
上回る．それに加え，筋幹細胞であるサテライト細胞，筋SP
細胞が，成長因子などのシグナルによって増殖・分化を開始す
る．この過程に筋特異的転写因子の発現がみられ分化をサポー
トする．そして，これらの新しい筋芽細胞はお互い癒合し，筋
幹細胞から筋線維へと変化する．これらの現象は歯科医療後，
筋肥大のメカニズムに沿った形で，一定の期間をかけて行われ
る．そして，最終的には，筋線維特性が，その機能に合致した
形で構築される．
　すなわちこれらの研究成果の数々によって，インプラント治
療など咬合を回復させる歯科医療は，口腔の機能にとって明ら
かに抗加齢現象を引き起こしていることが証明されてきてお
り，演者らの研究グループでは現在，中・長期的な展望をもっ
て研究に取り組んでいる一端を本シンポジウムの最後に解説さ
せていただく．

1983年　芝高等学校卒業
1989年　東京歯科大学卒業
1993年　東京歯科大学大学院終了（歯学博士）
1994年　ドイツベルリン自由大学留学
2008年　台北医学大学口腔医学院（台湾）臨床教授（現在）
2010年　東京歯科大学解剖学講座教授（現在）
2012年　延世大学歯学部（韓国）客員教授（現在）

阿部　伸一　Shinichi Abe

Department of Anatomy, 
Tokyo Dental College

Anti-aging phenomenon observed in the muscle and surrounding tissues of patients 
after implant therapy -From basics to clinics: Results of the latest studies-

【略歴】

●3-3 インプラント治療後の患者筋組織および周囲組織にみられる
抗加齢現象 －基礎から臨床へ：最新の研究成果から－

東京歯科大学解剖学講座
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第2会場（ホテルグランヴィア岡山 4階 フェニックス）
September 22（Tue） 10：40-12：10

9月22日（火・祝） 10：40-12：10

歯の保存かインプラントか

シンポジウム4

Which is better?  Saving a tooth or implant treatment?

　歯科界における20世紀最大の発明である口腔インプラントは社会的認知され，多くの歯科医師がルーティンワークとして手がけ
るようになり，多くの患者が咬める喜びを享受している．その予知性は飛躍的に高まり，天然歯の代替医療であるはずのインプラ
ント治療が歯科医療の主流となった感すらある．本来，歯科医師の本分は天然歯の保存へ最大限の努力を行い，歯牙欠損による口
腔機能の低下を未然に防ぐことではないだろうか？確かに予知性の低い天然歯に替わり，インプラント治療が口腔機能を向上させ
ることは事実であり，患者からの多種多様な要求にもインプラント治療は応えることも事実である．しかしながら，喧伝される商
業主義に流され，歯科経済を優先させたインプラント治療の選択は避けるべきである．超高齢社会を迎えている日本で歯科医師は
複雑化された治療手法の中から患者のbenefitを考えたconservativeな歯科治療とprogressiveな歯科治療を適切に融合させた治療計
画を考えるべきであろう．

座長

細川　隆司　Ryuji Hosokawa

Department of Oral Reconstruction and Rehabilitation, Kyushu Dental College
九州歯科大学口腔再建リハビリテーション学分野

座長

簗瀬　武史　Takeshi Yanase

Japan Institute for Advanced Dentistry
公益社団法人 日本歯科先端技術研究所
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　日常臨床において天然歯を保存するか，抜歯してインプラン
トを埋入するかという選択に直面する機会は少なくない．いわ
ゆる「歯の保存かインプラントか」という究極の決断は保存学
的な観点のみならず，欠損形態や補綴装置の選択などの補綴学
的な要因も複雑に関与する．また，同時に包括的な予知性を考
慮しつつ，長期的な患者サービスを提供することも兼ね備えな
くてはならない．本シンポジウムでは口腔を一単位と考えた場
合の，補綴学的な治療計画やインプラント上部構造の種類を主
体として，「歯の保存かインプラントか」を考えてみたい．
　補綴装置を選択する際の検査・診断では補綴装置を支持する
残存組織あるいはインプラントに対する『力とその関連因子』
を客観的に評価しなくてはならない．特に『力』に関連する項
目は機能圧負担組織・領域と密接に関係する．また，咬合力，
咬合様式，咀嚼経路，悪習癖等，患者固有の顎運動関連要素に
も左右される．しかし，『力』に関連する要素は客観的な評価
が困難で，補綴装置の設計も含めて経験則によるところが大で
ある．インプラントの場合にはこれらに加えて三次元的な骨形
態，骨質および周囲軟組織の状態も的確に診断する必要がある．
　一方，超高齢社会に突入したわが国において，今後天然歯と
インプラントの混在が様々な場所で問題を引き起こす可能性は
否定できない．このような社会変化を鑑みると，従来の傷病名
を基準とした「歯の保存かインプラントか」の選択から患者
個々の社会的状況，ライフサイクルや生涯収支を考慮した全人
的見地に立つ必要がある．

1985年　日本大学歯学部卒業　
1989年　日本大学大学院歯学研究科修了
1990年　日本大学助手　歯学部補綴学現Ⅲ講座
1993年　アメリカ合衆国　オハイオ州立大学歯学部客員研究員

（1995年まで）
2001年　日本大学専任講師　　　　　　　　　　
2002年　日本大学助教授（2007年3月まで） 
2002年　日本大学歯学部付属歯科病院歯科インプラント科科長

（現在に至る）
2007年　日本大学准教授（職名変更により）（現在に至る）

萩原　芳幸　Yoshiyuki Hagiwara

Nihon University School of Dentistry, 
Implant Dentistry

“Tooth prevention or dental implants”from prosthetic view

【略歴】

●4-2 補綴学的視点から
「歯の保存かインプラントか」を考える

日本大学歯学部付属歯科病院
歯科インプラント科

　最近のインプラントの普及はめざましいものがあり，当医院
でも導入以来20年以上たつが，植立の前提として患者さんに
3ヶ月間以上の禁煙を条件としていることもあり，対合歯，隣
在歯などへの負担増強による影響は別にして，インプラント自
体の成功率は非常に高く，私自身，高く評価している. また，
従来の治療法ではどうしても改善が得られないケースに劇的な
効果を発揮し，患者さんから強く感謝される場合も多いことは
事実である．しかし，一方で歯牙保全のための努力が以前に比
べて薄れていく傾向がみられることは誠に残念である．このこ
とは先ず，日常臨床において，努力すれば十分に保存できる
ケースが安易に抜歯と診断され，インプラントをすすめられた
とSecond opinionを求める患者さんが急増している現実から感
じられる．この傾向はまた，経験の浅い臨床家に対して模範
となる保存治療を示さなければならない筈の内外の臨床誌上お
よび講演会でも一部で強く感じられ，さらには広く行われてい
る講演会，講習会の案内もインプラント関連が非常に多く，天
然歯の保存療法をめざした内容は少ないのが現状であり，今後
の歯科医療の動向はこのままでいいのだろうかと不安をおぼえ
る．　
　今回は歯の保存，再植・移植とインプラントの利点，欠点を
対比した上での使い分けについてお話したい．症例の選択にあ
たっては，歯科臨床における個々の処置の妥当性は長期的な予
後がどうかにかかっていることから短期経過症例はとりあげ
ず，なるべく15年以上経過したケースをもとにご報告したい．

1948年　沖縄県生まれ
1972年　東北大学歯学部卒業
1975年　沖縄県那覇市開業
1984年　東京都国立市開業

下地　　勲　Isao Shimoji

Tohoku University Clinical professor
Study group KAYOUKAI 
Japanese Autotransplantation of Teeth 
and Traumatic Tooth Workshop

Appropriate use of preservation of teeth,
replantation and autotransplantation

【略歴】

●4-1 歯の保存，再植・移植とインプラントの使い分け

東北大学
火曜会
日本自家歯牙移植・外傷歯学研究会
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　インプラントは，欠損しているところを補うための材料で
あって，天然歯に代わるものではないという言葉があるよう
に，歯を失った後に口腔機能回復を図るための治療オプション
のひとつである．しかし近年，インプラントの予後が良好と
なってきた反面，歯を保存することへのこだわりが薄れてきて
いるように感じられる．抜歯に至る大きな要因のひとつに，歯
内療法的問題がある．その中で多いのが，難治性根尖性歯周炎
のために抜歯を余儀なくされるケースである．難治性根尖性歯
周炎とは，根管治療の一連の操作が適切にかつ十分行えたにも
かかわらず，臨床症状が軽減しないか，もしくはX線写真上透
過像が消失しない病態をいう．また，ファイルの破折や深いポ
ストコアが装着されている場合や本来の根管から逸脱したレッ
ジやジップ形成，根管内の石灰化などがあり，どうしても根尖
までアクセスできず，通常の根管治療が施せない場合もその範
疇に含めていいかもしれない．しかし，このように診断された
症例であっても，現在では，意図的再植術やマイクロスコープ
を用いた歯根端切除術の発展により多くの歯を保存することが
可能になった．とくにマイクロスコープは，今まで盲目的で手
探りであった治療を明るい光源の中で大きく拡大し，明視下に
て行うことを実現した．他に歯内療法的問題には，歯根破折歯
や外傷歯なども含まれるが，以前より歯根破折＝抜歯といった
短絡的なドグマが浸透し，当然のごとく抜歯，その後にインプ
ラントといったケースも少なからず報告されている現実があ
る．また，外傷歯で脱落した歯であっても，条件が整っていれ
ば，再植することにより元の機能を回復することも十分可能で
ある．的確な診断と適切な技術があれば，救うことができる歯
も少なくない．さらに，たとえ保存が困難な歯が存在した場合
であっても，条件を満たす移植歯があれば，自家歯牙移植は，
より保存的で生物学的な治療法として非常に有効な手段といえ
る．とくに歯根未完成歯の移植では，その後の歯根の成長とと
もに歯髄が再生する可能性を秘めていることは，現時点におけ
る究極の再生療法といっても過言ではない．インプラントが適
用されない若年者の欠損歯列への応用では，自家歯牙移植に勝
る治療法はない．今回は，歯の保存にこだわる立場からインプ
ラント治療の前になすべき治療について検討してみたい．

1986年　大阪大学歯学部卒業
1997年　福西歯科クリニック開院
2000年　大阪大学歯学部非常勤講師（口腔総合診療部）
2002年　日本口腔インプラント学会認定医取得
2006年　大阪大学歯学部臨床准教授
2008年　日本口腔インプラント学会専門医取得
2008年　5-D Japan（石川，北島，船登，南先生とともに）発足
2009年　医療法人宝樹会設立

福西　一浩　Kazuhiro Fukunishi 

Kinki-Hokuriku Branch
Fukunishi Dental Clinic

Before selecting implant

【略歴】

●4-3 Before selecting implant

近畿・北陸支部
福西歯科クリニック
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第10会場（岡山シティミュージアム 5階 常設展示室）
September 22（Tue） 10：40-12：10

9月22日（火・祝） 10：40-12：10

インプラント外科における超音波切削器具の応用

シンポジウム5

Use of piezoelectric devices in implant surgery

　超音波振動子を使ったピエゾサージェリー®に代表される超音波切削機器は，従来の回転切削器具に比べ，神経，血管，粘膜な
どの軟組織に対する侵襲が少ないとされ，骨の切削を初めとして，様々な症例で応用されています．特にインプラントに関連する
外科手術においては，骨増生のための自家ブロック骨の採取，上顎洞底挙上術での骨窓の形成，更に上顎洞粘膜の剥離，さらには
インプラント埋入にまでその応用が広がりつつあります．本シンポジウムは超音波切削の臨床応用とくにその有用性と限界，イン
プラント治療における将来展望を模索することを目的とし，顎顔面インプラント学会との合同シンポジウムとして企画しました．
4名の先生に，超音波切削器具の総論および外科への応用の要点と，骨の治癒，さらには日常のインプラント治療における適応と
今後の可能性についてお話していただきます．本シンポジウムを通し超音波切削器具の安全な使用法と適応症を確認できればと思
います．

座長

髙橋　　哲　Tetsu Takahashi

Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Tohoku University Graduate School of Dentistry
東北大学大学院歯学研究科顎顔面・口腔外科学分野

座長

矢島　安朝　Yasutomo Yajima

Department of Oral and Maxillofacial Implantology, Tokyo Dental College
東京歯科大学口腔インプラント学講座
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　科学の進歩は，インプラント治療においても大きな変革をも
たらしている．特にデンタルCTとその解析ソフト，ピエゾ
サージェリー，そしてCAD/CAMなどのテクノロジーの応用に
よってインプラント治療は，革新を遂げたといっても過言では
ない．インプラント治療に求められるものは，最良な診査診
断，低侵襲で正確な外科手術，そして審美性と機能性，永続性
を兼ね備えた補綴物の提供であり，ここに最新テクノロジーを
応用することで更なる高い次元のインプラント治療が達成出来
るようになってきた．
　患者は誰でも，同じ結果であれば，外科侵襲は最小限にして
欲しいはずである．時には，ある程度の審美性，機能性を犠牲
にしても，低侵襲な治療法を希望する．重要なことは，術前の
診査診断で，出来るだけ多くのデータを集め正確な診断のも
と，治療オプション，そのリスクと外科侵襲，そして，治療結
果を示し，患者とともに治療計画を立案していくことである．
いくら低侵襲であっても審美性が患者の期待するものでなかっ
たらその治療は失敗であり，また，機能性，清掃性の低下は，
患者に治療後も多くの不快を強いることになり，インプラント
周囲炎のリスクは高くなって後期の治療失敗となる．
　ピエゾサージェリーの応用は，骨欠損部へのインプラント治
療を大きく変えた．より難易度の高い外科処置が低侵襲でより
安全に，そして予知性の高い治療が行えるようになってきた．
ピエゾサージェリーの特徴は，
1）硬組織，及び軟組織への低侵襲性
2）骨の削除量が少なく正確な骨切が出来る
3）術野からの出血量が少ない
以上の3点であり，審美領域での自家骨移植による予知性の高
い審美性の回復，インプラント埋入部位隣接の限られた部位か
らの自家骨移植，骨欠損の大きなケースへのアプローチ，歯槽
頂からの低侵襲なサイナスリフトなどが可能となった．
　今回の講演では，解剖学的な条件の悪い欠損歯列に対してイ
ンプラント治療を行ったいくつかの臨床例を示しながら，ピエ
ゾサージェリーの有用性について考察する．

1985年　東京歯科大学卒業
1988年　白鳥歯科医院開業
2003年　白鳥歯科インプラントセンター開業
2004年　東京歯科大学大学院歯学研究科(病理学)修了
現在
白鳥歯科インプラントセンター所長
昭和大学歯学部顎口腔疾患制御外科学兼任講師
九州大学大学院口腔機能修復学講座クラウンブリッジ補綴学分野
非常勤講師
日本口腔インプラント学会専門医

白鳥　清人　Kiyoto Shiratori

Chubu Branch
Shiratori Dental Implant Center

Dental implant procedures using the piezoelectrical 
surgery

【略歴】

●5-2 超音波切削器具を応用したインプラント治療

中部支部
白鳥歯科インプラントセンター

　骨を切るための機械には回転するバーや往復運動する鋸があ
る．これに，近年，超音波で振動する骨切り装置が加わった．
この器械の優れた点は
　1）チップによる軟組織の損傷が少ない
　2）チップで周囲の組織を巻き込むことがない
　3）チップが骨から滑りにくいので精密な骨の細工ができる
劣る点は
　1）切削するスピードが遅い
　2）チップの形態に自由度が少ない
　3）チップの寿命が短い
　講演では，超音波振動の発生，装置の構造，高速で運動する
チップの運動解析，切断された骨の組織像などについて述べる
予定である．

佐賀医科大学名誉教授
九州歯科大学客員教授
日本口腔外科学会名誉会員　終身指導医
日本口腔インプラント学会名誉会員　終身指導医
日本口腔科学会名誉会員　終身指導医
日本顎変形症学会名誉会員　
日本口蓋裂学会名誉会員
スリランカ　ペラデニア大学客員教授　
チュニジア　スース大学客員教授
モンゴル健康科学大学客員教授
特定非営利活動法人「インターナショナル・葉隠」理事長

香月　　武　Takeshi Katsuki

Saga Medical School Faculty of Medicine,
Saga University
Kyushu Dental University

Use of ultrasonic surgical bone cutting instrument 
in surgery

【略歴】

●5-1 超音波振動子の外科手術への応用

佐賀医科大学名誉教授
九州歯科大学客員教授

第10会場（岡山シティミュージアム 5階 常設展示室）
September 22（Tue） 10：40-12：10

9月22日（火・祝） 10：40-12：10

インプラント外科における超音波切削器具の応用

シンポジウム5

Use of piezoelectric devices in implant surgery

　超音波振動子を使ったピエゾサージェリー®に代表される超音波切削機器は，従来の回転切削器具に比べ，神経，血管，粘膜な
どの軟組織に対する侵襲が少ないとされ，骨の切削を初めとして，様々な症例で応用されています．特にインプラントに関連する
外科手術においては，骨増生のための自家ブロック骨の採取，上顎洞底挙上術での骨窓の形成，更に上顎洞粘膜の剥離，さらには
インプラント埋入にまでその応用が広がりつつあります．本シンポジウムは超音波切削の臨床応用とくにその有用性と限界，イン
プラント治療における将来展望を模索することを目的とし，顎顔面インプラント学会との合同シンポジウムとして企画しました．
4名の先生に，超音波切削器具の総論および外科への応用の要点と，骨の治癒，さらには日常のインプラント治療における適応と
今後の可能性についてお話していただきます．本シンポジウムを通し超音波切削器具の安全な使用法と適応症を確認できればと思
います．

座長

髙橋　　哲　Tetsu Takahashi

Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Tohoku University Graduate School of Dentistry
東北大学大学院歯学研究科顎顔面・口腔外科学分野

座長

矢島　安朝　Yasutomo Yajima

Department of Oral and Maxillofacial Implantology, Tokyo Dental College
東京歯科大学口腔インプラント学講座
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　軟組織に対する損傷が少ない利点を生かし，微細な振動を利
用した超音波骨切削器具は，口腔顎顔面領域での応用が進んで
いる．超音波骨切削器具を用いた外科的矯正手術では，出血量
の減少や下顎神経の損傷が減少したと報告されており，インプ
ラント治療の領域でも上顎洞底挙上術における洞粘膜穿孔率が
減少したと報告されている．すなわち，骨組織と軟組織が隣接
する難易度の高い手術においては，超音波切削器具の優位性は
一定の評価を得ているものと思われる．しかし，超音波骨切削
器具が骨組織そのものに与える影響については，いまだ充分な
検討がなされているとは言いがたい．現在の超音波切削器具の
原型と言えるものは以前からあり，骨組織への病理組織学的検
討も行われている．しかしそれらは比較対象となる回転切削器
具の条件設定が，骨損傷を来しやすい設定であったり，骨損傷
の大きいリンデマンバーやフィッシャーバーなどを用いていた
りする実験も多い．
　一方，回転切削器具が骨組織に与える影響については，以前
から詳細に検討されている．Eriksonらは骨切削時の温度上昇
は，47℃以上で 1 分間継続すると骨壊死を来すと述べており，
Reingewirtzらは回転切削器具で400～800 rpmの回転数では骨
の温度上昇に影響をおよぼさないと報告している．すなわち，
対象とする回転切削器具においても，骨損傷が少ないとされる
条件で無ければ，骨組織への影響は評価しにくいと考えられ
る．
　私たちの施設では回転切削器具の回転数を800 rpmとし，超
音波切削器具においても骨を切削可能な最小限の出力設定を用
いて，骨組織へ与える影響について検討を行っている．切削直
後の骨表面は，切削表面粗さに違いが見られるが，骨欠損部の
治癒過程については明確な違いを認めていない．すなわち，骨
組織への愛護的な手術を行う場合には，超音波切削器具と回転
切削器具では，切削様式が違っても既存骨に与える影響には大
きな差は無く，その後の骨治癒過程の立ち上がりも同程度であ
ると考えられる．
　今回のシンポジウムでは，超音波切削器具による骨組織への
影響について，基礎研究結果を交えて報告したい．

1995年　東京歯科大学卒業
2001年　東京歯科大学大学院　歯学研究科修了（口腔外科学）
2002年～2003年　Friedrich Alexander University口腔顎顔面外科学

教室　留学（ドイツBayern Erlangen）
2006年　東京歯科大学千葉病院　口腔インプラント科助手
2007年　東京歯科大学　口腔インプラント学研究室助教
2009年　東京歯科大学　口腔インプラント学講座助教
2012年　東京歯科大学　口腔インプラント学講座講師

古谷　義隆　Yoshitaka Furuya

Department of Oral and Maxillofacial 
Implantology, Tokyo Dental College

Bone healing with ultrasonic bone surgery device

【略歴】

●5-4 超音波切削器具による骨の治癒

東京歯科大学　
口腔インプラント学講座

　Piezo Electric Device（PED）はPiezo素子の振動を応用した
硬組織専用の切削器具である．インプラント外科では，軟組織
や神経を損傷しにくい特徴を有するため，安全性の高い器具で
ある．またキャビテーション効果で骨からの出血を軽減する利
点もある．さらに，精細な骨切りが可能で正確な骨切りが可能
となる．切削力は，回転式器具に比較すると劣るが，手術時間
は著明に延長することはない．本シンポジウムでは，PEDに
よる自家骨採取，スプリットリッジテクニック，また上顎洞底
挙上術について詳述する．

1980年 3 月　城西歯科大学歯学部歯学科卒業　
1984年 3 月　城西歯科大学大学院歯学研究科博士課程卒業
1986年 4 月　城西歯科大学助手（口腔外科学第 1 講座）
1989年 4 月　明海大学歯学部講師
1991年 4 月　明海大学歯学部助教授
2004年 4 月　明海大学歯学部教授
現在に至る

嶋田　　淳　Jun Shimada

Division of Oral and Maxillofacial Surgery, 
Department of Diagnostic and 
Therapeutic Sciences,  
Meikai University School of Dentistry

Application of piezo electric device in implant 
surgery

【略歴】

●5-3 インプラント外科における超音波切削器具
の応用

明海大学歯学部病態診断治療学講座　
口腔顎顔面外科学分野１
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第2会場（ホテルグランヴィア岡山 4階 フェニックス）
September 22（Tue） 14：30-16：00

9月22日（火・祝） 14：30-16：00

硬組織，軟組織造成法と長期予後に関するコンセンサス

　インプラント治療は予知性の向上，適応症の拡大，治療期間の短縮，審美的回復など，様々なハードルを乗り越えながら進化し
ている．
　本セッションのテーマである組織造成（骨と軟組織の造成）は，それらハードル克服に必要不可欠の術式である．
　骨組織再生については1990年の初頭からGBRを中心に臨床展開してきたが，骨の欠損形態が主として骨内欠損やそれに準じる症
例が適応の中心で，水平・垂直的骨欠損においては自家骨ブロックの移植法が適応されることが多いようである．しかし，これら
手法も周術期における合併症が少なくなく，その他の骨造成法やマテリアルの選択についても未だ決定的ではない．
　一方，結合組織移植や上皮移植に代表される軟組織再生としては，角化歯肉（付着歯肉）の獲得や審美的改善と維持を目的とし
た術式が提唱されている．前者では遊離歯肉移植による歯槽堤形成術や口腔前堤拡張手術であり，後者では遊離結合組織移植術で
ある．最近では特に後者においての議論が多く，移植材料も自家組織から人工的代用物までの活用が報告されているが，この件に
ついても未だコンセンサスは得られてない．
　従って，本セッションでは硬組織，軟組織造成法に関するコンセンサスをテーマに討議したい．

シンポジウム6

Concensus on hard and soft tissue regenerative techniques and their long-term prognosis

座長

中村　社綱　Takatsuna Nakamura

Kyushu Branch
Center for Dental Implants KYUSHU

九州支部
インプラントセンター・九州
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　歯の部分もしくは全部欠損患者に対するインプラント治療に
よるリハビリテーションは，近年信頼性の高い治療として長期
の結果が示されている．しかしながら，実際の臨床においては
抜歯後の長期の経過による萎縮，歯周疾患による歯槽骨・角化
粘膜の喪失，また外傷の続発症による歯槽堤の好ましくない状
態，すなわち骨量の不足，埋入するインプラントの周囲組織の
不足をもたらすであろう症例が少なからず存在する．そのよう
な状態では，場合によりインプラントの埋入を断念するか，も
しくは機能的および審美的な観点からの妥協した結果を受け入
れるか，もしくは組織が不足した部位に対する造成法を行い環
境改善を図るかのいずれかを術者は選択する．
　骨の造成法に関して種々の方法が考案されてきたがその長期
の経過に関して，適切で信頼性の高い外科術式はなにか，いま
だ議論の予知を残している．そこで，予知性に主眼を置いて選
択するべき方法を検討してみたい．
　さらには近年インプラント周囲に軟組織の造成を行い，審美
的，機能的な結果に寄与する臨床術式が紹介されている．軟組
織造成においては文献検索によるその有効性を評価するととも
に自身の臨床例を提示し，今後の展望について考察するつもり
である．

1990年　福岡県立九州歯科大学卒業　　
1994年　医療法人中田歯科クリニック開業
2009年　医療法人デンタルクリニックTAKANNA開業

日本口腔インプラント学会会員
日本顕微鏡歯科学会　指導医
日本臨床歯周病学会　認定医

中田光太郎　Kotaro Nakata

Okayama University Hospital

Investigation of  predictability for peri-implant 
tissue augmentations

【略歴】

●6-2 インプラント周囲組織造成の予知性を探る

岡山大学病院

　インプラント治療に求められることは，治療のリスク，患者
の身体的，経済的な負担を減らすこと，骨軟組織が不足する部
位にもインプラント埋入を可能にし，その恩恵を享受してもら
うこと，歯を含めて失った周囲組織を再建し健全な外観を再現
することによって，自信をもって日常生活を送れるようにする
こと，そしてその結果が長期的に維持されて，患者の生涯をと
おして，Quality of lifeに貢献することであろう．埋入されたイ
ンプラントはほぼ確実にオッセオインテグレーションするが，
上記の要件を達成する事は，時に多くの困難を伴う．なかでも
適応症を拡大すること，審美性を獲得する事に関しては，硬組
織，軟組織の造成がその成否の鍵をにぎっている．硬組織造成
の代表的な術式であるＧＢＲはこれまで多くの検証がなされ有効
性が示されているにもかかわらず，その効果を疑問視する意見
も存在する．そこでＧＢＲの長期的な成功に影響する因子とその
対処について検討を加えたい．また骨造成手術はMuco-gingival 
junctionの変位，口腔前庭の狭小化を招く場合がある，また軟
組織の量が不足するとインプラント周囲の骨吸収を招く可能性
がある．さらに補綴のコンポーネントで軟組織を加圧し形態を
調整し自然な外観を得るためには適切な軟組織の質と量が必要
である．また軟組織の造成は骨造成処置が，その目標を達成出
来なかった場合，メインテナンス期間中に発生した唇側面，歯
間部における軟組織の退縮の改善の手段としても効果を発揮す
る．近年軟組織造成の術式はフラップデザイン，供給側の選択
と採取法など多様に発展したが，適切な処置とそのタイミング
の選択が重要で本講演ではそれらをふまえインプラント治療の
長期予後における軟組織造成の役割についても考察したい．

1988年　広島大学歯学部卒業
広島大学歯学部口腔外科第一講座

1990年　浜松市内勤務
1996年　静岡県浜松市にて石川歯科開業
2008年　 5-D Japan 共同設立
現　在　 5-D Japanファウンダー

日本臨床歯周病学会指導医
日本歯周病学会会員
日本口腔インプラント学会会員
日本補綴歯科学会会員
アメリカ歯周病学会会員　
AO（Academy of osseointegration）会員　
OJ（Osseointegration Study Club of Japan）副会長
静岡県口腔インプラント研究会副会長

石川　知弘　Tomohiro Ishikawa 

Okayama University Hospital

The role of hard and soft tissue augmentation 
for esthetic and functional long-term success

【略歴】

●6-1 長期的に審美・機能を維持するための
硬・軟組織造成の役割

岡山大学病院
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第5会場（岡山コンベンションセンター 3階 コンベンションホール）
September 22（Tue） 16：10-17：40

9月22日（火・祝） 16：10-17：40

口腔インプラント治療や歯科治療は，
生物学の進歩によってどう変わるか

シンポジウム7

How does oral implant and dental treatment change in face of progress in biology?

　デンタルインプラント適用にあたって骨増生を行うことは珍しくない．現在のゴールドスタンダードは自家骨移植であるとされ
ているが種々の欠点があり，各種人工生体材料による方法も自家骨移植を凌駕するに至っていない．そこで，注目すべきは骨再生
医療であり，これは単なる骨移植とは異なり，生体組織の恒常性維持メカニズムを解明し，これに介入して意図する場所に意図し
た形で骨増生を行うことを目的とするものである．そのためにはまず生体が持つ骨組織のコントロールメカニズムを知る必要があ
る．
　本シンポジウムではまず，東北大学の江草宏先生に，骨補填材による骨増生（再生）の現状（限界）についておまとめいただ
き，今後のアプローチとしてiPS細胞等の幹細胞が応用できる可能性についてお話いただく．次いで，米国ペンシルバニア大学の
岩本容泰先生に，軟骨組織の発生と分化について最新の知見をお話いただき，さらに活性型ビタミンＡのガンマ受容体のシグナル
制御による骨増生（再生）の可能性についてご提示いただく．
　インプラント埋入当初ばかりではなく長期維持という意味でも，我々は骨組織について良く知っておく必要がある．本シンポジ
ウムを，インプラントの臨床に携わるために必要な骨組織に関する知識獲得のきっかけとしたい．

座長

魚島　勝美　Katsumi Uoshima

Division of Bio-Prosthodontics, Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences
新潟大学大学院医歯学総合研究科生体歯科補綴学分野

座長

長塚　　仁　Hitoshi Nagatsuka

Department of Oral Pathology and Medicine, Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry, 
and Pharmaceutical Sciences 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科口腔病理学分野
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　脂溶性ビタミンのレチノイドは，胚発生から，種々の組織のパ
ターン形成，恒常性の維持など多様な役割を果たす．レチノイド
は，必要に応じて活性型のレチノイン酸（RA）へと，変換され
る．その後retinoic acid receptor（RAR）とretinoid X receptor
（RXR）のヘテロダイマーに結合して直接転写調節因子とし
て，あるいは他のシグナル伝達経路とのクロストークを介して 
標的遺伝子の発現制御を行う．RARとRXRには，それぞれ3
種類の受容体があり，そのコンビネーションにより特異的な作
用を発揮する．それゆえ，特定のRARに選択的に作用する合
成レチノイドは，RARの作用の理解のみならず，疾患治療へ
の応用が期待されている．
 軟組織中に病的な骨が形成される異所性骨化は中枢神経形の
損傷や，火傷，手術など様々な要因で起こりうる．なかでも，
BMP受容体の一つALK2の変異を原因とする進行性骨化性線維
異形成症（FOP）は，多発性の異所性骨化および骨格組織の
広範な癒合を誘導する致死性の病変である．その過程は本質的
に軟骨内骨化であるが，効果的な治療法は確立されていない．
我々は，RAによる軟骨形成の抑制のメカニズムの解析を通じ
て，RARgがその作用を担う主な受容体であることを見いだし
た．そして選択的RARgアゴニストは，効果的に異所性骨化を
抑制することを様々なマウス異所性骨形成モデルを用いて証明
した．それらの知見をもとに，FOP治療に対するRARgアゴニ
ストの第2相臨床治験を現在行っている．一方で，RARgアン
タゴニストは，逆に軟骨内骨化を強力に促進することも判明し
た．
　本シンポジウムでは，RARgを中心に，骨格組織の疾患治療
における合成レチノイドの可能性を考察したい．

徳島大学歯学部卒業．大阪大学大学院にて歯学博士を取得，徳島大
学歯学部助手，大阪大学歯学部講師を経て 
2002年よりThomas Jefferson University Medical College准教授，
2011年よりPerelman School of Medicine, University of 
Pennsylvania准教授およびThe Children’s Hospital of Philadelphia 
Research InstituteにてPrincipal Investigator.

岩本　容泰　Masahiro Iwamoto  

Pleiotropic action of nuclear retinoid receptors in 
development and regeneration of musculo-skeletal tissue

【略歴】

●7-2 骨格組織の疾患ならびに損傷治療に
対する合成レチノイドの可能性

Division of Orthopaedic Surgery, 
The Children’s Hospital of Philadelphia, 
Perelman School of Medicine, 
University of Pennsylvania

　再生医療とは，体の組織の一部にできた自然治癒が見込めな
い欠損を，適切な「生体材料」，「生体活性因子」あるいは「細
胞」を用いることで，自然治癒力を引き出して回復に導く治療
の総称である．歯科では，生体材料を用いた再生医療を，既に
1980年代より歯周組織再生誘導（GTR）法および骨再生誘導
（GBR）法という技術で臨床に応用してきた．ただし，組織
の欠損が大きい場合には，既存の歯科材料では十分な治療効果
を得ることは困難である．そこで近年，これら歯科材料に歯周
組織の再生を積極的に促す生体活性因子を併せて用いる再生療
法が広く行われるようになった．さらに最近では，再生させた
い組織のもととなる「細胞」を移植することによって患部の治
癒力を高め，失った組織を再生する技術に期待が寄せられてい
る．
　一方，山中伸弥教授によって発見されたiPS細胞は日本発の
技術として国民の期待を集め，その再生医療への応用は国策と
して推進されるに至っている．iPS細胞の臨床応用には，採取
の容易な組織細胞からiPS細胞を効率よく作製する技術が重要
となる．また，iPS細胞を再生医療に用いるためには，iPS細胞
の造腫瘍性を完全に阻止する技術の確立が重要な課題となって
いる．
　我々は，iPS細胞の細胞資源として，歯科治療の過程で切除
されて廃棄されていた口腔粘膜の歯肉に着目した研究を行い，
歯肉を用いると容易に質の高いiPS細胞が樹立可能であること
を見出だした．一方で，特定の小分子化合物が骨組織再生にお
けるiPS細胞の造腫瘍性を抑制する作用があることを見出し，
この薬剤を用いて腫瘍化を回避しながら骨再生を促すことを動
物モデルで可能にしている．特定の薬剤を用いたiPS細胞の抗
腫瘍化／骨芽細胞分化誘導技術は，iPS細胞を用いた骨再生医
療の実現に向けた一歩となるものと期待している．
　本発表では，歯科領域における再生医療の動向を概説し，こ
れまでの我々の研究内容を中心にiPS細胞技術を将来のインプ
ラント臨床に繋げる戦略を示し，今後の課題と将来の展望につ
いて考察したい．

1998年に広島大学歯学部卒業後，99年香港大学研究助手．02年に広
島大学で歯学博士を取得後，日本学術振興会特別研究員として
UCLAワイントロープ研究所に勤務．04年に大阪大学歯科補綴学第
一教室助手，07年に同助教．14年から東北大学教授．日本補綴歯科
学会専門医・指導医．主な受賞は，IADRエドワード・ハットン賞
第一位，IADRアーサー・フレッチェ最優秀賞，IADR最優秀若手科
学者賞，大阪大学功績賞等．

江草　　宏　Hiroshi Egusa

Division of Molecular and 
Regenerative Prosthodontics, 
Tohoku University Graduate School of 
Dentistry

iPS cell-based bone tissue engineering for future 
dental implant technologies

【略歴】

●7-1 iPS細胞を用いた骨再生研究と
インプラント臨床への展望

東北大学大学院歯学研究科　
分子・再生歯科補綴学分野
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第3会場（ホテルグランヴィア岡山 3階 クリスタル）
September 23（Wed） 9：00-10：30

9月23日（水・祝） 9：00-10：30

インプラントの咬合付与について

シンポジウム8

Occlusal consideration for fixed implant prosthesis

　インプラントの長期予後獲得のためには，適切な咬合付与が必要であることは疑う余地がない．一方，その方法については明確
な指針がないのが現状である．Mischらが10年以上前に提唱したImplant Protective Occlusionが，インプラントの表面性状・補綴
材料ともに大きく改変された今日においても推奨されるのか．それとも，インプラントの特異的な点を考慮する必要は無く，天然
歯と同様の咬合調整で問題ないのか．さらに，補綴装置破損の原因は，ブラキシズムであることが多いと考えられているが，それ
を歯科医師と患者自身が理解して対応するには，どのような検査と治療方法があるのか．本シンポジウムでは，上記のような日常
の臨床の場で直面する課題について，経験豊富な臨床医が長期症例について紹介し，咬合面形態，咬合接触の状態，歯根膜の変位
量，補綴装置の材料に関する検証を行う．さらに，上記内容を踏まえながら，ブラキシズム等の悪習癖にはどのように対応すべき
かまで検証する．

座長

馬場　俊輔　Shunsuke Baba

Department of Oral Implantology, Osaka Dental University
大阪歯科大学口腔インプラント学講座

座長

近藤　尚知　Hisatomo Kondo

Department of Prosthodontics and Oral Implantology, Iwate Medical University
岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座
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　インプラント自体には歯根膜組織がないため，天然歯のような
歯根膜による応力緩衝能力はない．天然歯の動揺が25-100 µm
であるのに対して，インプラントの動揺は3-5 µmであることを
考慮すれば，インプラントと天然歯が混在する歯列において，
ライトタッピングで均等接触するように咬合調整を行った後，
強く噛みしめた場合にはインプラント体と周囲組織に大きな応
力が発生するであろう．Mischはこの状況を回避するため，イ
ンプラント部の咬合接触を周囲天然歯部より歯根膜分をリリー
フする咬合を提唱し，これを Implant protected occlusion と名
付けた．インプラント治療を始めた当時，わたしもこの理論に
基づいて，しっかりと強くかんだ時にようやくシムストックが
抜けなくなるよう咬合調整を行っていた．ところがある症例で
は，隣在歯の動揺が長年にわたっておさまらず，インプラント
が天然歯を守るように用いたいと考えているのに対して，天然
歯にインプラントを守らせる咬合調整方法に疑問を抱くように
なった．現在，私自身は天然歯と同様の咬合調整を行ってい
る．すなわち，タッピングの強さを特に患者へ指示することも
なく，周囲と同様の咬合調整としている．ただし，対合の天然
歯が歯根膜痛を起こす場合があるので，そのことを患者に説明
したうえで，異常があれば翌日ないしは数日後に追加調整を行
うようにしている．インプラントを守るためではなく，対合の
天然歯を守るためである．　
　インプラントと天然歯が混在する状況において，数値解析や
咀嚼シミュレーターを使った理論的考察も含めて解説させてい
ただく．

1980年　九州大学卒業
1982年　九州大学歯学部第二補綴学講座助手採用
1995年　九州大学歯学部第二補綴科講師
2001年　九州大学大学院歯学研究院口腔機能修復学講座生体機能工

学研究分野准教授
2009年　九州大学病院再生歯科・インプラントセンター副センター長
　　　　現在に至る

松下　恭之　Yasuyuki Matsushita

Section of Oral Reconstructive Biotechnology, 
Faculty of Dental Science, Kyushu University

How do we do the occlusal adjutment for 
the implant prosthesis？

【略歴】

●8-2 インプラント補綴の咬合はどう調整するのか？

九州大学大学院歯学研究院
口腔生体機能工学研究分野

　昨今のインプラント治療の普及により，歯が無くなればイン
プラントで修復しようと希望する患者も増えている．インプラ
ントの成功率は大抵の医療機関において90％を大きく超えてお
り，予知性の高い治療法であることに間違いはない．しかし，
インプラントと天然歯は根本的に違う点があり，それを無視す
ることはできない．歯根膜の存在である．
　歯根膜は鋭敏な感覚受容器であると同時に，咬合力等の負荷
を顎骨に伝える際のショックアブソーバーとしての役割も果た
している．咀嚼運動において，咬頭嵌合位における噛みしめに
より歯は25-50 µm根尖側に移動し，歯根膜中の圧受容器からの
刺激が中枢に伝わることでフィードバックが行われている．イ
ンプラントにはその様なメカニズムはなく，咬合力は直接顎骨
に伝えられ，骨伝導と咀嚼筋内の感覚受容器が代償的に機能し
ている．しかし，感覚閾値は天然歯より高く，天然歯では10ｇ
程度の圧力を感知できるのに対し，インプラントでは100ｇの
圧力にならないと識別できないといわれている．故にインプラ
ントの咬合を付与する際には，負担過重にならないように注意
すべきであろう．過去の報告によると過重負荷によりインプラ
ント周囲の骨吸収や，咬合面の破損，スクリューの緩み等の原
因になると考えられている．
　インプラントの咬合について，C. MischらはImplant-protected 
occlusionの考え方を提唱している．その考え方の基本は，調
和のとれた両側性の咬合接触に加え，ワイドセントリック，ア
ンテリアガイダンスの確立，偏心位での干渉の除去である．ま
たインプラントに有害であるとされている非軸方向への応力を
避けるため，インプラントの咬合面は天然歯より30-40％小さ
くして，咬頭傾斜角を減らし，広めの裂溝を付与することが有
利とされる．また，インプラント上部構造の咬合調整時には，
歯根膜の存在を考慮しながら，噛みしめ時において天然歯とイ
ンプラントの調和のとれた咬合接触を図ることが必要である．
しかし，これらの理論に対する科学的な裏付けは，未だなされ
てはいない．
　本シンポジウムでは，上記のような原則に則って行っている
インプラントの臨床について，甚だ恐縮ながら自験症例を紹介
するとともに，咬合接触に関して現在当講座で行っている，シ
リコーン系咬合採得材料を用いた詳細な検討についても紹介す
る．

1991年 3 月　東京医科歯科大学歯学部卒業
1995年 3 月　東京医科歯科大学大学院修了（障害者歯科学）
1997年10月　UCLA歯学部顎顔面補綴・インプラントフェロー
2000年 4 月　東京医科歯科大学歯学部附属病院助手（顎口腔機能治

療部）
2001年 4 月　東京医科歯科大学大学院助手（顎顔面補綴学分野）
2003年 4 月　愛知学院大学歯学部講師（歯科補綴学第一講座）
2007年 4 月　愛知学院大学歯学部准教授（2009年改称により有床義

歯学講座）

尾澤　昌悟　Shogo Ozawa

Department of Removable Prosthodontics, 
School of Dentistry, 
Aichi Gakuin University

Occlusal adjustments considering tooth mobility

【略歴】

●8-1 歯根膜の変位量を考慮した咬合調整

愛知学院大学歯学部有床義歯学講座
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　口腔インプラント治療の成功はインプラント体がOsseointegration
することばかりでなく，患者の満足する機能性や審美性の回復
を行い，それらを長期的に維持・安定させることが求められ
る．近年，口腔インプラント治療における合併症として，ブラ
キシズム等の口腔悪習癖に起因する歯根破折，およびインプラ
ント上部構造の破損等が問題となっている．特に上部構造の破
損は，患者にとって術者による何らかのミスを連想させやすい
ことから，装着後に短期で破損などが起こると術者側への不信
感につながりトラブルの原因となりやすい．これらを未然に防
ぐには，術前の検査で悪習癖をとらえ患者に情報提供すること
が望ましい．
　我々は，日常生活環境下でも使用可能な小型筋電計を開発
し，インプラント上部構造破損ケースにおいて終日の咀嚼筋筋
電図記録を行い，ブラキシズムとインプラント上部構造の破損
との関係を調査してきた．一般にブラキシズムと言えば夜間の
グラインド運動を中心としたものが注目されがちであるが，近
年，覚醒時に発生するクレンチングを中心とした非機能運動に
ついても，その特徴や問題点が明らかとなりつつある．また，
日中は夜間と違い，食事や会話などの機能運動も行うため，咬
合力そのものが上部構造へ大きく影響を及ぼすことが考えられ
る．しかしながら，現状では日中のブラキシズムに関する研究
は夜間に比較して報告数が非常に少なく，インプラント治療へ
の影響についてもほとんど明らかとなっていないのが現状と言
える．
　今回，上部構造の破損を繰り返す患者の咀嚼筋筋電図計測か
ら明らかとなった患者の日中覚醒時の咀嚼筋活動記録と上部構
造破損との関係について，機能運動と非機能運動に分けて考察
し，夜間のブラキシズムとの比較も含めて呈示させていただき
たい．今後は口腔インプラント治療のリスク因子である日中の
ブラキシズムを定量化することで，上部構造の設計や付与すべ
き咬合様式の選択における基準の１つとして検討が必要である
と考えている．

2002年　岩手医科大学歯学部卒業
2006年　岩手医科大学大学院歯学研究科修了
2007年　岩手医科大学歯学部歯科補綴学第二講座助教
2015年　岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座講師

（現職）

日本補綴歯科学会　専門医
日本口腔顔面痛学会　専門医

田邉　憲昌　Norimasa Tanabe

Department of Prosthodontics 
and Implantology, 
Iwate Medical University, 
School of Dentistry

Correspondence to daytime bruxism

【略歴】

●8-4 日中のブラキシズムへの対応

岩手医科大学歯学部補綴・
インプラント学講座

　睡眠時ブラキシズムは睡眠中に行われる歯ぎしりとくいしば
りの総称で，咀嚼筋活動を主体とした非機能的運動（パラファ
ンクション）である．過去の研究によりブラキシズムが覚醒時
の最大咬合力を超える程大きい力を伴うことや数分間にもわ
たって持続することがあることも報告されている．従って，ブ
ラキシズムの影響は顎口腔系に破壊的に作用する可能性があ
り，睡眠時ブラキシズム関連の歯科的トラブルには枚挙にいと
まがなく，特にインプラント治療を行う患者のブラキシズムに
は注意を要する．例えばオッセオインテグレーションが獲得さ
れる前にブラキシズムの力が特定のフィクスチャーに集中する
と脱落のリスクが増す．また，オッセオインテグレーションが
獲得された後であっても，ブラキシズムによると考えられる上
部構造の破損やスクリューのゆるみなどの問題が頻繁に報告さ
れている．歯根膜を持たないインプラントの上部構造，特に最
後臼歯の補綴装置咬合面には力が集中するため特別な配慮が必
要となる．高度な知識と技術を駆使して渾身のインプラント治
療を行っても，ブラキシズムの評価と対応を誤ると不幸な結果
を招くことになる． 
　睡眠時ブラキシズムを合理的かつ確実に抑制する方法はない
ため，ブラキシズムに対してはおのずから対処療法が適応とな
り，ブラキシズムの力から顎口腔系を護ることを主眼とした対
応にならざるをえない．現時点では，オクルーザルスプリント
を用いた治療が第一選択となるが，ブラキシズムによって顎口
腔系に生じる力の分布は咬合接触関係によって規定されるた
め，スプリントに与える咬合は注意深く設定する必要がある．
つまり，睡眠時ブラキシズムに関連したバイオメカニクスを理
解し，合理的にオクルザールスプリントをデザインすべきであ
る．講演では，まず，睡眠時ブラキシズムに関連するバイオメ
カニクスを解説し，インプラント患者の睡眠時ブラキシズムに
対応するために付与すべきスプリントの咬合関係について解説
する．

1962年 2 月22日　広島県生まれ
1986年 3 月　東京医科歯科大学歯学部卒業
1991年 3 月　東京医科歯科大学大学院修了
1993年 4 月　東京医科歯科大学歯学部助手
1996年 4 月　文部省在外研究員米国UCLA
2002年 7 月　東京医科歯科大学講師 
2007年10月　昭和大学歯科補綴学講座教授（現職）
2013年 4 月　昭和大学歯科病院　副病院長（現職）

馬場　一美　Kazuyoshi Baba

Department of Prosthodontics, 
Showa University Dental School

Occlusal management of patients with sleep 
bruxism

【略歴】

●8-3 睡眠時ブラキシズム患者の咬合管理

昭和大学歯学部歯科補綴学講座
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第10会場（岡山シティミュージアム 5階 常設展示室）
September 23（Wed） 9：00-10：30

9月23日（水・祝） 9：00-10：30

インプラント周囲炎を再考する　ー予防から治療までー

シンポジウム9

With a view to reconsidering peri-implant disease -prevention and treatments-

　ブレードインプラント時代からインプラント周囲炎は存在したが，two stage インプラントが主流になり，種々のインプラント
表面性状が採用されたことで，ますますその問題は複雑となった．適切ではないかもしれないが，あえて病因論を大きく二分すれ
ば，歯周病学的観点と生体力学的観点の二つになるであろう．前者は，1980年代後半から90年代にかけて，bone levelで plat form
とそれに連結されるabutment界面のmicro gapが論争の中心であった．すなわち，そのgapによるcontaminationが，インプラント
周囲炎を惹起するというものである．two-stageインプラントの代表格である，ブローネマルク型とその当時one-stage（tissue level）
の代表格であったITI straumannの学会での論争は記憶に新しい．その後，Dr. Carl E. Mischが, ネック部の応力集中が骨吸収の原
因であることを再認識させ，ネック部の表面積を大きくすることの重要性を説いた．いわゆるストレス学説である．パラファンク
ションによるものもその範疇に入るであろう．
　その一方で，材料学的に，チタンやHA等の表面性状との関係も議論され続けている．
　また，近年，骨吸収に対しplat formからabutmentの移行部でoffsetのあるいわゆるplatform siftingの優位性も報告されている．
　もちろん，それ以前に局所的なインプラントネック部の残存骨の解剖学的形態・骨質，それに全身的な要素も当然考慮されねば
ならない．
　これらを考えると，まるで迷路に入った感さえある．このシンポジウムが脱出の一助となることを願うものである．
　

座長

小田　　茂　Shigeru Oda

Oral Diagnosis and General Dentistry, University Hospital of Dentistry, Tokyo Medical and Dental University
東京医科歯科大学歯学部附属病院歯科総合診療部

座長

堀田　康記　Yasunori Hotta

Aichi Implant Center
愛知インプラントセンタ－
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　インプラント治療は欠損歯を補い口腔機能を回復させる方法
として優れており，治療の成功率も高いことから，患者にとっ
ても歯科医師にとっても非常に有効な治療法となっている．そ
の一方で，インプラント治療後に合併症を経験する事も多く，
なかでもインプラント周囲炎・周囲粘膜炎に遭遇する割合は高
いことが報告されている．現段階では，インプラント周囲炎に
対する確実な治療法が確立されているとは言えず，それゆえ治
療後のメインテナンス時においては，可逆性の病変であるイン
プラント周囲粘膜炎の段階でトラブルを発見し，治療を行う必
要がある．さらに言えば，発症リスクを理解し，これを参考に
予防処置を施すことが重要である．
　インプラント周囲炎は歯周炎と同様，多因子性疾患であり，
その発症には局所的リスク因子と全身的リスク因子が関係して
いる．局所的リスク因子は，部位特異的な細菌の構成や量，イ
ンプラント周囲軟組織の状態，インプラント体と補綴物の連結
部の状態，補綴デザイン等が挙げられる．これに対し，全身的
リスク因子は宿主の感染に対する感受性に関するものであり，
喫煙や糖尿病の既往，遺伝形質などの影響が考えられている．
基礎的・臨床的な多くの研究や一般的な臨床実感から，プラー
クの存在や喫煙，歯周病の既往などは，インプラント周囲疾患
を発症する真のリスクファクターとして確実視されているが，
他の因子については科学的根拠を積み上げるべく，現在も多く
の研究が行われている．そこで今回は，特にインプラント周囲
炎に関わる全身的リスク因子に着目し，最近の知見について述
べる．

1997年　東京医科歯科大学歯学部歯学科卒業
2001年　東京医科歯科大学大学院歯学研究科修了
2002年　ジュネーブ大学医学部　研究協力員（予防歯科学講座）
2008年　東京医科歯科大学大学院歯周病学分野助教
2015年　日本歯周病学会専門医　指導医

竹内　康雄　Yasuo Takeuchi

Department of Periodontology, Graduate 
School of Medical and Dental Sciences, 
Tokyo Medical and Dental University

General risk factors for peri-implant disease

【略歴】

●9-2 インプラント周囲炎に関わる全身的
リスクファクターとは

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研
究科歯周病学分野

　インプラント治療は予知性が高いことから，歯牙欠損補綴の
第一選択肢と考えられるようになった．しかし，インプラント
治療には種々の合併症があり，その中でもインプラト周囲炎が
最も多く，その成因は単一のものでなく，宿主に関連する因子
もあるが，インプラントシステムに関連する因子も含め，様々
な因子が複雑に絡み合っていることから，治療に難渋するケー
スも多く，極度に進行した場合にはインプラント撤去を余儀な
くされる．そして，そのリカバリー処置としては，骨造成を含
めたかなり高度なインプラント治療が必要となる．したがっ
て，インプラント周囲炎は長期予後に最も関係することから，
インプラントのオッセオインテグレーションのみを考慮するだ
けではなく，インプラント周囲骨の吸収防止や粘膜貫通部での
ソフトティッシュ・シーリングの獲得によってインプラント周
囲骨・軟組織の保全を図ることが，インプラント周囲炎の対策
と言える．
　具体的なインプラントシステムおける工夫点としては，①イ
ンプラントカラーの表面加工・形状・性状を周囲骨の吸収が少
なく，ソフトティッシュ・シーリングが期待できるように，②
インプラントカラー部のデザイン（カラー部の形状だけでな
く，マイクロスレッドやマイクログルーブも含め）を周囲骨の
吸収が少なく，ソフトティッシュ・シーリングが期待できるよ
うに，③インプラントとアバットメントの界面に存在するマイ
クロギャップによる周囲骨吸収の影響をなくすか，マイクロ
ギャップが存在しない連結様式に，④アバットメントの側方圧
に対するマイクロムーブメントの防止できるインプラント・ア
バットメント連結様式に，が挙げられる．
　本講演では，自験例であるmachinedインプラント（Nobel 
Biocare），チタン表面を陽極酸化処理した粗面加工のTiUniteイ
ンプラント（Nobel Biocare），レーザー・アブレージョンにて規
則的な溝を有するMicrochannelインプラント（Biohorizons）
に関する臨床統計的観察も含め，前述の 4 項目について，イン
プラント周囲炎との関連性に関する現状と今後の展望について
解説したい．

1981年　大阪大学歯学部卒業
1981年　奈良県立医科大学口腔外科入局
1992年　奈良県立医科大学口腔外科学講座助教授
1999年　中谷歯科医院院長　
2005年　大阪大学歯学部臨床教授
2007年　長崎大学大学院顎口腔再生外科学講座非常勤講師
2012年　岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座非常勤講師
2014年　ジャシド施設長，南カルフォルニア大学歯学部客員教授

堀内　克啓　Katsuhiro Horiuchi

Nakatani Dental Clinic
Department of Prosthodontics and Oral Implantology, 
Iwate Medical University School of Dentistry
Japan Association of Clinical Implant Dentistry

Relations between implant collar designs/
surfaces and peri-implantitis

【略歴】

●9-1 インプラントカラー部の形状・性状と
インプラント周囲炎との関連

中谷歯科医院
岩手医科大学歯学部補綴・インプラント科
ジャシド（JACID）

第10会場（岡山シティミュージアム 5階 常設展示室）
September 23（Wed） 9：00-10：30

9月23日（水・祝） 9：00-10：30

インプラント周囲炎を再考する　ー予防から治療までー

シンポジウム9

With a view to reconsidering peri-implant disease -prevention and treatments-

　ブレードインプラント時代からインプラント周囲炎は存在したが，two stage インプラントが主流になり，種々のインプラント
表面性状が採用されたことで，ますますその問題は複雑となった．適切ではないかもしれないが，あえて病因論を大きく二分すれ
ば，歯周病学的観点と生体力学的観点の二つになるであろう．前者は，1980年代後半から90年代にかけて，bone levelで plat form
とそれに連結されるabutment界面のmicro gapが論争の中心であった．すなわち，そのgapによるcontaminationが，インプラント
周囲炎を惹起するというものである．two-stageインプラントの代表格である，ブローネマルク型とその当時one-stage（tissue level）
の代表格であったITI straumannの学会での論争は記憶に新しい．その後，Dr. Carl E. Mischが, ネック部の応力集中が骨吸収の原
因であることを再認識させ，ネック部の表面積を大きくすることの重要性を説いた．いわゆるストレス学説である．パラファンク
ションによるものもその範疇に入るであろう．
　その一方で，材料学的に，チタンやHA等の表面性状との関係も議論され続けている．
　また，近年，骨吸収に対しplat formからabutmentの移行部でoffsetのあるいわゆるplatform siftingの優位性も報告されている．
　もちろん，それ以前に局所的なインプラントネック部の残存骨の解剖学的形態・骨質，それに全身的な要素も当然考慮されねば
ならない．
　これらを考えると，まるで迷路に入った感さえある．このシンポジウムが脱出の一助となることを願うものである．
　

座長

小田　　茂　Shigeru Oda

Oral Diagnosis and General Dentistry, University Hospital of Dentistry, Tokyo Medical and Dental University
東京医科歯科大学歯学部附属病院歯科総合診療部

座長

堀田　康記　Yasunori Hotta

Aichi Implant Center
愛知インプラントセンタ－
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　炎症の障害性刺激因子は物理的作用，科学的作用，病原微生
物の作用に大別される．
　一般的にインプラント周囲炎とは病原微生物の作用による炎
症であり，対処法として汚染されたインプラント表面の除染に
フォーカスが当てられているのが現状であろう．しかし，感染
したからその部位のインプラント表面をレーザー照射，β
TCPの粉末の噴射，各種回転切削器具による機械的清掃等で
除染するという短絡的な考えではインプラント周囲炎の問題は
解決されないであろう．
　筆者は何故その部位がインプラント周囲炎に罹患したのかが
非常に大切であると考えている．そしてインプラント周囲炎は
病原微生物の作用に物理的作用が深く関わっていることに気付
いてくる．顎口腔系の力の歪が集中している部位が結果的に感
染性のインプラント周囲炎になることが多い．天然歯で認めら
れる感染から力の作用をともない発症する歯周炎とは逆で，力
（物理的作用）が主導で後に感染するパターンがインプラント
周囲炎には多く存在すると考えている．力の作用による炎症が
起こす組織破壊が感染を誘発する可能性がある．
　無論病原微生物の作用に対しての対処は必須であり，局所的
な部位のみの対処ではなく，宿主へのアプローチが重要になっ
てくる．口腔内の歯周病菌のコントロールは必須であり，その
対処とそして抗菌療法を詳しく解説したいと思う．また，今後
抗菌薬に変わり期待されているプロバイオティックスについて
も言及したいと思う．

1992年　北海道大学歯学部卒業
1997年　東京都品川区に石本歯科クリニック開設
現在に至る

石本　光則　Mitsunori Ishimoto

Kanto-Koshinetsu Branch
Ishimoto Dental Clinic

Evaluation of antibacterial therapy

【略歴】

●9-3 炎症の障害性刺激因子から考えるインプラント
周囲炎の対処法 ～抗菌療法を中心に～

関東・甲信越支部
石本歯科クリニック
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第3会場（ホテルグランヴィア岡山 3階 クリスタル）
September 23（Wed） 10：40-12：10

9月23日（水・祝） 10：40-12：10

欠損形態から考えるインプラント治療の効果と適応症
ーインプラント治療で改善できること，できないことー

シンポジウム10

The effect and the preferable application of the dental implant treatment 
based on the various pattern of the dedentition
－What we can do and what we cannot do－

　近年，欠損補綴治療の一つとしてインプラント治療が広く認知されてきているが，インプラント治療は，デンチャーやクラウン
ブリッジとは適応症の異なる治療方法として捉えるべきである．欠損部にインプラント治療を行なえば全てがうまく行くわけでは
ないことは周知の事実であるが，何故意図した治療効果とは異なる結果になってしまったのか，その原因を考察するとともに，イ
ンプラント治療の適応症を再考する必要があると考える．そこで今回は，「インプラント治療で改善できること，できないこと」
をテーマに3名の先生に登壇いただき，特に欠損形態から考えるインプラント治療の効果と適応症について考察する．はじめに宮
地先生からは，欠損歯列をどのように診ていくことが大切なのか，その着眼点と方法について，次に鷹岡先生からは，長期経過を
左右する欠損歯列に影響を与える因子について，そして武田先生からは，欠損歯列別に適用したインプラントが長期間の中でどの
ような変遷を辿ったかについてご発表していただき，長期経過から見えてきた，インプラントの功罪を明確にしたいと考える．

座長

梅原　一浩　Kazuhiro Umehara

Aomori Implant Research Group
青森インプラント研究会

座長

澤瀬　　隆　Takashi Sawase

Division of Applied Prosthodontics, Nagasaki University
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科口腔インプラント学分野
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　欠損歯列の評価とは，眼前の欠損歯列がどの程度悪いのかと
いう病態を掴むこととその病態を如何に処置に結びつけるかと
いう2つの意味があるようだ．前者は文字どおり欠損歯列を読
む行為で，その第一歩は上下の咬合状態を評価することと言わ
れ，咬合状態の安定度を示す指標として「咬合支持」がクロー
ズアップされた．宮地の咬合三角は代表的な指標で残存歯数と
咬合支持数を手がかりに欠損歯列のレベルとリスクをスクリー
ニングする有効な方法である．残存歯数が半数くらいになり咬
合支持数が4箇所を切ってくるあたりから，口腔内にすれ違い
咬合様の事象が現れるようになると言われており，咬合三角で
いえば第Ⅲエリアにプロットされる．筆者の診療室での義歯装
着患者の分布を見ると約20％の症例が第Ⅲエリアにプロットさ
れたが，義歯を作ることすら困難な難症例はわずかであった．
つまり第Ⅲエリアの症例すべてが難症例なのではなく，安定し
た経過をたどる症例群が存在するということになる．インプラ
ント治療が盛んな現在，第Ⅲエリアの症例＝難症例という前提
で欠損歯列の改変が行われるとすれば読み過ぎのリスクを招
き，必要のないインプラントが埋入されることになりかねな
い．
　咬合三角は，あくまでスクリーニングであり欠損歯列を「歯
列単位」で評価したもので「難しい症例かも知れない，やさし
い症例かも知れない」という枠組の中で症例を捉えるべきで，
治療方針の決定には結びつきにくいという認識が必要である．
治療方針を決定するためには患者の希望や口腔内への関心度，
支台歯の条件，下顎位の安定性，顎堤の吸収状態，咬合力の強
弱・ブラキシズムの有無，咀嚼運動といった個別性を加味して
いかなければならず，欠損歯列の評価が厳しいほど個別情報の
吟味が問われる．術者はイニシャルプレパレーションやテンポ
ラリーデンチャーを通じて患者の持つ個体の情報を吟味し，難
症例か否かの最終的なジャッジをしているはずである．そこか
ら得られる情報は評価のもう一つの側面である欠損補綴の選択
や設計に直結してくると考えている．今回の発表では欠損歯列
の評価の次にくるものとして症例のもつ個別性へのアプローチ
を模索してみたい．

1990年　日本大学歯学部卒業 
1990年　鉄鋼ビル歯科勤務  
1995年　東京都港区開業

鷹岡　竜一　Ryuichi Takaoka

Takaoka Dental Office

Clinical evaluation and individual difference 
evaluation for partially edentulous arch

【略歴】

●10-2 欠損歯列の評価と個別性へのアプローチ

鷹岡歯科医院

　欠損歯列の経過を評価するとき，もっとも確実で，また簡便
なのは歯数だろう．経過の中で何歯の喪失があったかという定
規である．しかし10年で1歯と30年で1歯の喪失では意味が異
なるし，同じ10年に1歯でも若年者と高齢者では喪失の重み
（重大性）も違ってくるだろう．私は生涯図と名付けたグラフ
を一つの指標にして歯の喪失速度を評価することにしている．
生涯図とは患者の年齢層単位の平均歯数をグラフ化したもの
で，平均的にみれば歯の喪失速度は増齢によって加速される．
個々の長期経過もどの年齢時期の変化でどの程度のスピードで
喪失したかを評価することが大切だと思っている．
　第二の評価軸は咬合支持数の多寡で，この咬合支持数の減少
は咬合崩壊という歯列の終末への接近，つまり歯列の悪化度の
指標になると思っている．同じ咬合支持数だとしてもその時の
歯数の多寡で臨床的な動態が違ってくるのも事実で，咬合支持
数は歯数との関連でみていくことが肝心だと考え，咬合三角と
いうグラフを利用して咬合支持数と歯数の相関を指標にして欠
損歯列の悪化度をチェックしている．
　欠損歯列が経過する中で，咬合再建が難しい欠損パターンへ
の進行は避けたいという臨床的な要請があって，そのパターン
の推移が第三の評価軸と考えている．パターンは歯の残り方で
決まるが，順列組み合せの計算では天文学的な数になると言
う．Cummer分類はそれを64パターンにまとめた．臨床で問題
になるパターンは典型的な4つのパターンに集約できるので，
経過中にどのパターンに進んでいるかを推測することにしてい
る．咬合崩壊したときの4つのパターンとは上顎前歯と下顎臼
歯が喪失した咬合崩壊パターンが一つあり，通常前後的すれ違
い咬合と呼ばれている．ほかに「左右的すれ違い」，「上顎の
み無歯顎」「下顎のみ無歯顎」と合計4パターンが代表例で，
どの終末パターンにどの程度接近してきたかというコースを含
めて評価する．以上喪失速度・悪化レベル・欠損パターンなど
を患者の長期経過を振り返るときの定規として利用している．

1967年　東京歯科大学卒業
1971年　同大学院修了（解剖学専攻）
1972年　東京都千代田区開業
1975年　岩手医科大学歯学部非常勤講師
2009年　東京歯科大学臨床教授　
2012年　大阪大学歯学部非常勤講師
現　在　東京都新宿区歯科診療室新宿NS在籍　

宮地　建夫　Tateo Miyachi 

Dental Planning SHINJYUKU NS, Tokyo

Three evaluation indexes for a long-term follow-up 
of deficient dentition

【略歴】

●10-1 欠損歯列の長期経過を振り返るときの
3つの定規

歯科診療室　新宿NS　東京都
鉄鋼ビル歯科
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　欠損歯列を評価する際，年齢，喪失歯数，咬合支持数を指標
として，喪失速度，悪化レベル，欠損パターンという定規を使
用することにより，欠損歯列の特徴を把握できることが示され
ている．その中でインプラント治療は，強固な咬合支持を獲得
できることから，従来法とは異なり欠損歯列の悪条件を改善す
る欠損補綴法として有用性が示唆されている．
　これまでインプラント適用後の経過は主にインプラントの生
存率，合併症の発現率をもって治療の成果が判定されてきた
が，欠損歯列から考えると天然歯を含めた支持組織の変化に焦
点を絞るべきである．
　そこで，補綴時の咬合支持レベル別にインプラント症例を当
てはめ，補綴後の天然歯の抜歯およびインプラントの除去を把
握することから臨床例を振り返ってみた．その結果，年齢が比
較的若く（補綴時50歳未満），咬合支持数が10以上ある咬合欠
損グループにインプラントを適用した症例では，インプラン
ト，天然歯双方ともに長期間安定しているものが大半を占め
た．しかし，補綴時の咬合支持レベルの悪化度が増すととも
に，インプラントの生存率はやや下がり天然歯の抜歯数も増加
することが観察され，インプラント治療でも従来法と似たよう
な傾向になると考えられた．
　しかしながら，補綴後10年から20年後と経過が長くなるに従
い，インプラントの存続率の減少は小さい一方で，天然歯の抜
歯が顕著に増加していくことが示された．すなわち，長期観察
症例の中では，補綴時の咬合支持レベルの悪化度に関わらず，
インプラント適用時に咬合支持数10以上を目指し，咬合支持が
ほぼ安定しているところまで改善を試みたものの，歯を多数喪
失する症例を経過のなかで散見され，補綴時の咬合支持の悪化
度とは異なる因子が支持組織の喪失（天然歯の抜歯，インプラ
ントの除去）に関与していることが推測された．
　以前から歯の喪失原因である過大な力がかかりやすい症例に
変化が集中し，さらに，歯質の劣化を伴う無髄歯に破折が起こ
りやすいと言う臨床実感があったが，今回の経過観察において
もその傾向が示されており，歯質の条件と歯の喪失原因が第
二，第三の影響因子を強く示唆した．
　インプラントで改善できることは新たな強固な支持の獲得で
あり，口腔全体の機能回復，維持のためには，各症例で欠損補
綴の目的，効果を考慮し，包括的なインプラントの適用を考え
るべきである．

1980年　東京歯科大学卒業
1985年　同大学院修了(歯科補綴学専攻)
1990年　東京都千代田区開業　　　
2005年　東京歯科大学　口腔インプラント学講座臨床教授
2014年　九州大学非常勤講師　
2015年　長崎大学非常勤講師　

日本口腔インプラント学会　専門医
日本補綴歯科学会　指導医　専門医
日本口腔検査学会　認定医

武田　孝之　Takayuki Takeda 

Department of Oral Implantology  
Tokyo Dental College

Does implant improve a risk of loss dentition? 
-A suggestion from a long-term follow-up-

【略歴】

●10-3 インプラントで欠損歯列のリスクを改善できるか？
－長期経過から見えてきたこと－

東京歯科大学口腔インプラント学講座
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第10会場（岡山シティミュージアム 5階 常設展示室）
September 23（Wed） 10：40-12：10

9月23日（水・祝） 10：40-12：10

インプラントとペリオの軟組織マネージメント：Plastic surgery

シンポジウム11

Soft tissue management of peri-implant and periodontal tissues : Plastic surgery

　本シンポジウムでは，インプラントとペリオの軟組織マネージメントについて3名の先生に講演をして頂きます．
　西田哲也先生には，歯とインプラントの周囲組織の解剖学的構造，周囲組織の増生方法と喪失予防，角化歯肉と付着歯肉（周囲
粘膜）の意義について，
　松井徳雄先生には，天然歯およびインプラント周囲軟組織の安定への骨の安定性の重要性，インプラントおよび歯の周囲の角化
歯肉と付着歯肉の必要性，歯間乳頭の回復に関して，喪失の原因と歯間部，歯の周囲の骨レベル，歯根間距離などの診査，診断の
大切さについて，
　北島一先生には，前歯部複数歯欠損のケースにおけるインプラントと隣接する天然歯に対する軟組織マネージメントについて講
演を頂き，インプラントとペリオの軟組織マネージメントについて総括したいと考えます．

座長

小方　頼昌　Yorimasa Ogata

Department of Periodontology, Nihon University School of Dentistry at Matsudo
日本大学松戸歯学部歯周治療学講座

座長

西郷　慶悦　Keietsu Saigo

Implant Dentistry Institute
嵌植義歯研究所
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　歯科疾患にはカリエス，歯周病，歯牙破折，根尖病変，外傷
などさまざまな病変があり，その結果，歯および歯周囲組織
は，さまざまな状態に変化する．これらの変化にはそれぞれ原
因があり，特に歯周組織の変化を予測することで，起こるべき
問題を回避することも可能となってきた．一方，歯周組織に生
じた問題に対して改善を図ることは機能，審美，そして治療結
果の永続性を獲得するためにはとても大切なことである．
　歯や欠損修復に対する修復方法にはクラウン，ブリッジ，イ
ンプラントや義歯があるが，どの修復方法にとっても軟組織，
硬組織の存在は不可欠で，それらが不足している場合は組織を
再建する治療オプションが必要となる．特に歯周病により歯牙
喪失が生じた場合は，細菌感染の結果，歯槽骨が吸収し，深い
歯周ポケットや骨の形態異常などの病変が歯肉や歯槽骨，歯根
に見られる．また細菌感染ではなく，歯肉の状態あるいは形態
異常により，付着歯肉の不足や口腔前庭の狭小などが生じ，結
果的にプラークが溜まりやすい環境になり，カリエスや炎症性
の歯周疾患につながることもある．
　歯科治療では修復治療が多いのが現状で，その修復物マージ
ンは歯肉縁，歯肉溝内に設定することが多い．そのような状況
で周囲組織の角化歯肉の不足や薄い歯肉などの形態学的な問題
が存在すると，歯肉退縮が生じることを経験する．このような
口腔内環境はプラークコントロールや審美面からも改善される
ことが望ましい．
　またインプラント治療が欠損修復の有効な治療オプションの
1つとなって久しくなり，その長期予後も多く報告されるよう
になってきた．治療結果の永続性を達成するためにはインプラ
ント周囲の歯槽骨，歯肉の状態，清掃性，補綴的設計，上部構
造，咬合，メインテナンスなど多岐にわたる諸条件が個々の状
態に応じて満たされることが大切である．とりわけ外科治療で
は歯槽骨，歯肉組織のマネージメント，3次元的な埋入ポジ
ションが重要となる．インプラント体周囲に歯槽骨が存在する
ことが望ましいことに異論はなく，そのため，現在までインプ
ラント周囲の骨増大を図る術式が数多く報告されてきた．ま
た，清掃性や審美性の観点からインプラント周囲に適切な厚み
を持つ角化歯肉は必要と考えられる．
　今回は天然歯，インプラント治療における軟組織のマネージ
メントについて長期症例をまじえて考察する．

1991年　大阪大学歯学部卒業
1991年　（医）貴和会歯科診療勤務　小野善弘，中村公雄両氏に師事
現　  在　（医）貴和会理事長　貴和会銀座歯科診療所院長
所属／役職　JIADS理事　ペリオコース　ペリオ・インプラントア
ドバンスコース講師
東京医科歯科大学歯学部非常勤講師
アメリカ歯周病学会会員
日本臨床歯周病学会　指導医　認定医
日本歯周病学会会員
Osseointegration of Japan 理事　　

松井　徳雄　Tokuo Matsui

Kiwakai Ginza Dental Clinic

Soft tissue management in implant and natural teeth
-Reconsideration from long term observations-

【略歴】

●11-2 インプラントと天然歯におけるSoft Tissue 
Management -長期経過観察から再考する-

貴和会銀座歯科診療所

　Brånemarkらがチタンと骨が結合する現象「Osseointegration」
を発表し，様々な研究によりOsseointegrationを高めるための
条件が確立され，その後，インプラントの予後や寿命に影響す
る因子についての議論がなされるようになった．
　その中でも，術後のプラークに対する管理の重要性が証明さ
れ，とくにプラークの管理は患者主導であることから，刷掃技
術やインプラント周囲組織の環境，さらにモチベーションの維
持が重要である．そのため患者がインプラント周囲組織を管理
しやすい環境がインプラントを長く口腔内で機能させていくた
めに最も重要であると考えられている．
　インプラント周囲組織を管理しやすい環境とは，上部構造体
の形態や周囲軟組織の状態に左右され，とくに角化粘膜の状態
は，患者のプラークコントロールに影響すると考えられてい
る．また，インプラント周囲の角化粘膜の状態は，プラーク指
数や炎症に関係しないという報告もあり，現在，統一した見解
が得られていない．天然歯の場合は，長い論争の結果，現在は
『良好なプラークコントロールが行えれば付着歯肉の有無は歯
の予後に影響を与えない』との見解が多勢を占めている．しか
し，このことをインプラントに置き換え「プラークコントロー
ルができればインプラント周囲角化粘膜の存在は重要でない」
と考えることは早計である．
　周囲軟組織を評価した多くの研究で，インプラントでは角化
粘膜を評価しているのに対し，天然歯では付着歯肉を評価して
いるものが多い．両者にはBiological widthが存在するが，この
構成が違うことも重要である．つまり，インプラントにはセメ
ント質が存在しないため，天然歯で観察されるセメント歯肉線
維や歯間水平線維が見られず，線維性付着は存在しない．この
ように，天然歯とインプラントの周囲軟組織は異なるものと考
えられ，天然歯よりもインプラント周囲軟組織の重要性は高い
と考えられる．また，インプラント治療は歯の欠損部に行われ
る処置であるため，周囲軟組織の不足をしばしば経験する．歯
の喪失にともなう歯周組織の減少を最小限にとどめることがイ
ンプラント周囲組織を管理しやすい環境につながると考える．
　そこで，天然歯とインプラントの周囲軟組織の意義について
文献や臨床データから再考察したい．また，インプラントを管
理するうえで抜歯に伴う歯周組織を温存する重要性について症
例提示を交えながら紹介したい．

1992年　日本大学歯学部卒業
1996年　日本大学大学院（歯周病学専攻）修了博士（歯学）

日本大学助手
1997～1999年　米国インディアナ大学（歯周病学教室）留学
2000年　日本歯周病学会専門医
2007年　日本歯周病学会指導医
2009年　日本大学診療准教授
2013年　日本口腔インプラント学会専門医

西田　哲也　Tetsuya Nishida

Department of Periodontology, 
Nihon University School of Dentistry
Implant Dentistry, Nihon University 
School of Dentistry Dental Hospital

Significance of keratinized mucosa around dental implants and 
importance of periodontal tissue preservation after tooth extraction

【略歴】

●11-1 インプラント周囲角化粘膜の意義と
抜歯後の歯周組織温存の重要性について

日本大学歯学部歯科保存学第Ⅲ講座
日本大学歯学部付属歯科病院
歯科インプラント科

第10会場（岡山シティミュージアム 5階 常設展示室）
September 23（Wed） 10：40-12：10

9月23日（水・祝） 10：40-12：10

インプラントとペリオの軟組織マネージメント：Plastic surgery

シンポジウム11

Soft tissue management of peri-implant and periodontal tissues : Plastic surgery

　本シンポジウムでは，インプラントとペリオの軟組織マネージメントについて3名の先生に講演をして頂きます．
　西田哲也先生には，歯とインプラントの周囲組織の解剖学的構造，周囲組織の増生方法と喪失予防，角化歯肉と付着歯肉（周囲
粘膜）の意義について，
　松井徳雄先生には，天然歯およびインプラント周囲軟組織の安定への骨の安定性の重要性，インプラントおよび歯の周囲の角化
歯肉と付着歯肉の必要性，歯間乳頭の回復に関して，喪失の原因と歯間部，歯の周囲の骨レベル，歯根間距離などの診査，診断の
大切さについて，
　北島一先生には，前歯部複数歯欠損のケースにおけるインプラントと隣接する天然歯に対する軟組織マネージメントについて講
演を頂き，インプラントとペリオの軟組織マネージメントについて総括したいと考えます．

座長

小方　頼昌　Yorimasa Ogata

Department of Periodontology, Nihon University School of Dentistry at Matsudo
日本大学松戸歯学部歯周治療学講座

座長

西郷　慶悦　Keietsu Saigo

Implant Dentistry Institute
嵌植義歯研究所
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　審美領域において天然歯のように見えるインプラント修復を
達成するためには，修復物周囲における最適な歯肉形態の獲得
が必要となり，とくに健全な歯間乳頭の存在が重要である．し
かし，適切な乳頭形態を維持するには歯間部軟組織が生存する
ための基盤としての歯間部歯槽骨が 3 次元的に一定のボリュー
ム存在し，歯間乳頭軟組織を支持する必要がある．
　この条件を満たすためにとくに多数歯欠損であれば，多くの
場合計画された歯肉レベルに応じた歯槽骨ボリュームを獲得す
るために骨造成が行われるが，骨造成の術式において減張切開
とともに唇頬側フラップは歯冠側に伸展される．その結果口腔
前庭が浅くなり，同時に歯肉歯槽粘膜境が歯冠側に移動し，唇
頬側の角化組織が失われることが多い．一方軟組織厚さが厚い
ほうが組織の退縮が少なく，角化組織が多い方が炎症が起こり
にくいことが報告されている．このため審美性を含めたインプ
ラント修復の長期安定を得るためには，インプラント周囲角化
組織獲得と，歯肉の厚さを増すための軟組織のマネージメント
が必須となる．
　またインプラント修復が予定される欠損周囲の天然歯におい
て，歯間乳頭の喪失や歯肉退縮による歯根面露出などのため審
美的な問題が認められることが少なくない．このような場合は
計画された歯肉レベルを獲得するために，天然歯に対し結合組
織移植，歯周組織再生療法，矯正，歯冠修復等を状態に会わせ
て単独または適宜これらの術式を併用しティッシュマネージメ
ントを行うことで天然歯及びインプラント修復が混在する審美
エリアの歯列に対し審美性を獲得することが可能となる．

1987年　広島大学歯学部卒業
1990年　北島歯科医院開設

北島　　一　Hajime Kitajima

Chubu Branch
Kitajima Dental Clinic

Soft tissue management in esthetic implant therapy

【略歴】

●11-3 審美インプラント治療における軟組織
マネージメント

中部支部
北島歯科医院　
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第3会場（ホテルグランヴィア岡山 3階 クリスタル）
September 23（Wed） 13：30-15：30

9月23日（水・祝） 13：30-15：30

インプラント治療におけるデジタル・デンティストリーの応用

シンポジウム12

 Current status and future perspectives of digital dentistry in implant treatment

　インプラントの長期予後獲得のためには，理想的な形態の補綴装置を設計し，それを考慮した適切な位置へインプラントを埋入
する必要がある．CTデータを利用したインプラント埋入シミュレーションはこのために非常に有用で，急速に普及している．さ
らにシミュレーションに基づき確実にインプラントを埋入する手段としてガイデッドサージェリーも多く行われるようになってき
た．さらに，模型をスキャンすることによってその形態をデジタル変換し，PCのモニター上でアバットメントやフレームを設計し
作製する，いわゆるCAD/CAM技術の応用も可能となっている．
　一方で，その使い方次第で，シミュレーションしたものが口腔内で正確に再現できるとは限らず，ITの応用には注意が必要であ
ることも事実である．本シンポジウムにおいては，インプラント臨床の現場でシミュレーションソフト，サージカルガイド，オー
ラルスキャナー，CAD/CAM装置などのデジタル技術がどこまで活用されているのか紹介し，その臨床応用にあたっての利点およ
び注意すべき点を議論する．また，インプラント治療におけるデジタル・デンティストリーを今後どのように発展させていくべき
かを討論する．

座長

古谷野　潔　Kiyoshi Koyano

Section of Implant and Rehabilitative Dentistry, Faculty of Dental Science, Kyushu University
九州大学大学院歯学研究院インプラント・義歯補綴学分野

座長

吉村　治範　Harunori Yoshimura

Institute of Hokkaido Plastic Dentistry /
Yoshimura Dental Clinic

北海道形成歯科研究会／吉村歯科医院

 1076033 日本口腔インプラント学会誌_ 

1

校 

2

校 

3

校 

N

校 _結城<P124>　  1076033 日本口腔インプラント学会誌_ 

1

校 

2

校 

3

校 

N

校 _結城<P125>　



126

　現在インプラントのトラブル回避の為に術前のCT撮影は必
須となっている．術前にCT撮影するのならば，それなりの準
備をしてシミュレーションを行い補綴主導型のインプラント埋
入をすべきである．そうするとインプラント周囲炎に罹患しに
くいポジションにインプラント体を配置でき，上部構造の咬合
バランスも取れるので，インプラントの長期安定につながると
考えられる．
　当院では現在，すべての患者さんにStraumann CARES 
Guided Surgery（以下SGSと略す）というガイドシステムを用
いて，インプラントを理想的な位置に正確に埋入するように心
がけている．このシステムはX線造影性のある人工歯を仕込ん
だスキャンテンプレートを口腔内に装着して術前の CT撮影を
行い，得られたDICOMデータをcoDiagnostiXというシミュ
レーションソフトで分析して補綴主導型の計画を立て，gonyX
を用いて埋入手術時に用いるサージカルガイドを作成するもの
である．
　このシステムではCT撮影時に装着したスキャンテンプレー
トにガイドスリーブを埋め込んでサージカルガイドを作成する
ので，適合を既に手術前に確認しているため手術当日にガイド
が合わないということが無くて安心である．基本的に歯牙支持
タイプのガイドシステムであるが，当院では多数歯欠損や無歯
顎症例にも暫間ミニインプラントを事前に埋入することで固定
に利用してSGSを応用している．
　またDICOMデータをシミュレーションソフトで分析する
時，骨の形態のみで埋入位置を決めてしまい，手術時に歯肉の
扱いに苦労することがある．インプラントの長期安定のために
周囲に角化粘膜が必要と考えているので，当院ではCTデータ
中に角化粘膜の情報を入れる工夫と，ガイド作成模型を
CARES CADCAMスキャナーを用いてスキャンして，3Dデー
タをcoDiagnosiXの画面上に挿入することで歯肉や歯冠の形態
を考慮したシミュレーションを行っている．
　SGSではガイドスリーブの高さを3段階で調節できるが，先
の方法で歯肉形態を考慮したスリーブの高さとインプラントの
埋入ポジションを決めることで，条件が良ければフラップレス
での埋入や2次オペ時のパンチングにガイドを利用できる．も
しもパンチングで2次手術ができなくても，頬側に角化粘膜を
残しやすい位置に切開線を入れる助けとなるので非常に有効で
ある．今回は当院で行っている歯肉形態を考慮したSGSを用い
たガイド手術を紹介する．

1979年　九州大学歯学部卒業
1983年　九州大学歯学部大学院修了
同　年　九州大学歯学部第２補綴科助手
1987年　加来歯科医院開業
2007年　医療法人加来歯科理事長
日本口腔インプラント学会　専門医　代議員
日本歯科補綴学会会員
日本歯周病学会会員
日本臨床歯周病学会　認定医
日本顎咬合学会会員
日本デジタル歯科学会
日本レーザー歯学会会員
ITI フェロー

加来　敏男　Toshio Kaku

Kyushu Implant Research Group　
Kyushu Branch

A clinical application of a teeth-supported surgical guide -Implant placement 
at ideal position under the consideration of gingival contour-

【略歴】

●12-2 歯牙支持型サージカルガイドの臨床応用
－歯肉形態を考慮した理想的な位置への埋入方法－

九州インプラント研究会　
九州支部

　インプラント治療は，欠損補綴の1オプションであり，その
治療結果は補綴物の機能性および審美性とそれらの永続性で評
価される．そこで，最終補綴物を考慮した補綴主導型インプラ
ント治療が提唱されてきた．しかし，インプラント治療には必
ずインプラント体の埋入という外科処置が伴い，さまざまな欠
損形態や解剖学的制限のなかで，実現可能なインプラント体の
配置をもとに補綴設計を立てる必要がある．この，相反する問
題を解決する手段として，CTを用いた3次元的な診査・診断
は今や必須と言っても過言ではない．
　さらに，インプラント治療を成功に導くためには，治療計画
通りのポジションにインプラント体を安全かつ精密に，再現性
を持って埋入することが重要であり，そのためのツールとして
近年，CTとシミュレーションソフトにCAD/CAMテクノロ
ジーをアドオンしたサージカルガイドを用いた，ガイデッド
サージェリーが脚光を浴びている．多数のメーカーが独自のシ
ステムを市場に投入するなかで，ガイデッドサージェリーで
は，埋入精度が向上し，安全性の向上や適応症の拡大，さらに
は低侵襲治療の実践，即時暫間補綴の簡素化が実現するとうた
われている．しかしながら，文献的には，ガイデッドサージェ
リーが従来の手術よりも優れているというエビデンスは確立さ
れておらず，埋入ポジションの誤差や術中の偶発症についても
多数の報告がある．
　では，ガイデッドサージェリーの精度を低下させている原因
はどこにあるのであろうか．システムの進歩により，製品の精
度は向上しているなかで，様々なエラーが生じる原因につい
て，本講演では，CT撮影から埋入ポジションのプランニン
グ，サージカルガイド作製までの間に起こりうる，サージカル
ガイドそのものの問題と，実際のガイデッドサージェリー時に
起こりうる問題について考察し，トラブルを回避してガイデッ
ドサージェリーを成功に導くためのキーポイントに言及してみ
たい．

1987年　大阪歯科大学卒業
1994年　大阪歯科大学大学院歯学研究科（口腔外科学専攻）修了
1995年　大阪歯科大学口腔外科学第１講座講師（非常勤）
2003年　BIOMET 3i インプラントメンター
2005年　寺本デンタルクリニック開設
2009年　K.I.S.S.（Kansai Implant Study Society）設立
2014年　AII（Advanced Implant Institute of Japan）理事
2015年　OJ（Osseointegration Study Club of Japan）常任理事

寺本　昌司　Masashi Teramoto

Kinki-Hokuriku Branch
Teramoto Dental Clinic

Key points to lead guided surgery to success

【略歴】

●12-1 ガイデッドサージェリーを成功に導くための
キーポイント

近畿・北陸支部
寺本デンタルクリニック
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　歯科インプラント治療は顎骨再建や補綴処置の選択肢として
定着してきた．この進歩には検査，治療計画，手術法，上部構
造の作製の一連の工程へのデジタル技術の導入が貢献してい
る．歯科インプラント治療に限らず，外科治療では検査と治療
計画に基づき，ガイドサージェリーが普及し，患者への外科的
侵襲を低減し，かつ安全性を向上している．歯科インプラント
では三次元的に複雑な形態の顎骨に対して，神経や血管の走向
を判断して，安全な埋入手術を行わなくてはいけない．従来の
二次元のエックス線情報からの判断では経験と熟練度が要求さ
れていたが，現在では三次元形態情報をもとにガイドサージェ
リーが普及している．
 一般外科と比較して歯科インプラント治療が難しいのは補綴
処置である．従来は精密印象から得られた作業模型上で，ロス
トワックス精密鋳造をベースに専用の技工技術を駆使して，補
綴装置が作製されてきた．オッセオインテグレーションしたイ
ンプラントは顎骨内で固定され，天然歯における歯根膜の存在
による遊びが無いので，上部構造の適合性には高いものが要求
される．
　歯科用CAD/CAMは過去30年以上前から，国内外で研究開
発が活発に行われ，スキャナー，専用のCADソフト，CAM用
加工装置の開発が行われてきた，ネットワークの普及は，検査
データの送信と共有，ガイドサージェリー用のガイドの製作，
上部構造の製作に貢献している．一般工業界のCAD/CAMは
図面ありきであったが，歯科におけるクラウンブリッジ等の修
復装置は，手作業で形成した支台歯の形状をスキャナーでデジ
タル化することが出発点になるので難易度が高かった．一方イ
ンプラントでは既知形状のパーツを使用するので，デジタル化
することは容易である．
　デジタル化のメリットは，規格化，再現性，分析，データの
転送，データの保存・再利用など多岐にわたる．歯科医療では
装置が生体側に適合することが不可欠であり，形態情報の入手
（印象採得，咬合採得）や装置製作において高い精度を追求し
てきた歴史がある．しかし，今後デジタル技術を導入して使い
こなすためには，精度にこだわりすぎるのではなく，操作性や
コストとのバランスが必要である．

1978年 3 月　東京医科歯科大学歯学部卒業
1984年 3 月　東京医科歯科大学大学院歯学研究科修了（歯学博士）
1991年10月　昭和大学歯学部教授（歯科理工学講座）
2003年 4 月　昭和大学歯学部長

宮崎　　隆　Takashi Miyazaki

Division of Biomaterials and Engennering,
Showa University School of Dentstry

Development of digital dentistry in implant 
dentistry

【略歴】

●12-4 インプラント治療における
デジタルデンティストリーの展望

昭和大学歯学部歯科保存学講座
歯科理工学部門

　近年，デジタル器機の進歩は目覚ましく，インプラント治療
に歯科用CBCTが導入されたことで，術前の診査・診断が向上
した．また，シミュレーションソフトを用いることで，ガイ
デッドサージェリーや骨モデルの作製という外科的領域の術式
にも大きな効果をもたらしている．そして，現在ではCAD/CAM
スキャナを応用し，CBCT画像上に歯列模型を重ね合わせるこ
とで，術前シミュレーションは上部構造をイメージしたインプ
ラントの埋入が可能であり，さらには，シミュレーションでイ
メージした通りのテンポラリーや上部構造を作製することが可
能になっている．歯科矯正学的領域では，顔貌の写真を重ね合
わせることで3D矯正分析や術前シミュレーションにも応用さ
れ，インプラント治療の術前に行なうことのできるシミュレー
ションは大きく変化したと言っても過言ではない．インプラン
ト治療は，経験から得られる技術や感覚がしめる要素が非常に
大きいが，将来は，経験の少ない者でも確実なインプラント治
療を習得できるようになることが理想である．デジタル化は，
「匠の世界」と言われる経験値を縮めるだけでなく，ビジュア
ル化，3D化することで行なった処置をフィードバックできる
という利点がある．特に，これからのデジタル化は，「教育」
にも重要な役割があり，将来の大学教育・臨床教育を担うこと
が予想される．そこで今回は，デジタル器機を用いてできるシ
ミュレーションの現状について取り上げるとともに，これから
さらにどのような将来が期待できるのかについて臨床例を交え
て考察したい．

1988年　東京歯科大学卒業
1993年　東京歯科大学大学院歯学研究科歯科補綴学第２講座修了
1993年～1994年　ペンシルベニア大学歯学部歯周補綴学講座留学
1994年～　青森県弘前市　梅原歯科医院勤務
東京歯科大学クラウンブリッジ補綴学講座　非常勤講師
慶應大学医学部歯科・口腔外科学教室　非常勤講師
岩手医科大学歯学部　補綴・インプラント学講座　非常勤講師
日本口腔インプラント学会専門医
日本歯周病学会専門医
日本補綴歯科学会専門医

梅原　一浩　Kazuhiro Umehara

Aomori Implant Research Group

The present conditions and the future product of the 
digital simulations for the pre-operated examination

【略歴】

●12-3 術前診査におけるデジタルシミュレーション
の現状と将来

青森インプラント研究会
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第5会場（岡山コンベンションセンター 3階 コンベンションホール）
September 23（Wed） 13：30-15：30

9月23日（水・祝） 13：30-15：30

超高齢社会においてインプラントは是か非か？

シンポジウム13

In the super aged society, how should we apply the dental implant treatment?

　我が国は男女ともに平均寿命が80歳を超え，長寿社会のフロントランナーとして，人生90年といわれる時代を迎えている．厚生
労働省が推進している「健康日本21」においては，健康寿命の延伸が目標として掲げられている．90年の人生をよりよく生きるた
めに，バランスのとれた食事は欠くことのできないものであり，それを支える口腔機能の果たす役割は大きい．また，高齢者の生
存に対する咬合支持の関与などについて検証が進められており，欠損歯列に対する補綴治療の意義が注目されている．
　インプラント治療は，その高い生存率と機能回復，患者満足度から，非常に有効な欠損補綴治療として認知されている．しかし
ながら，いまだその歴史は浅く，50～60歳代でインプラント治療を受けた多くの患者が，これから90年スパンの人生の終盤を迎え
るにあたり，多くの未知の問題が存在すると推測される．
　そこで，本シンポジウムでは，高齢者に対するインプラント治療の適用，インプラント患者の高齢化への対応を考えるととも
に，高齢者歯科医療の現状の理解を深め，求められる人生90年時代を見据えたインプラント治療の今後の取り組みについて討論を
進めたい．

座長

市川　哲雄　Tetsuo Ichikawa

Department of Oral and Maxillofacial Prosthodontics, Institute of Biomedical Sciences, Tokushima University 
徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔顎顔面補綴学分野

座長

関根　秀志　Hideshi Sekine

Division of Oral Implantology, Department of Prosthetic Dentistry, School of Dentistry,  Ohu University
奥羽大学歯学部歯科補綴学講座口腔インプラント学
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　インプラント治療は優れた治療法であるが，超高齢社会を迎
え要介護をも見据えた際にどう考えるかが今後の重要な検討課
題といえよう．要介護状態では，認知症などにより極めて口腔
清掃状態が不良になってしまっていることも多く，インプラン
ト周囲炎だけでなく誤嚥性肺炎，さらには咬傷や擦過傷の問題
なども真剣に考える必要がある．そこで，要介護をも見据えて
今後のインプラントをどう考えるべきかを私見をまじえて述べ
てみたい．
　天然歯とインプラントを比較してみると，まず誤解されやす
いことにインプラントは除去するのが難しいと思われがちなこ
とが挙げられるが，ディスインテグレーションしたインプラン
トは容易に抜けることも多い．加えて，う蝕による冷水痛や疼
痛，さらには口腔ケアを怠ったことで短期間でランパントカリ
エス様の急速なう蝕進行を起こさせてしまう可能性のある天然
歯に比較して，インプラントの方が取り扱いが楽ともいえる．
そして，注目すべきことは，天然歯の補綴は通常合着材を用い
るため修理や設計変更は壊すしかないが，インプラントの場合
は，スクリューを用いることで可逆的補綴，すなわち，修理や
設計変更が容易におこなうことが出来る．
　これらのことを踏まえた上で，実際のインプラント問題症例
を提示するとともに，その対応や要介護においてもインプラン
トを適切に利用することで高い有用性が発揮されることを示し
てみたい．また，著者が提案している 6 項目（口腔清掃，顎堤
吸収度，手の不自由さ，口腔機能，認知理解不足，ADL）の
スコア合計から評価するインプラントオーバーデンチャー設計
変更必要度レベル評価（NSO評価）についても紹介してみた
い．
　演者の在住している柏市（千葉県）では，柏・東大モデルプ
ロジェクトの一環として「オーラル・フレイル」という新概念
により，高齢者メタボ健診に代わり口腔健康調査を中心とした
サルコペニア健診が確立されることが期待される柏スタディー
（大規模虚弱予防研究，飯島勝矢氏牽引）が展開されている．
このスタディーからも，咀嚼維持改善は健康長寿の鍵を握って
いることが示されており，咀嚼維持改善に優れるインプラント
治療は，要介護をもしっかりと見据え，介護者や他職種への情
報発信を徹底し，一生涯フォローできるシステムを確立してい
くことができれば，誰もが認める健康長寿につながる優れた治
療とすることができよう．

1986年　日本大学松戸歯学部卒業
1989年　千葉県柏市にて田中歯科医院開業　
2008年　日本大学松戸歯学部臨床教授
一般社団法人 日本インプラント臨床研究会 会長
公益社団法人 日本口腔インプラント学会 専門医　指導医
日本歯科審美学会理事
日本アンチエイジング歯科学会理事
日本磁気歯科学会理事
北原学院歯科衛生専門学校非常勤講師

田中　譲治　Jyoji Tanaka

Clinical Implant Society of Japan

Problems and usefulness of implant therapy focusing on 
long-term care ～with some reference to Kashiwa study～

【略歴】

●13-1 要介護を見据えてのインプラント治療の
問題点と有用性 ～柏スタディーにも触れて～

一般社団法人　
日本インプラント臨床研究会

　現在，わが国の総人口が減少するなかでの高齢化率は
25.1％，4人に1人は高齢者である．このような状況の中で，75
歳から80歳までの現在歯数は10.0本，その30年前の45歳から50
歳での残存歯数が21.1本であること考えるとその間に，相当数
の歯が失われている．現在では，このような高齢者に対する欠
損補綴治療として，インプラント治療が第一選択として行われ
ることが多い．高齢者に対するインプラント治療の注意点とし
て，なるべく侵襲とリスクの少ない埋入時期と術式を考慮して
おこなわなければならないと考えている．あくまで欠損部補綴
におけるインプラント処置は手段であり，決して目的ではない
ことを忘れてはならない．その目的は，早期の咬合安定と長期
の咀嚼維持による健康寿命の延伸である．
　そのような観点から，高齢者に対してのインプラント治療に
ついて次の要点について解説する．

要点
1，高齢者におけるインプラント治療の目的
2，適応症に準じたインプラントシステムの選択
3，インプラントの埋入時期

1979年　日本大学松戸歯学部卒業
1979年～1983年　国際デンタルアカデミー
1983年～1985年　河津歯科医院
1986年～　医療法人社団秀飛会　優ビル歯科医院
2006年～　日本大学客員教授

林　　揚春　Yoshiharu Hayashi

Kanto-Koshinetsu Branch
Yuu-Building Dental Clinic
Visiting professor at the Nihon University

Relationship between heath and dental treatment 
in the super aging society

【略歴】

●13-2 超高齢社会における全身の健康と
歯科医療の関わり合い

関東・甲信越支部
優ビル歯科医院
日本大学客員教授
日本大学松戸歯学部口腔インプラント科

第5会場（岡山コンベンションセンター 3階 コンベンションホール）
September 23（Wed） 13：30-15：30

9月23日（水・祝） 13：30-15：30

超高齢社会においてインプラントは是か非か？

シンポジウム13

In the super aged society, how should we apply the dental implant treatment?

　我が国は男女ともに平均寿命が80歳を超え，長寿社会のフロントランナーとして，人生90年といわれる時代を迎えている．厚生
労働省が推進している「健康日本21」においては，健康寿命の延伸が目標として掲げられている．90年の人生をよりよく生きるた
めに，バランスのとれた食事は欠くことのできないものであり，それを支える口腔機能の果たす役割は大きい．また，高齢者の生
存に対する咬合支持の関与などについて検証が進められており，欠損歯列に対する補綴治療の意義が注目されている．
　インプラント治療は，その高い生存率と機能回復，患者満足度から，非常に有効な欠損補綴治療として認知されている．しかし
ながら，いまだその歴史は浅く，50～60歳代でインプラント治療を受けた多くの患者が，これから90年スパンの人生の終盤を迎え
るにあたり，多くの未知の問題が存在すると推測される．
　そこで，本シンポジウムでは，高齢者に対するインプラント治療の適用，インプラント患者の高齢化への対応を考えるととも
に，高齢者歯科医療の現状の理解を深め，求められる人生90年時代を見据えたインプラント治療の今後の取り組みについて討論を
進めたい．

座長

市川　哲雄　Tetsuo Ichikawa

Department of Oral and Maxillofacial Prosthodontics, Institute of Biomedical Sciences, Tokushima University 
徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔顎顔面補綴学分野

座長

関根　秀志　Hideshi Sekine

Division of Oral Implantology, Department of Prosthetic Dentistry, School of Dentistry,  Ohu University
奥羽大学歯学部歯科補綴学講座口腔インプラント学
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　超高齢社会の本邦においては，インプラント患者の高齢化が
進んでいる．現在，インプラント体埋入時年齢のピークは60歳
代と言われるが，2025年にはこれらの患者が後期高齢者を迎え
る．本邦の健康寿命の平均が男性71.2歳，女性74.2歳であるこ
とを踏まえると，10年後には，介護現場にインプラント義歯を
有する要介護高齢者が多数存在するようになることは容易に想
像できる．
　近年，介護現場において，撤去や清掃がしづらいインプラン
ト義歯が，周囲組織の感染・炎症，非機能運動に伴う口腔組織
の損傷等を引き起こす事例が報告されている．これらは，要介
護高齢者のみならず，介護者の介護負担にも大きく影響しうる
重大な問題と言える．一方，可撤性のインプラントオーバーデ
ンチャーを用いることにより，上記の懸念を回避しつつ，栄養
摂取への貢献といったメリットを享受できるのではないかと期
待する声もある．
　高齢者の身体機能や認知機能は，健康から虚弱，要支援，要
介護へと徐々に低下し，いずれは終末期を迎える．その過程
で，適切な口腔衛生管理を実施し，固定性のインプラント義歯
からインプラントオーバーデンチャーへの変更等の対策を講じ
る必要性が提唱されて久しい．しかし，どのようなタイミング
で，どのように介入すれば，高齢者の機能低下を予防し，全身
健康に寄与することができるか，また，介護に携わる多職種と
どのように連携するべきかといった議論は十分ではない．
　本シンポジウムでは，要介護高齢者のインプラント義歯によ
るメリットやデメリットに関する文献をレビューするととも
に，今後，本学会およびインプラント治療医に期待される臨床
エビデンスの構築について考察したい．

2005年　岡山大学歯学部卒業
2008年　文部科学省「大学院教育支援プログラム」岡山大学医療系

大学院高度臨床専門医養成コース特別任用助教
2009年　岡山大学大学院医歯薬学総合研究科修了　
2010年　岡山大学大学院医歯薬学総合研究科インプラント再生補綴

学分野助教
2013年　日本補綴歯科学会専門医
2014年　岡山大学病院新医療研究開発センター助教（現職）
2015年　日本口腔インプラント学会専門医

大野　　彩　Aya Kimura-Ono

Center for Innovative Clinical Medicine, 
Okayama University Hospital
Department of Oral Rehabilitation and 
Regenerative Medicine, Okayama 
University Graduate School of Medicine, 
Dentistry and Pharmaceutical Sciences

Current status and future perspective of the dental 
implant treatment in older age

【略歴】

●13-3 要介護高齢者における口腔インプラントの意義　
－臨床エビデンスをもとに現状と将来展望を考察する－

岡山大学病院　新医療研究開発センター
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　
インプラント再生補綴学分野

　厚生労働省より歯科疾患時達調査の結果が示された．8020達
成者は38.3％を示し，前回調査より急進しているという．まさ
に，多歯時代の到来である．上記の様に，高齢者歯科医療にお
ける歯科医療の役割とは，咬合支持の維持とした場合，8020を
達成した高齢者が増加している事実は，喜ばしい．一方で，歯
の増加の観点から見た場合に，咀嚼障害を有する患者は減少の
一途を辿るかと言えば，むしろ増える傾向にあると言える．
　咀嚼障害は，その原因から器質性咀嚼障害と運動障害性咀嚼
障害に分けることができる．器質性咀嚼障害とは，歯をはじめ
とする咀嚼器官の欠損によっておこる咀嚼障害である．この器
質性咀嚼障害に対しては，咬合回復が治癒への近道である．一
方，避けては通れない生理的老化により運動機能は低下を示
し，また，依然日本人の死亡原因の上位を占める脳卒中やパー
キンソン病などの神経筋疾患，そして，アルツハイマー病をは
じめとする認知症を示す疾患の多くが，著しい運動機能の低下
を伴う．当然，これらの運動機能の障害は口腔にも及び，咀嚼
障害を引き起こす．言わば，運動障害性咀嚼障害とされるもの
である．これまでの歯科医療は，う蝕や歯周病による歯の喪失
を予防し，不幸にして，歯質の欠損や歯の喪失が生じたときに
は，保存治療や補綴治療で対応するといった，いわば，器質性
咀嚼障害の対策を行ってきたといってもよいであろう．そし
て，質の高いこれらの治療は，器質性咀嚼障害の回復に寄与す
ることになる．一方，これからの高齢者の咀嚼障害は，運動障
害性咀嚼障害といわれる舌などの咀嚼器官の運動障害による咀
嚼障害が増加することが予想され，これに対する診断と治療に
は，これら咀嚼器官の運動障害の評価が必要になり，運動障害
に対する対応が迫られることになる．
　さらに，認知機能が咀嚼機能に与える影響も甚大である．
様々な物性をも持った食べ物を安全に合理的に食べるためには
咀嚼機能が重要であるが，その物性の判断や摂食行動のコント
ロールは認知機能の低下と伴に合理性を欠いてくる．
　今後，人口の高齢化の波は留められない．歯科医療がこの運
動障害や認知障害を理解することなくすすめていくならば，社
会のニーズから孤立することになる．
　本講演では避けることができない高齢者の運動機能や認知機
能の低下と咀嚼障害との関連についてまとめ，さらに，その対
応法について考えてみたい．

1989年　　　　歯学部附属病院高齢者歯科診療科入局
2001年10月より　
　　　　　　　附属病院　口腔介護・リハビリテーションセンター　
　　　　　　　センター長　
2005年 4 月より助教授
2007年 4 月より准教授
2010年 4 月　　教授
2010年 6 月　　大学院生命歯学研究科臨床口腔機能学教授
2012年 1 月　　東京医科大学兼任教授
2012年10月　　口腔リハビリテーション多摩クリニック院長

菊谷　　武　Takeshi Kikutani

The Nippon Dental University, Tama Oral 
Rehabilitation Clinic

How oral function of old people to change?

【略歴】

●13-4 高齢者の口腔機能はどう変化するのか？　
－変化を知り変化に備える－

日本歯科大学口腔リハビリテーション
多摩クリニック
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第2会場（ホテルグランヴィア岡山 4階 フェニックス）
September 23（Wed） 13：30-15：30

9月23日（水・祝） 13：30-15：30若手インプラントロジストセッション

　2002年カナダでのMagillコンセンサスの発表を機に世界的に
IODが歯科臨床に取り入れられ，日本においても費用対効果の
高い治療法として認知されている．下顎においてはオトガイ孔
間に2本のインプラントを埋入することが推奨されているが，
現在のところIODのインプラントの埋入位置設定には明確な臨
床基準はない．
　発表者は，顎骨の形態と人工歯の配列位置によって形成され
るエリア（いわゆるゾーニング；Zoning）に着目し，それに
基づいたインプラント埋入を行うことで，より口腔機能回復に
優れたIODの作製が可能になることを提唱している．臨床にお
いて，我々は旧義歯を改変した診断用ステントを作成し，患者
個々のZoneを下記のように診断してインプラントの埋入位置
の決定を行っている．すなわち，無歯顎IOD症例において，埋
入位置の決定には患者の顎堤頂連続線（Line 1）と人工歯の咬
合面中央窩から切縁の連続線（Line 2）を参考に前歯部の
Line 2がLine 1より前方に位置する部位をZone 1，Line 1，2の
交点付近をZone 2，その後方をZone 3として埋入候補位置を3
つに分類し，可及的にLine 1，2の交点付近（Zone 2）への埋
入を第一選択としている．そうすることでインプラントを義歯
の維持だけでなく咬合支持に利用することが可能となると考え
られる．また，診断用ステントに改変した旧義歯を外科用ステ
ントとして利用し埋入を行い，設計に利用した旧義歯をそのま
ま最終補綴に利用することにより，極力術前の設計とインプラ
ントを利用した実際の補綴物の誤差を最小限にすることが可能
になる．つまり，アタッチメントを確実に義歯床内に収めるこ
とが可能であり，また，義歯が安定する位置にインプラントを
配置することが可能となる．
　日本は，10年後の2025年には5人に1人が後期高齢者となる，
いわゆる2025年問題が危惧されており，約30兆円の医療・介護費
の増加が予測されている．口腔機能の低下によって引き起こさ
れる体幹の不安定，栄養状態の低下は患者のその後の全身状態
の悪化につながる．IODをより安全確実な補綴治療介入のモダ
リティとすることで，2025年問題に直面する日本における歯科
医療の重要なアプローチになり得るのではないかと考えている．
　本セッションでは，Zoningの理論を紹介するとともに，同理論に
基づいて設計したIODの臨床結果をレトロスペクティブに検証
し，本設計指針の有効性や臨床適用の実際について論じてみたい．

2003年 3 月　九州歯科大学歯学部歯学科卒業
2007年 3 月　九州歯科大学大学院歯学研究科博士課程修了
2007年 4 月　九州歯科大学附属病院口腔外科学講座助教
2009年 4 月　医療法人社団愛泉会たんぽぽ歯科クリニック勤務
2014年 5 月　九州歯科大学口腔再建リハビリテーション学分野　
　　　　　　特別研修員
資格
（社）日本口腔インプラント学会専門医
（社）日本口腔外科学会認定医

新名主耕平　Kouhei Shinmyouzu

Department of Oral Reconstruction and 
Rehabilitation, Kyushu Dental University

【略歴】

　「歯の欠損」は歯科医師ならば必ず目の当たりにする病態で
あるが，1歯欠損から無歯顎までその病態は多岐にわたる．欠
損の状態によっては受圧条件，加圧因子の不調和から従来の補
綴装置では対応が困難な欠損歯列が存在する．中でも，欠損歯
列の終末像である「上顎無歯顎，下顎前歯残存」歯列の対応に
は苦慮することがあり，経過が不良な場合，口腔内に特徴的な
変化をもたらす．Kellyはこの変化をCombination Syndrome
（CS）と提唱した．さらにTolstunovは，同様な変化をもたら
す欠損歯列の分類について報告している．これらの歯列に共通
する特徴として，「臼歯部咬合支持の喪失による下顎前歯の過
度な咬合力」があり，“Anterior Hyperfunction（AH）”と呼ば
れている．本セッションではAHへの対応にインプラント治療
を応用した症例と文献的考察を通し，その有益性について考察
する．
　臼歯部の咬合支持を喪失し，咬合支持が前歯部のみである場
合（Eichner B4），AHは上顎前歯部（受圧因子）にフレアアウ
トや歯冠崩壊，歯根破折などを誘発する．この場合，インプラ
ントによる臼歯部咬合支持の回復はAHの制御に有効である．
また，ダメージを受けている上顎前歯部へのインプラント抜歯
即時埋入や狭小な骨へのスプリットクレスト法を併用したイン
プラント埋入は，AHに対する直接的で強力な受圧条件の改善
となり，CSの予防策として有効である．
　すでに上顎が無歯顎（Eichner C2）の場合，臼歯部咬合支持
の獲得と前歯部の受圧条件を強固にする目的で上顎をインプラ
ントのフルブリッジ，下顎臼歯部のインプラント補綴は有益で
ある．CSの特徴でもある前歯部の顕著な骨吸収では，リップ
サポートの回復のために歯肉部分を含む補綴装置で対応する．
深刻なCSでは骨吸収が大きく，上顎の前方，後方への埋入が
困難な場合があるが，サイナスリフトを併用した後方部への埋
入やインプラントのポジション，本数を考慮したうえで，AH
に対応することは有益である．
　欠損補綴を行う上で，欠損歯列の特徴を理解し対応すること
は，治療戦略として合理的である．欠損部にインプラントを用
いて咬合支持を回復する中でも，AHを欠損歯列が引き起こす
特徴と捉え，インプラントによる受圧因子の改善は起こりうる
CSの予防，対策として非常に有効な治療法であろう．

2000年　九州大学歯学部卒業
2004年　九州大学大学院修了（博士（歯学））
　　　　九州大学病院助手
2008年　九州大学病院助教
2012年　九州大学大学院歯学研究院口腔機能修復学講座インプラン

ト義歯補綴学分野助教
　　　　University of North Carolina at Chapel Hill, Visiting 

Assistant Professor（Prosthodontics）
2014年より現職

荻野洋一郎　Yoichiro Ogino

Section of Implant and Rehabilitative 
Dentistry, Faculty of Dental Science, 
Kyushu University

The availability of implant treatment for anterior hyperfunction 
-Prevention and management of combination syndrome-

【略歴】

Anterior Hyperfunctionに対するインプラント治療の
有益性 －Combination Syndromeの予防と対応－

A theory of zoning in the design of implant over 
denture（IOD）and clinical application

Implant over denture（IOD）設計における
Zoningの理論と臨床適用

九州歯科大学口腔インプラント科 九州大学大学院歯学研究院
インプラント・義歯補綴学分野
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　我が国において，全部床義歯は無歯顎患者の欠損補綴治療
の第一選択として長きにわたり用いられていた．しかし，2002
年のマギル声明（Feine et al. 2002），2009年のヨーク声明
（Thomason et al. 2009）発表以来，インプラントオーバーデ
ンチャー（以下，IOD）が積極的に用いられるようになった．
　多くのランダム化比較試験やシステマティックレビューによ
ると，患者立脚型アウトの視点からIODが全部床義歯よりも無
歯顎患者の欠損補綴治療として好ましいと考えられている．し
かし，これらのレビューの基となる臨床試験はすべて諸外国で
行われたものばかりであり，平均寿命の違い，治療費用や費用
対効果（Rashid et al. 2011），さらには文化の違いや解剖学的
制限（Awad et al. 2014）を考慮した場合，「日本人にとって
IODが欠損無歯顎補綴治療の第一選択である」とは単純には言
い切れない．
　また，IODを用いる場合，患者立脚型アウトカムの早期改善
を目的として，近年，即時荷重プロトコル（immediate loading 
protocol，Menassa et al. 2014）を取り入れた治療が多く見ら
れる．一方で，インプラント体のオッセオインテグレーション獲得
を第一に考えると，通常荷重（Conventional loading protocol）
を用いるべきであるという臨床家も多いことと推察する．
　筆者は，2014年にケベック州のモントリオール大学におい
て，IODが患者立脚型アウトカムに与える影響を検討するため
の文献的レビューおよびメタアナリシス，さらに即時荷重プロ
トコルを取り入れたIOD治療に関する臨床試験に従事してい
た．そこで，本シンポジウムでは，患者立脚型アウトの視点か
ら，1）無歯顎患者（特に，下顎無歯顎患者）における全部床
義歯とIODとの比較に関する文献的レビュー，2）即時負荷プ
ロトコルを用いたIOD治療に関する臨床試験の結果を示し，無
歯顎欠損補綴治療を行う上で有用なデータを提供したい．

2002年　岡山大学歯学部歯学科卒業
2008年　岡山大学大学院医歯薬学総合研究科修了・歯学博士
　　　　日本補綴歯科学会専門医
　　　　岡山大学大学院医歯薬学総合研究科咬合・有床義歯補綴学

分野助教
2014年　モントリオール大学歯学部客員教授
2015年　岡山大学病院　咬合・義歯補綴科助教

兒玉　直紀　Naoki Kodama

Department of Occlusal and Oral Functional 
Rehabilitation, Okayama University Graduate 
School of Medicine, Dentistry and 
Pharmaceutical Sciences 

Considering a prosthetic treatment for edentulous patients 
from the perspective of patient-reported outcomes

【略歴】

患者立脚型アウトカムの視点から無歯顎欠損補綴
治療について考える

岡山大学病院咬合・義歯補綴科

　近年，インプラント治療は歯科医療に広く浸透し，患者から
も受け入れられやすくなってきた．これに伴い，患者からの要
求の多様化，さらには審美への関心が高まった時代背景も助
け，歯牙欠損部位にインプラントを埋入し機能させればいいと
されていた時代から，高い水準の包括的かつ審美的なインプラ
ント治療が求められる時代へとその流れは確実に変化してきて
いる．すなわち，機能性に加え長期に審美性を保持できるイン
プラント治療こそが患者と術者の双方にとって真の成功となり
うる．
　今までインプラント研究はその機能性を重視し，骨との接着
性（オッセオインテグレーション）が注目され続けてきた．し
かしその次のステップとして審美性と長期保持の要素を考えた
とき，注目されるべきは軟組織の存在であろう．
　歯槽骨に直接植立されたインプラント体は口腔粘膜を貫通し
ており，その周囲が容易に感染経路となるであろうことは以前
から指摘されていた．しかし，これらのことはすべて臨床報告
によるものであり，実際にインプラント周囲での軟組織による
封鎖性の低さや，このことがインプラント周囲での慢性的な炎
症や歯肉退縮の原因となることを示した報告は少ない．すなわ
ちインプラント周囲において，軟組織に関わる研究はまだまだ
未知の領域であったと言っても過言ではない．
　現在では基礎と臨床の両分野から優れた軟組織マネージメン
トが求められ，徐々にその解析が進んでいる．そして改めてイ
ンプラント周囲における上皮を含む軟組織による封鎖性の改善
こそが，高い機能性と審美性を維持されたインプラント治療の
成功へ導く鍵となることを確信するのである．
　今回の発表ではインプラント周囲における軟組織への解明が
どの程度まで進んでいるのか，上皮構造を中心として臨床的，
基礎的見地から示し，今後の臨床に生かせる知識の整理を目的
とするものである．

2001年　九州大学歯学部卒業
2005年　九州大学大学院修了（博士（歯学））
　　　　九州大学病院医員
　　　　九州大学大学院歯学研究院助手　
2010年　University of South California留学
2012年　九州大学病院助教

熱田　　生　Ikiru Atsuta

Section of Implant and Rehabilitative 
Dentistry, Faculty of Dental Science, 
Kyushu University

Mechanism of epithelial sealing around the implant

【略歴】

インプラント周囲上皮による封鎖構造は
どこまで解明されているか？

九州大学大学院歯学研究院
インプラント・義歯補綴学分野
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Ⅰ目的：ガイドサージェリーが普及する一方で，様々な偶発症
も報告されている．その原因として，術前計画のインプラント
位置と実際の埋入位置とのずれが挙げられるが，詳細な報告は
少ない．今回は，下顎遊離端欠損モデルにおけるガイドサー
ジェリーの精度に関して3次元的解析を行ったので報告する．
Ⅱ材料ならびに方法：まず，インプラント実習用下顎模型
P9-IMP.6-L（ニッシン社製）5 個の印象採得を行った．各作業
模型から作製したテンプレートを下顎模型に装着後CT撮影
し，シミュレーションソフトcoDIagnostiX（Straumann社製）
を用いて埋入計画（45および47部位にStraumann社製Standard 
Plus implant 4.1 mm × 10 mmを埋入）を行った．サージカル
ガイド作製機器goniX（Straumann社製）を用いて，各テンプ
レートからサージカルガイドを 5 個作製した．埋入指導を受け
たインプラント手術未経験者 5 名が，ファントムに装着した下
顎模型に，サージカルガイドを用いて合計10本のインプラント
を埋入しCT撮影を行った．coDIagnostiX上でのCTデータの重
ね合わせにより，術前後のインプラント埋入位置に関する 3 次
元的解析を行った．
Ⅲ結果：術前計画時のインプラント位置の長軸を基準線，基部
および先端を基準点に設定した．45部位では基準線に対して平
均2.1 ± 2.3度の角度のずれを認めた．また，基部は基準点に対
して 3 次元的に1.4 ± 0.4 mmの変位を認め，先端は1.6 ± 0.4 
mmの変位を認めた．47部位では基準線に対して5.5 ± 2.1度の
角度のずれを認めた．また，基部は 3 次元的に2.6 ± 0.5 mmの
変位を認め，先端は3.0 ± 0.6 mmの変位を認めた．45部位と比
較して，47部位における角度のずれは有意に大きかった（P＜
0.05）．さらに，基部および先端において 3 次元的に有意に大
きく変位していた（それぞれP＜0.01）．
Ⅳ考察および結論：45部位と比較して47部位で埋入位置が大き
くずれた原因として，固定源を遠心に求められずにサージカル
ガイドが埋入時に沈下していることが考えられた．今後は，下
顎遊離端欠損モデルにおけるガイドサージェリーにおいて，遠
心に固定源を設置することによりサージカルガイドが安定し，
ガイドサージェリーの精度が向上するかを検討する必要があ
る．

2001年　　　　九州大学歯学部卒業
2005年　　　　九州大学歯学部歯学研究院卒業 歯学博士取得
2005－2007年　エアランゲン＝ニュルンベルグ大学口腔外科 留学　
　　　　　　　（リサーチフェロー）
2007－2009年　ヨハネス＝グーテンベルグ大学マインツ口腔外科　

留学（リサーチフェロー，ITI クリニカルスカラー
2007, 2008）

2009－2015年　九州大学病院顎顔面口腔外科（助教）
2015年－現在　（医）新樹会 豊嶋歯科医院 勤務

豊嶋　健史　Takeshi Toyoshima

Kyushu Branch

Accuracy of implant surgery with surgical guide in 
unilateral free-end edentulisum: an in vitro study

【略歴】

下顎片側遊離端欠損モデルにおける
ガイドサージェリーの精度に関する検討

九州支部

　口腔顎顔面領域における腫瘍，嚢胞，外傷，先天異常等によ
り顎骨欠損を生じた際，多くの場合で機能的な再建が必要とな
り，そのひとつとして近年では歯科インプラント（以下，イン
プラント）による治療が選択されている．本邦においても広範
囲に欠損した顎骨に対して，再建術を併用したインプラントに
よる機能回復の有用性が示されてきた．当院においても平成15
年に厚生労働省の認可を受け「先進医療・インプラント義歯」
として，口腔顎顔面領域の腫瘍等の患者に対してインプラント
を用いた機能再建を行ってきた．平成24年 4 月 1 日より新たに
「広範囲顎骨支持型装置」として保険診療に導入されて患者の
経済的負担が軽減され，口腔顎顔面領域の疾患に対する治療の
発展が期待される．
　これらの症例のインプラント治療は困難な点が多く存在す
る．全身麻酔下での施行が多くなり，全身管理や周術期管理が
求められる．顎骨再建を含めた移植手術を伴うことが多い．が
ん患者等における放射線治療などに伴う治癒過程の異常，ま
た，上部構造の複雑性などがある．これらの問題点は一般的な
インプラント治療においてもよくみられる課題であり，口腔顎
顔面領域の腫瘍等の患者に対して行われたインプラント治療症
例において，口腔機能喪失から機能回復への過程を詳細に検討
することは，インプラント治療の本質を理解する上で重要であ
る．
　演者は，これまで当院にて行ってきた「先進医療・インプラ
ント義歯」治療について臨床的検討を行い当学会誌にて報告し
た．今回，これらの症例の口腔機能喪失から機能回復への過程
を詳細に報告し，インプラント治療の抱える問題点，治療で難
渋したこと，良好な結果へ導くポイント，さらに得られた知見
について考察を行い報告する．次世代を担うインプラントロジ
ストとして，医療の本質におけるインプラント治療の役割を考
えてみたい．

2006年　松本歯科大学歯学部卒業
2007年　松本歯科大学口腔顎顔面外科学講座助手
2010年　日本口腔インプラント学会認証医（現専修医）取得
2011年　信州大学医学部歯科口腔外科学講座医員
2012年　松本歯科大学大学院硬組織疾患制御再建学修了
　　　　歯学博士取得
2013年　日本口腔インプラント学会専門医取得
2014年　信州大学医学部歯科口腔外科学講座助教
2014年　信州大学医学部麻酔蘇生学講座医員
2015年　日本再生医療学会認定医取得

寺本　祐二　Yuji Teramoto

Department of Dentistry and Oral Surgery 
Shinshu University School of Medicine

Dental implant treatment as the health insurance coverage, for 
development of the extensive jawbone-supported devices treatment

【略歴】

保険診療としての歯科インプラント治療，
広範囲顎骨支持型装置治療の発展に向けて

信州大学医学部附属病院　
特殊歯科・口腔外科
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第5会場（岡山コンベンションセンター 3階 コンベンションホール）
September 23（Wed） 9：00-10：30

9月23日（水・祝） 9：00-10：30

在宅におけるインプラントのメインテナンスについて考える

専門歯科衛生士セミナー

Consideration of the maintenance for the dental implant patients at home

　インプラント治療が一般的な歯科治療として定着した感のある現在，今後の超高齢社会でインプラントのメインテナンスの重要
性はますます高まっていくものと思われる．そのインプラント治療を受けられる年齢は50代，60代が最も多く，その後のメインテ
ナンスを考えるとその年代でも30年以上に渡る管理が必要になる．その間には患者が通院できない状態になることも当然考えら
れ，患者自身もインプラント治療を受ける際にその点を心配する人が少なくない．
　そのため我々はそのような状態になった場合に適切な対応ができるよう日頃から準備をしておかなければならないが，歯科医師
は術前よりインプラントのメインテナンスの容易性にも目を向けたインプラントの配置や上部構造の設計などを行う必要がある．
また診療室内での治療とは環境の異なる在宅でのインプラントのメインテナンスでは多くの特徴的な側面を考慮しなければなら
ず，さらには全身状態への管理や配慮も求められる．
　今回，歯科衛生士の立場から経験豊富な山口千緒里先生と藤野智佳子先生にこの在宅におけるインプラントのメインテナンスの
特殊性についてご提示頂き，これからの方向性とあり方を検討していきたいと思う．

座長

松井　孝道　Takamichi Matsui

Kyushu Branch
Matsui Dental Clinic

九州支部
松井歯科医院
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　インプラント治療は欠損補綴の選択肢の一つとして，質の高
い審美・機能回復が可能であり，定期的なメインテナンス下で
は長期に渡り良好な状態を維持することが期待できる治療法で
ある．患者は上部構造装着後，その後の適切なセルフケアやプ
ロフェッショナルケアを継続して行っていく必要がある．しか
し，加齢に伴う口腔環境の変化や全身疾患，また定期的なメイ
ンテナンスを継続できない為，トラブルが発生してしまうケー
スも多く報告されている．
　当院ではインプラントを希望する患者で，最も多い年齢層は
50代，60代である．はじめて義歯を入れたが，義歯に違和感が
あり良く噛めない為，インプラント治療を希望する方が多いか
らである．
　現在インプラントの予後が10年で97％程度の生存率，20年で
80％の生存率である．日本人男性の健康寿命が70.4歳，女性で
73.6歳であるのを考えると，60歳でインプラント治療をした患
者が70歳，80歳となる．インプラント治療を行うことは，当院
のコンセプト「いつまでもおいしく食べるを生活支援する歯科
医院をめざして」のとおり，全身の健康維持に有用だと考え
る．
　しかし超高齢化が進む現在，患者の年齢や社会条件に合わせ
たメインテナンスが求められている．当院では，通院困難に
なってしまった方を対象に，自宅や病院，介護施設など，半径
16 km圏内の地域に 7 台の往診車で口腔ケア・摂食嚥下診査・
訪問診療を行っている．本日は，当院の訪問歯科診療での取り
組みや，インプラントメインテナンスシステムを紹介する．

1989年　旭川歯科学院専門学校卒業　
2003年　フリーランス歯科衛生士　　
2004年　小樽歯科衛生士専門学校非常勤教員
2005年　（社）日本歯科衛生士会　北海道支部理事
2006年　イエテボリ大学　サマーセミナー受講
2007年　（社）日本歯周病学会認定歯科衛生士
2008年　（社）日本口腔インプラント学会認定インプラント専門歯科

衛生士
2011年　医療法人社団　秀和会　つがやす歯科医院勤務
2015年　日本医療機器学会認定　第二種滅菌技士

藤野智佳子　Chikako Fujino 

Tohoku-Hokkaido Branch
Tsugayasu Dental Clinic, 
Medical Corporation Shuwa-kai

Oral hygiene instruction for the patients who had 
receive implant treatment in our clinic

【略歴】

当院におけるインプラント埋入患者に対する
歯科衛生指導

東北・北海道支部
医療法人社団　秀和会　つがやす歯科医院

　他に類を見ないスピードで，「超高齢社会」となった我が国
では，2014年厚生労働省調べによると，男性の平均年齢80.21
歳，女性の平均年齢86.61歳となっている．さらに，この平均
寿命は2060年では男性84.19歳，女性90.93歳まで伸びることが
予想されているが，「健康寿命」の観点からは，2014年の時点
で，男性71.19歳，女性74.21歳と平均寿命と差があることが分
かる．平均して男性では9.02年，女性では12.4年という年月
を，他者の介護に依存する．
　また，高齢化率では，2013年に25.1％（ 4 人 に 1 人），2035
年では33.4％（ 3 人 に 1 人），2060年には39.9％（国民の約2.5
人に 1 人が65歳以上）とされている．
　2014年，死亡原因第 3 位に「肺炎」が挙げられており，口腔
ケアの励行は不顕性誤嚥，誤嚥性肺炎，歯周病菌による末梢血
管の閉塞防止に有効であり，その認識は歯科のみならず他職種
からも注目されつつある．
　口腔ケアの実施により，衛生環境の改善はもとより，他職種
との連携により摂食機能の改善ならびに，栄養状態の改善が大
いに期待できる．
　介護に対する家族の負担が増える中，専門他職種（看護師，
介護士，言語聴覚療法士，管理栄養士，ケア・マネージャー，
など）との連携による口腔ケアの実施は，欠くことができず，
早急に確立しなければならないことと言える．
　歯を喪失してから行うインプラント療法においては，高齢者
の患者も多く，要介護となり来院が難しくなるケースは多く見
られる．歯科衛生士による「訪問口腔ケア」の実施は，必要不
可欠なことと認識しなければならない．
　すでに，不適切なインプラント療法，不適切な口腔ケアに
よって，介護の現場ではインプラントに対する不安や不満の声
を耳にする．インプラントはただ単に，埋入すれば済むもので
はなく，将来的な口腔内状況の変化，および上部構造改変（清
掃性，機能性を重視する方向に）の必要性を視野に入れ，将来
を見据えたものでなくてはならない．歯科衛生士の立場から，
長期間安定してインプラントを使用し，QOLの改善にいかに関
わっていけるかを基本に戻り，再考したい．「治療」から「医
療」へ，歯科衛生士だから出来る関わりがあると思われる．

1988年　　横浜歯科技術専門学校　歯科衛生士科卒業
1992年～　ブローネマルク・オッセオインテグレイション・センター

勤務
取得資格：歯科衛生士　1988年取得
　　　　　介護福祉士　2006年取得
　　　　　医科医療機器学会認定第２種滅菌技士　2006年取得
所属学会：日本医療機器学会（JSMI）
　　　　　日本口腔インプラント学会

山口千緒里　Chiori Yamaguchi

Kanto-Koshinetsu Branch
Branemark Osseointegration Center Tokyo

Visiting oral care for patients with dental implants

【略歴】

在宅におけるインプラントメインテナンスについて
考える

関東・甲信越支部
ブローネマルク・オッセオインテグレイ
ション・センター

第5会場（岡山コンベンションセンター 3階 コンベンションホール）
September 23（Wed） 9：00-10：30

9月23日（水・祝） 9：00-10：30

在宅におけるインプラントのメインテナンスについて考える

専門歯科衛生士セミナー

Consideration of the maintenance for the dental implant patients at home

　インプラント治療が一般的な歯科治療として定着した感のある現在，今後の超高齢社会でインプラントのメインテナンスの重要
性はますます高まっていくものと思われる．そのインプラント治療を受けられる年齢は50代，60代が最も多く，その後のメインテ
ナンスを考えるとその年代でも30年以上に渡る管理が必要になる．その間には患者が通院できない状態になることも当然考えら
れ，患者自身もインプラント治療を受ける際にその点を心配する人が少なくない．
　そのため我々はそのような状態になった場合に適切な対応ができるよう日頃から準備をしておかなければならないが，歯科医師
は術前よりインプラントのメインテナンスの容易性にも目を向けたインプラントの配置や上部構造の設計などを行う必要がある．
また診療室内での治療とは環境の異なる在宅でのインプラントのメインテナンスでは多くの特徴的な側面を考慮しなければなら
ず，さらには全身状態への管理や配慮も求められる．
　今回，歯科衛生士の立場から経験豊富な山口千緒里先生と藤野智佳子先生にこの在宅におけるインプラントのメインテナンスの
特殊性についてご提示頂き，これからの方向性とあり方を検討していきたいと思う．

座長

松井　孝道　Takamichi Matsui

Kyushu Branch
Matsui Dental Clinic

九州支部
松井歯科医院
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第5会場（岡山コンベンションセンター 3階 コンベンションホール）
September 23（Wed） 10：40-12：10

9月23日（水・祝） 10：40-12：10

初診時からインプラント埋入手術に至るまでの
歯科衛生士の役割について

専門歯科衛生士教育講座

The role of the dental hygienists for the patients before implantation 
from the first visit to the operation

　インプラント治療の広まりと共に，インプラント周囲炎への対応やメインテナンス治療が注目され，歯科衛生士が担う業務も増
えました．そのような中，術後のトラブル事例に遭遇する可能性もあります．一般的にトラブルの原因は，術中や術後管理に起因
することが多いと思われていますが，症例によっては，術前の検査や説明の段階にその因子があることがあります．治療前の検査
や説明で患者とのコミュニケーションが不十分なまま治療が進められた結果，良好な経過が得られていない症例も見られます．
　インプラント治療においてアシスタント業務を担当する歯科衛生士は，術中の補助，器具や材料の確認，各種滅菌管理などの基
本的な業務以外にも，治療前の各種説明やインフォームドコンセントにも精通し，それらのポイントを理解しておく必要がありま
す．
　今年度の歯科衛生士教育講座では，「初診時からインプラント埋入手術に至るまでの歯科衛生士の役割について」をテーマにし
ました．インプラント埋入手術までに必要なすべての準備を再確認すると同時に新しい知識も習得して頂きたいと思います．

座長

阪本　貴司　Takashi Sakamoto

Osaka Academy of Oral Implantology
大阪口腔インプラント研究会
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　健康状態を示す包括的指標である「平均寿命」について見る
と，我が国は先進諸国間で戦後最下位であったが，1984年から
現在まで,世界一の水準を示している．これは，日本人の食に
対する文化とこれを楽しむための口腔機能維持への関心が背景
にあると考えられる．
　平均寿命が高くなるにつれてインプラント患者の高齢化も進
み，有病率が上昇している．昨年の教育講座でも学んだよう
に，インプラント治療に際してリスクの高い疾患も多いため，
抗血栓薬，ステロイド，血糖降下剤，BP製剤などの服用薬に
も注意を要し，予想される危険性など正確な情報を伝えること
が大切である．また，2014年の癌罹患率予測結果は2010年の結
果と比べると，7万7千人増加している．インプラント治療後
に，癌を発症する患者も増加しており，メンテナンスにも十分
な配慮が必要である．
　現代の情報化社会において，インプラント治療をはじめとす
る口腔機能に関する情報はあふれている．その中には正しくな
いものもあり，それを認識している患者も少なくないため，思
わぬトラブルを生じることもある．インプラント治療において
は，治療開始する前に歯科衛生士が患者との深いラポールを構
築し，患者の口腔衛生に関する正しい理解を高めることで，ト
ラブル回避や治療成績の向上につながると思われる． 
　私達歯科衛生士ができることは，高い専門性を身につけ，患
者に正しい情報を提供し，QOL向上のサポートをすることで
ある．さらに，日々の業務をフィードバックし，評価し，患者
の改善を評価していく「ケアプロセス」能力を身につけていく
ことも重要である．
　今回は，初診時からインプラント治療開始に至るまでの過程
において，満足度の高いインプラント治療のファーストステッ
プにおける歯科衛生士の役割について再考してみたいと思う．

1995年　愛媛県立歯科技術専門学校　歯科衛生士科卒業
松山赤十字病院　歯科口腔外科勤務
愛媛大学　法文学部法学科入学

1998年　愛媛大学医学部附属病院　歯科口腔外科勤務
1999年　愛媛大学　法文学部法学科卒業
2008年　日本口腔インプラント学会インプラント専門歯科衛生士
2009年　日本口腔感染症学会院内感染予防対策認定歯科衛生士　
2010年　日本口腔ケア学会認定歯科衛生士

篠原こずえ　Kozue Shinohara

Section of Oral and Maxillofacial Surgery, 
Department of Clinical Support, 
Ehime University Hospital

The role of the dental hygienists for the patients before 
implantation from the first visit to the operation

【略歴】

初診時からインプラント埋入手術に至るまでの
歯科衛生士の役割について

愛媛大学医学部附属病院診療支援部　
歯科口腔外科

第5会場（岡山コンベンションセンター 3階 コンベンションホール）
September 23（Wed） 10：40-12：10

9月23日（水・祝） 10：40-12：10

初診時からインプラント埋入手術に至るまでの
歯科衛生士の役割について

専門歯科衛生士教育講座

The role of the dental hygienists for the patients before implantation 
from the first visit to the operation

　インプラント治療の広まりと共に，インプラント周囲炎への対応やメインテナンス治療が注目され，歯科衛生士が担う業務も増
えました．そのような中，術後のトラブル事例に遭遇する可能性もあります．一般的にトラブルの原因は，術中や術後管理に起因
することが多いと思われていますが，症例によっては，術前の検査や説明の段階にその因子があることがあります．治療前の検査
や説明で患者とのコミュニケーションが不十分なまま治療が進められた結果，良好な経過が得られていない症例も見られます．
　インプラント治療においてアシスタント業務を担当する歯科衛生士は，術中の補助，器具や材料の確認，各種滅菌管理などの基
本的な業務以外にも，治療前の各種説明やインフォームドコンセントにも精通し，それらのポイントを理解しておく必要がありま
す．
　今年度の歯科衛生士教育講座では，「初診時からインプラント埋入手術に至るまでの歯科衛生士の役割について」をテーマにし
ました．インプラント埋入手術までに必要なすべての準備を再確認すると同時に新しい知識も習得して頂きたいと思います．

座長

阪本　貴司　Takashi Sakamoto

Osaka Academy of Oral Implantology
大阪口腔インプラント研究会
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第6会場（岡山コンベンションセンター 2階 レセプションホール）
September 23（Wed） 9：00-10：30

9月23日（水・祝） 9：00-10：30

歯科技工士が知らなければいけないインプラント周囲炎

専門歯科技工士セミナー

Getting familiar with peri-implantitis from a dental technician’s perspective

　インプラントフィクスチャーと骨組織との結合は，生体にとって異物であるインプラント周囲に生じる創傷治癒過程のなかで形
成されるが，埋入時に組織内部を護る被覆上皮が断裂された状態で外部と交通しているために常に炎症のリスクを秘めている．イ
ンプラント周囲炎は，インプラント周囲粘膜の炎症が進行し，インプラント周囲支持骨の吸収を伴った炎症性反応であり，通常の
歯周炎と同様にプラークなどの蓄積が原因となる．プラークの蓄積を防止するためには，歯科技工士は歯科医師と綿密な情報交換
を図り，適切な上部構造の設計，形態，適合性，研磨性，材料の選択などに留意した補綴学的配慮が必要である．また，歯科衛生
士に対しては，上部構造の形態や材質の特性について示し，プラークコントロールの必要性，方法について教授しなければならな
い．インプラント周囲炎が発症あるいは進行させないために，治療終了後のメインテナンスは必須であり，歯周病学的な評価法に
よって周囲組織の変化を早期に察知し，対応しなければならない．
　今回のセミナーでは，歯科医師からインプラント周囲炎への対応と補綴学的配慮，歯科衛生士からはプラークコントロールによ
るインプラント周囲炎からの脱却についてご示唆をいただく．

座長

末瀬　一彦　Kazuhiko Suese

Department of Esthetic Dentistry, Osaka Dental University
大阪歯科大学歯科審美学室
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　インプラント治療の特色は，上部構造と呼ばれる補綴物が装
着された段階が，機能性・審美性に対して患者さんおよび医療
従事者の双方が納得できる，最も良好な状態であるということ
です．その状態を維持し長期的な成功に導くためには継続的な
メインテナンスが必須となるため，各種診査を行い，得られた
データを用いて適切な対処法および指導内容を選択します．そ
のためには患者さんの要望や各種情報を歯科医師・歯科技工
士・受付などのチーム内で共有するため，患者さんとはもちろ
ん，スタッフ間でのコミュニケーションも重要になります．
　メインテナンスの実践にあたり考慮すべき事項としては，
既往歴（特に歯牙喪失原因）・ＰＣＲ（Ｐｌａｑｕｅ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｒｅｃｏｒｄ）・
ＢＯＰ（Ｂｌｅｅｄｉｎｇ ｏｎ Ｐｒｏｂｉｎｇ）や排膿の有無・ＰＰＤ（Ｐｒｏｂｉｎｇ 
Ｐｏｃｋｅｔ Ｄｅｐｔｈ）などの口腔内状態，疾患やそれに伴う服薬など
の全身状態・経済状態・生活環境など，複雑な要素をふまえな
がら最適な指導内容を組み立て，同じ患者さんに対してでも，
状況の変化に伴ってカスタマイズしていかなければなりませ
ん．上部構造を装着し咬合も落ち着いた状態になると，定期的
な間隔を設定したメインテナンス期に移行します．この間隔の
設定に関しては，「歯周疾患の既往歴」・「糖尿病」・「喫煙」・
「口腔衛生状態」を中心として考慮します．これらのリスク
ファクターに関しては既にエビデンスが出されており，インプ
ラント治療に着手する前から患者さんの動機づけが欠かせませ
ん．
　メインテナンス時には角化粘膜の有無やインプラント埋入深
度などの複雑な因子も鑑みながら，注意深くプロービングを
行ってPPDやBOPの結果により，周囲粘膜の状態が健全・周囲
粘膜炎（粘膜に限局された炎症状態）・周囲炎（骨吸収まで波
及した炎症状態）の病態を把握し，適宜，処置方法や指導内容
を個別に組み立てていきます．
　長期にわたり個々の患者さんに寄り添うためには，客観的な
データの活用とその説明が必要です．今回は上部構造製作の一
助となるべく疾患および処置について概観し，より質の高い医
療の提供に貢献できればと考えます．

1979年　東京都歯科医師会付属歯科衛生士学校卒業
2003年　ロンドンおよびイエテボリにて4ヶ月間留学
2004年　有限会社ハグ　クリエイション設立
2009年　日本口腔インプラント学会専門歯科衛生士委員会委員，
　　　　日本歯科大学東京短期大学非常勤講師
2011年　東北大学大学院歯学研究科修士課程口腔生物学講座卒業学

位取得（口腔科学修士）
2013年　東北大学大学院歯学研究科博士課程口腔生物学講座入学

柏井　伸子　Nobuko Kashiwai

Kanto-Koshinetsu Branch

How to manage peri-implant tissue ‒symptoms and 
treatment ways for peri-implant diseases

【略歴】

歯科技工士が知らなければいけない
インプラント周囲炎

関東・甲信越支部

　無歯顎患者に対する機能回復を目的に臨床適応されたオッセ
オインテグレィティッドインプラントは，予知性の高い欠損治
療法として少数歯欠損にも適応の範囲を広げ，表面性状やイン
プラントの形状の改良により，抜歯後即時埋入や即時荷重と
いった治療期間を短縮する治療手技の応用も可能とした．
　しかし，この領域には治療の予後に大きな影響を及ぼし，さ
らに今日においても我々が克服しかねる課題がある．それがイ
ンプラント周囲炎である．
　確かに，治療期間の最短化等は直接的に患者の利益につなが
るトピックではあるが，インプラントのライフテーブルを考慮
すると，これらの期間の割合はわずかであると言えないわけで
もなく，長期に安定して口腔内で機能することこそが患者の求
めているインプラント治療の本質と言えよう．そのような観点
からもインプラント治療に携わる全スタッフが「力と炎症のコ
ントロール」を原則に，インプラントの長期の予知性について広
く議論することは意義が大きい．しかし一方で，インプラント
周囲炎については未だ質の高いエビデンスに基づく治療コンセ
ンサスは構築されておらず，従来の辺縁性歯周炎の治療を参照
して行われた症例集積をその拠り所としているのが現状である．
　また，インプラント周囲炎の進行の速さは天然歯における歯
周炎を凌ぐことも多く，さらには，二次元的なX線診査の限
界，精度・真度の低いプロービング診査（インプラント補綴の
形態に起因する），そして炎症が無自覚に進行することもイン
プラント周囲炎の早期発見をより困難にし，我々臨床家を大い
に悩ませている．
　ところで，一般的に歯科技工士はこういったインプラント周
囲炎の脅威を目の当たりにする機会は少なく，また，施術者と
のディスカッションにおいても咬合や審美に関する事項が中心
で，インプラント周囲組織の炎症について意見交換を行うこと
は稀であろう．
　そこで本講演では自身の臨床例を供覧しながらインプラント
周囲炎の知見やこれまでにまとめられているEBMをできるだけ
要約して解説し，さらには，これに対処する補綴学的な配慮と
今日のインプラント周囲炎の治療の到達点を議論できればと考
える．
　本講演がインプラント治療に携わる歯科技工士，歯科医師，
歯科衛生士にとって，またインプラントの施術を受けた患者に
とって，少しでも有益になればと願う次第である．

1998年　大阪歯科大学卒業， 
　　　　大阪大学歯学部附属病院口腔総合診療部入局
2003年　大阪大学大学院 歯学研究科 博士課程修了 
2005年　UCLAプリセプターコース
2006年　デンタルインプラントセンター大阪開業　
2007年　大阪歯科大学附属歯科技工士学校非常勤講師
Club GP　代表
日本補綴歯科学会　会員，専門医
日本審美歯科学会　会員，評議員　認定医
日本デジタル歯科学会　評議員，会員
日本口腔インプラント学会　会員，専修医

佐藤　琢也　Takuya Satoh 

OSAKA ACADEMY OF ORAL IMPLANTOLOGY
Dental Implant Center of Osaka

Understanding and facing peri-implantitis 
-treatments and prothodontic strategies-  

【略歴】

インプラント周囲炎を知りインプラント周囲炎と向き合う
－対処法と補綴学的配慮－

大阪口腔インプラント研究会
デンタルインプラントセンター大阪

第6会場（岡山コンベンションセンター 2階 レセプションホール）
September 23（Wed） 9：00-10：30

9月23日（水・祝） 9：00-10：30

歯科技工士が知らなければいけないインプラント周囲炎

専門歯科技工士セミナー

Getting familiar with peri-implantitis from a dental technician’s perspective

　インプラントフィクスチャーと骨組織との結合は，生体にとって異物であるインプラント周囲に生じる創傷治癒過程のなかで形
成されるが，埋入時に組織内部を護る被覆上皮が断裂された状態で外部と交通しているために常に炎症のリスクを秘めている．イ
ンプラント周囲炎は，インプラント周囲粘膜の炎症が進行し，インプラント周囲支持骨の吸収を伴った炎症性反応であり，通常の
歯周炎と同様にプラークなどの蓄積が原因となる．プラークの蓄積を防止するためには，歯科技工士は歯科医師と綿密な情報交換
を図り，適切な上部構造の設計，形態，適合性，研磨性，材料の選択などに留意した補綴学的配慮が必要である．また，歯科衛生
士に対しては，上部構造の形態や材質の特性について示し，プラークコントロールの必要性，方法について教授しなければならな
い．インプラント周囲炎が発症あるいは進行させないために，治療終了後のメインテナンスは必須であり，歯周病学的な評価法に
よって周囲組織の変化を早期に察知し，対応しなければならない．
　今回のセミナーでは，歯科医師からインプラント周囲炎への対応と補綴学的配慮，歯科衛生士からはプラークコントロールによ
るインプラント周囲炎からの脱却についてご示唆をいただく．

座長

末瀬　一彦　Kazuhiko Suese

Department of Esthetic Dentistry, Osaka Dental University
大阪歯科大学歯科審美学室

 1076033 日本口腔インプラント学会誌_ 

1

校 

2

校 

3

校 

N

校 _結城<P138>　  1076033 日本口腔インプラント学会誌_ 

1

校 

2

校 

3

校 

N

校 _結城<P139>　



140

第6会場（岡山コンベンションセンター 2階 レセプションホール）
September 23（Wed） 10：40-12：10

9月23日（水・祝） 10：40-12：10

インプラント治療におけるデジタル歯科技工の現状と展望

専門歯科技工士教育講座

Digital technology in implant dentistry: now and future

　インプラント治療の診断に関連する診断用ワックスアップ，ガイドサージェリー，プロビジョナルレストレーション，最終補綴
装置の製作をCAD/CAMを中心とした技術で作製するデジタルデンティストリーの流れがインプラントの分野でも加速してきてい
る．さらにナビゲーションの手術の考え方もインプラント治療のなかに取りこまれてくるものと考えられる．
　講師の樋口鎮央先生はインプラント分野事業での大阪大学等との産学官共同事業に取り組まれるなど，経験豊富な先生である．
今回，これらの実績を踏まえて，インプラント治療におけるデジタル歯科技工の現状と展望全般について講演をお願いした．ま
た，本講演では専門技工士の今後の展望についてもディスカッションをしていきたく思う．

座長

佐藤　博信　Hironobu Sato

Section of Fixed Prosthodontics, Department of Oral Rehabilitation, Fukuoka Dental College
福岡歯科大学冠橋義歯学分野
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　歯科業界おいて，近年急速に発展しているデジタルツール，
特にCTやシミュレーションソフトウェア，サージカルガイド
等は低価格化により多くの先生方に導入しやすい状況にある．
これらのツールを用いることで，これまで見えなかったものが
見えるようになることで，従来難症例とされてきたケースを簡
便な方法で解決することが可能となった．また，一見問題なさ
そうに見える症例を詳しく分析することで，これまで想定して
こなかったことを考えさせられるようになった．歯科治療の中
でもインプラント治療領域では，インプラント埋入手術をより
安心安全に行うためのデジタルツールとして，インプラントシ
ミュレーションソフトやサージカルガイドがある．これらは
CT画像からの診査・診断，インプラントの埋入ポジションを
決定するためのツールとして非常に有用なものとされている．
更に，こうしたデジタルツールを使うことで，3Dデータから
明確な治療方針を立案することが可能となり，予知性の高い治
療を行うことができるようになってきている．こうしたデジタ
ルツールを使う機会は年々増加しており，大学やメーカーの研
究開発も非常に積極的である．現在は，顎切り手術シミュレー
ションや顎関節異常診査診断，歯根を含めたバーチャルセット
アップ，最終補綴物のデザインまでをデジタルデータから直接
CAD/CAM法を用いてカスタムアバットメントやインプラン
トブリッジ，最近ではデンチャーをCAD/CAM法で製作する
などデジタルツールの活用は急速に広まっている．
　急速で広まっている一方，我々歯科技工士サイドでは，従来
のアナログな手法にまだまだ依存をしており．デジタルツール
を十分活用しきれていない．しかし，歯科医師や患者さんから
はデジタルツールを利用した補綴物作製を求められていること
も事実である．今回はデジタル歯科技工の現状と今後の展望に
ついて臨床例を交えながら紹介したい．

1976年　和田精密歯研株式会社入社
1979年　行岡医学技術専門学校卒業
1996年　大阪工場　工場長
2001年　本社生産管理部　部長
2002年　優良商工従業員表彰（大阪商工会議所）
2005年　日本歯科審美学会　歯科技工認定士取得
2005年　本社生産本部　本部長
2006年　常務取締役　生産本部長就任

現在に至る

樋口　鎮央　Shizuo Higuchi

Wada Precision Dental Laboratories 
CO., LTD.

Digital technology in implant dentistry: 
now and future

【略歴】

インプラント治療におけるデジタル歯科技工の
現状と展望

和田精密歯研株式会社

日本歯科技工学会
日本補綴歯科学会
日本歯科審美学会（歯科技工認定士）
日本歯科産業学会
日本歯科理工学会
日本口腔インプラント学会（インプラント専門技工士）
日本デジタル歯科学会

【所属機関／学会】

第6会場（岡山コンベンションセンター 2階 レセプションホール）
September 23（Wed） 10：40-12：10

9月23日（水・祝） 10：40-12：10

インプラント治療におけるデジタル歯科技工の現状と展望

専門歯科技工士教育講座

Digital technology in implant dentistry: now and future

　インプラント治療の診断に関連する診断用ワックスアップ，ガイドサージェリー，プロビジョナルレストレーション，最終補綴
装置の製作をCAD/CAMを中心とした技術で作製するデジタルデンティストリーの流れがインプラントの分野でも加速してきてい
る．さらにナビゲーションの手術の考え方もインプラント治療のなかに取りこまれてくるものと考えられる．
　講師の樋口鎮央先生はインプラント分野事業での大阪大学等との産学官共同事業に取り組まれるなど，経験豊富な先生である．
今回，これらの実績を踏まえて，インプラント治療におけるデジタル歯科技工の現状と展望全般について講演をお願いした．ま
た，本講演では専門技工士の今後の展望についてもディスカッションをしていきたく思う．

座長

佐藤　博信　Hironobu Sato

Section of Fixed Prosthodontics, Department of Oral Rehabilitation, Fukuoka Dental College
福岡歯科大学冠橋義歯学分野
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第6会場（岡山コンベンションセンター 2階 レセプションホール）
September 23（Wed） 13：30-15：00

9月23日（水・祝） 13：30-15：00

専修医・専門医・指導医資格取得のためのガイダンス

認定・試験・編集委員会セミナー

Guidance for acquisition of speciality qualifications of JSOI

　公益社団法人・日本口腔インプラント学会には，各種認定制度があります．専修医（旧名；認証医），専門医，指導医資格取得
の際に先生方がご苦労なさる諸問題に対し，編集委員会，試験委員会，認定委員会から具体的な事例を提示し説明します．まず，
近年の審査・試験結果で不合格者の中身を見ると，提出資料の不備が目立ちます．申請者・受験者には事前に文書で必要な資料の
作成方法をお知らせしていますが，細かい点で齟齬が生じているようです．誤解を受けやすい事項については，毎年6月に開催さ
れる研修施設長会議にて説明をしていますが必ずしも末端の会員にまでその情報が伝わっていないようです．また，学会のホーム
ページでも変更点等随時掲載していますが，その場所まで到達できないこともあるようです．もうすぐ学会のHPも大幅にイノ
ベーションされます．その際は，より今より分かりやすいようにしたいと思っています．
　また，本学会とドイツDGIによる英文誌International Journal of Implant Dentistryが発刊されました．この英文誌の投稿につい
ても説明があります．

座長

堀田　康記　Yasunori Hotta

Credential Committee of Japanese Society of Oral Implantology
Aichi Implant Center

日本口腔インプラント学会認定委員会
愛知インプラントセンター

 1076033 日本口腔インプラント学会誌_ 

1

校 

2

校 

3

校 

N

校 _結城<P142>　



143

第6会場（岡山コンベンションセンター 2階 レセプションホール）
September 23（Wed） 13：30-15：00

9月23日（水・祝） 13：30-15：00

専修医・専門医・指導医資格取得のためのガイダンス

認定・試験・編集委員会セミナー

Guidance for acquisition of speciality qualifications of JSOI

　公益社団法人・日本口腔インプラント学会には，各種認定制度があります．専修医（旧名；認証医），専門医，指導医資格取得
の際に先生方がご苦労なさる諸問題に対し，編集委員会，試験委員会，認定委員会から具体的な事例を提示し説明します．まず，
近年の審査・試験結果で不合格者の中身を見ると，提出資料の不備が目立ちます．申請者・受験者には事前に文書で必要な資料の
作成方法をお知らせしていますが，細かい点で齟齬が生じているようです．誤解を受けやすい事項については，毎年6月に開催さ
れる研修施設長会議にて説明をしていますが必ずしも末端の会員にまでその情報が伝わっていないようです．また，学会のホーム
ページでも変更点等随時掲載していますが，その場所まで到達できないこともあるようです．もうすぐ学会のHPも大幅にイノ
ベーションされます．その際は，より今より分かりやすいようにしたいと思っています．
　また，本学会とドイツDGIによる英文誌International Journal of Implant Dentistryが発刊されました．この英文誌の投稿につい
ても説明があります．

座長

堀田　康記　Yasunori Hotta

Credential Committee of Japanese Society of Oral Implantology
Aichi Implant Center

日本口腔インプラント学会認定委員会
愛知インプラントセンター

　本学会日本口腔インプラント学会雑誌（日口インプラント
誌）の学術論文の書き方について，例年にならい編集査読委員
会から投稿における注意点について解説したいと思います．
1．最近の変更点
①和文は本学会日本口腔インプラント学会誌，英文誌は

International Journal of Implant Dentistryに投稿してくださ
い．

②ケースプレゼンテーション論文と支部会学術大会の抄録は，
学会誌ではなく学会ホームページに掲載される（on line 
journal）ことになりました．

2．投稿の仕方
①投稿規定に沿って記載して投稿してください．
　基本的には緒言，材料および方法，結果，考察，結論，引用

論文，図表の説明，引用論文の書き方の順に投稿規定をよく
読んで記載してください．

②論文の独創性（originality）がもっとも重要です．
　過去に報告が少なくて新しい情報が求められます．症例報告

の場合，症例内容に特徴があることが採用の条件になりま
す．

③evidence（裏付け）のあるものが求められます．　　  
　臨床論文では患者倫理に基づき，インフォームドコンセント

さらには倫理委員会の承認が求められます．動物を用いた実
験では動物倫理委員会の承認が必要です．思いつきの治療内
容や未承認材料を用いた論文の掲載は困難です．詳細はHP
の倫理委員会規定を参照ください．

④文章は学術論文ですのですべて文語調でお願いします．
⑤英文抄録が必要な時はできるだけ英文校正専門査読を受ける

ことを勧めます．
⑥商品名は原則使わないで一般名で記載してください．ただし

独創性に富んだものや材料紹介で商品名が必要な場合は除き
ます．

⑦原稿は，原著，臨床研究，症例報告，調査統計，資料，ケー
スプレゼンテーション論文のいずれかに該当します．日本口
腔インプラント学会会員に益するかどうかを判断します．

　多くの論文の投稿をお待ちしています．

1975年　日本歯科大学新潟歯学部口腔外科学第2講座助手
1979年　日本歯科大学新潟歯学部口腔外科学第2講座講師
1985年　日本歯科大学新潟歯学部口腔外科学第2講座助教授
1995年　日本歯科大学新潟歯学部口腔外科学第2講座教授
2014年　日本歯科大学新潟短期大学学長，

日本歯科大学歯学部口腔外科学講座教授併任

又賀　　泉　Izumi Mataga

Editional Committee of Japanese Society of 
Oral Implantology
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, 
School of Life Dentistry at Tokyo, 
The Nippon Dental University

How to write a scientific paper

【略歴】

日本口腔インプラント学会指導医　認定医，日本顎顔面インプラン
ト学会指導医，インフェクションコントロールドクター，日本老年
歯科医学会　認定医，社団法人日本口腔外科学会専門医　指導医

【学会活動】

学術論文の書き方

日本口腔インプラント学会編集委員会 
日本歯科大学生命歯学部口腔外科学講座

　本セッションでは，ケースプレゼンテーション試験および専
門医試験に関して受験を控えておられる先生方に，直接ご説明
させていただき，ご質問をお受けする機会として毎年，開催さ
れております．
　専修医，専門医の取得に関しては，ケースプレゼンテーショ
ン試験を受けていただくことが必要となっています．ケースプ
レゼンテーション試験では，各受験される先生方の口腔インプ
ラント治療症例において，最もシンプルで，リスクがなく，上
部構造装着後3年以上問題なく経過しているものをポスター形
式にてまとめていただき，試験審査員3名の前でご発表いただ
くものです．実際のケースプレゼンテーション試験の場におい
ては，そのケースを説明する上で必要と思われる資料を全てお
持ち頂き，各試験員の先生方に，口腔インプラント学会の治療
指針に沿った治療方針にて治療されていること，そのために必
要な知識，技術を備えていることをお示し頂くようになりま
す．
　専門医の試験においては，一般問題，臨床実地問題という2
種類の試験問題での筆記試験が行われ，その後に口述試験が行
われます．専門医申請書類で提出頂いた症例の中からいくつか
の症例に対しての詳細な質問が成されます．その質問を通し
て，専門医として相応しい知識，技術，人格を持っているかを
評価します．
　最後に指導医の試験ですが，試験自体は口述試験形式にて行
われ，申請時に提示頂いている症例の中から，いくつかの症例
に対して詳細な説明が求められます．3名の試験審査員の口述
試験を3カ所で受けて頂くことになります．専門医試験の3倍の
時間をかけて，指導医として適切な知識，技術，人格を持って
いるかの評価を行います．
　社会のニーズに応えるべく，認定委員会と密接な連携のもと
実施しております．

1980年 3 月　朝日大学（当時：岐阜歯科大学）歯学部卒業
1980年 4 月　朝日大学歯学部口腔外科学講座助手
1989年 4 月　ニューヨーク州立バッファロー大学客員研究助手
　　　　　　（ 2 年間）
1999年12月　朝日大学歯学部
　　　　　　総合歯科学講座　インプラント学分野教授
2006年 4 月　朝日大学歯学部
　　　　　　口腔病態医療学講座　インプラント学分野教授

永原　國央　Kuniteru Nagahara

Exam Committee of Japanease Society of 
Oral Implantology
Department of Oral and Maxillofacial Implants, 
Asahi University, School of Dentistry.

The guide of the case presentation exam and 
the specialist exam of jsoi

【略歴】

ケースプレゼンテーション試験および
専門医試験の受験ガイド

日本口腔インプラント学会試験委員会
朝日大学歯学部附属病院
口腔インプラント科
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　公益社団法人日本口腔インプラント学会の口腔インプラント
専門医制度は，医療の資質を向上し，国民へ安全・安心の医療
を提供するためにも，また，昨今取りざたされているインプラ
ントに関連する医療事故，トラブルを回避するためにもインプ
ラントに従事する会員にとって大変重要な制度となりました．
　専門医取得者は，JSOI専修医，口腔インプラント指導医取
得者と共に年々増加の一途をたどっておりますが，クリティカ
ルパスの取得が終着点ではなく，刻々と変化する医療水準，医
療常識，患者のニーズに対応して医療の資質を継続していく必
要があります．
　特に名称が新たに変更されたJSOI専修医の更新制度や若干
変更される専門医の受験方法等は，取得を目指す先生方に是非
ご理解頂きたい重要な内容であり，時代のニーズに合わせて改
良してきましたが，ある程度の趣旨説明，解説が必要であると
考えます．
　また，更新申請についても更新者が制度について良く理解し
ておらず，規定を満たしていないために資格を喪失するなどの
事例も散見されます．少ない時間ではありますが，受験・申請
を行う申請者のみではなく，監督・指導を行う指導医，施設長
等の先生方にも御参加頂き，不備がない受験，申請書類の提出
に心がけていただきたいと思います．
　本講演では主に，JSOI専修医，専門医の取得条件および取
得手順，試験の際の注意点について，および，更新申請につい
て解説をしたいと思います．

1983年　日本大学歯学部卒
1987年　藤井歯科医院　開業
1995年　日本口腔インプラント学会専門医取得
1999年　日本口腔インプラント学会指導医取得
2012年　認定委員会副委員長
2012年　試験委員会委員
2014年　専門医制度推進委員会委員

藤井　俊治　Toshiharu Fujii

Credential Committee of Japanese Society 
of Oral Implantology
Association of Niigata Regenerative and 
Reconstructive Dentistry

The critical paths for JSOI ‒authorized dentist and 
medical specialist in oral implant treatment

【略歴】

JSOI専修医・口腔インプラント専門医取得の手順

日本口腔インプラント学会認定委員会
新潟再生歯学研究会
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第8会場（岡山コンベンションセンター 3階 301会議室）
September 22（Tue） 16：30-17：20

9月22日（火・祝） 16：30-17：20

国際誌に掲載される論文とするには　その注意点

国際誌委員会セミナー

Key points to creating articles for publication in international journals

　昨年秋に（公社）日本口腔インプラント学会とドイツインプラント学会の共同国際誌であるInternational Journal of Implant 
Dentistryが発刊されました．
　国際誌の発刊は学会員の優れた学術的知見を海外へ発信していく絶好の機会だけでなく，当学会の学術的評価を国際的なレベル
に引き上げる重要なアイテムです．国際誌委員会としては，これを積極的に運営し，質の高い論文を募集してIFの取得を目指して
います．
　そこで，より多くの会員に論文投稿を促すため，今回の国際誌セミナーでは，奥羽大学歯学部歯科補綴学講座口腔インプラント
科の関根秀志先生に発刊までの経緯，投稿・アクセプトの状況，投稿方法（Web pageの操作）などを中心に説明して頂く予定であ
り，会員にとって有意義なセミナーとなると考えますので，是非ご参加ください．

座長

村上　　弘　Hiroshi Murakami 

Division of Implant Dentistry, School of Dentistry, Aichi Gakuin University
愛知学院大学歯学部口腔インプラント科
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　安心・安全なインプラント治療の実践には，科学的な根拠に
基づく治療方針が必須となります．インプラント治療について
は，いまだ不明な事柄が多数存在する一方，診療器材や技術
は，日々，刷新され，日進月歩が続いています．その根拠とな
る基礎的・臨床的業績が，世界各地から発信され続けていま
す．
　日本口腔インプラント学会では，従来より和文誌である日本
口腔インプラント学会誌で情報を提供してまいりました．しか
しながら，どのように優れた論文も，和文誌に掲載されたもの
は，多くの専門家の目に触れるチャンスが少なく，論文に引用
される機会が少ないのが現状です．
　日本口腔インプラント学会は，2014年からドイツインプラン
ト学会と共同して，国際誌としてのオープンアクセスジャーナ
ル「International Journal of Implant Dentistry」を主催してお
ります．医療系はもとより，科学論文において主流であった紙
媒体の雑誌に掲載される発表形式から，近年，インターネット
上に設置されたジャーナルのサイトに論文が公開される形態が
一般化しつつあります．さらに，有料契約を結ばなければ詳し
い内容を確認することができないタイプの雑誌形態に対して，
インターネットに接続できる環境にあれば，論文に含まれるす
べてのコンテンツを読者が無料でダウンロードできる形態をと
るのがオープンアクセスジャーナルです．印刷や流通のコスト
を省くことで，論文投稿に要する経済的な負担が少ないこと
も，このタイプの雑誌の大きな利点となっています．一方，
オープンアクセスジャーナルの一部は，査読システムが機能し
ていないなどの問題点も指摘されており，掲載されている論文
の評価が問われる事態となっています．
　このたびのセミナーでは，このようなオープンアクセス
ジャーナルの現状や問題点を解説させていただきながら，
「International Journal of Implant Dentistry」の発刊の経緯や
現在までの歩みを紹介させていただきます．加えまして，本誌
のサイトのご紹介と，論文投稿の手順を分かりやすく説明させ
ていただきます．日本語論文に対して英語論文に目を通すのに
苦手意識をお持ちの方，国際誌への論文投稿に二の足を踏み躊
躇されている方々にご参加いただき，国際誌と身近に触れ合う
機会を増やしていただく一助とさせていただければと考えてい
ます．

1987年　東京歯科大学卒業
1997年　東京歯科大学　歯科補綴学第三講座（局部義歯学）講師
2007年　東京歯科大学　口腔健康臨床科学講座　口腔インプラント学

分野准教授
2014年　奥羽大学歯学部　歯科補綴学講座　口腔インプラント学　

教授
日本補綴歯科学会　専門医　指導医
日本口腔インプラント学会　専門医　指導医

関根　秀志　Hideshi Sekine

Division of Oral Implantology, Department of 
Prosthetic Dentistry,  School of Dentistry, 
Ohu University

International journals have come to more familiar

【略歴】

国際誌がより身近になってきた

奥羽大学歯学部歯科補綴学講座
口腔インプラント学
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第3会場（ホテルグランヴィア岡山 3階 クリスタル）イブニングセミナー1

顎顔面欠損患者の社会復帰に対するインプラント治療の役割 
（10～33年の長期経過症例から）

　悪性腫瘍治療に後遺して突然咀嚼・構音機能や審美障害を生じた顎顔面欠損患者は肉体的にも精神的にも大きな障害を受ける．こ
れらの障害は顎顔面補綴や再建手術により改善する事もあるが，欠損部位や範囲により大きな制約を受ける事もある．この状況を克
服する方法としてインプラントを応用する事が考えられる．今回，鶴見大学第1口腔外科で治療をした10～30年の長期経過症例にイ
ンプラントを応用した4例の概要を報告する．症例 1（女性44歳，29年間）：初診は1977年，左上顎欠損にて他院紹介で来院した．最
初の義顎は残存歯により維持を図り，その後24年間欠損腔の変化が少なかったため調整と新義顎製作で対応した．2003年来院時には
左眼窩から咽頭部にかけた広範囲再発のため咀嚼構音機能，審美障害が著明であった．自分の歯で噛みたいという患者の強い希望で
上下顎に固定式インプラント義歯を製作し，咀嚼・構音機能を回復した．症例 2（女性26歳，33年間）：初診は1982年，上顎前方欠
損患者で，旧義顎調整 2 年後に金属床義顎を製作し，2005年まで21年間調整修理により使用した．同年左上7疼痛のため抜歯即時イ
ンプラントを施行し，磁性アタッチメント維持によるオーバーデンチャーを製作し，現在まで使用している．症例 3（男性72歳，17
年間）：初診は1998年鶴見大学受診した右上顎癌進展例．1999年右拡大上顎全摘手術と放射線治療を受け，2004年顔面インプラント
維持による義顎とエピテーゼを製作した．2009年審美障害と口角部の流涎を回復するためアクリル製接着エピテーゼを製作し，構音
機能と流涎の防止を図った．症例 4（女性65歳，10年間）：初診は2005年，左上顎・眼窩欠損にて他院紹介で来院した．上下顎義顎
製作後，眼窩欠損部をシリコーン製インプラントで製作したが維持不良で脱落した．このためインプラント維持義顎とアクリル製接
着軽量エピテーゼに変更し良好な経過を得ている．また，眼瞼を動かす試みも行っている．

座長 新井　　高
鶴見大学歯周病学講座名誉教授／横浜口腔インプラント研究会

講師 野村　隆祥
鶴見大学歯学部インプラント科／横浜口腔インプラント研究会

September 22（Tue） 17：30～18：20

9月22日（火・祝） 17：30～18：20

横浜口腔インプラント研究会

1968年 4 月　　　日本歯科大学卒業
1968年－1970年　神奈川歯科大学補綴科
1970年　　　　　鶴見大学歯学部第一口腔外科入局
1982年　　　　　歯学博士
2004年－2010年　鶴見大学歯学部総合診療科診療教授
2011年－2014年　鶴見大学歯学部インプラント科臨床教授
学会：日本口腔外科学会，日本口腔科学会，国際口腔顎顔面学会．アジア口腔顎顔面学科，日本頭頚部学会，日本有病者学会，日本補綴学会，
日本顎顔面補綴学会，日本口腔インプラント学会等に所属

【講師略歴】

Role of implant treatments concerning rehabilitation to patients with maxillofacial defects
（long term cases from ten to 33 years）
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第4会場（ホテルグランヴィア岡山 3階 パール）イブニングセミナー2

なぜ多いインプラント周囲炎？
－予防と対策を考える－

座長 木本　克彦
神奈川歯科大学大学院歯学研究科咀嚼機能制御補綴学講座

講師 児玉　利朗
神奈川歯科大学歯学研究科インプラント・歯周病学分野

　インプラント周囲炎は炎症および骨吸収を伴う疾患と定義づけられており，2008年のEWOPにおいてはプラークコントロールの
不良や歯周疾患の既往，喫煙や糖尿病がリスクファクターとして挙げられている．その後，肝炎や心疾患等の全身疾患やインプラン
トの表面性状，無歯顎やセメント固定，インプラントオーバーデンチャー等の欠損形態や補綴装置による影響が挙げられるなど，現
在インプラント周囲炎のリスクファクターは多岐にわたっておりいまだ検討課題として結論には至っていない．したがって，この原
因が解明されない以上今後もインプラント周囲炎が増加することは事実であることは誰も否定しないであろう．
　本セミナーでは全身疾患～インプラント埋入～上部構造装着～メインテナンスまでにおけるリスクファクターと予防策について検
討するとともにインプラント周囲炎の定義ともなっている炎症と骨吸収の原因それぞれに焦点を当てて細菌感染とオーバーロードと
の関連性について関して紐解いていきたい．

宗像　源博
神奈川歯科大学附属病院口腔インプラントセンター

September 22（Tue） 17：30～18：20

9月22日（火・祝） 17：30～18：20

神奈川歯科大学

【講師略歴】
児玉　利朗
1983年　神奈川歯科大学歯学部卒業
1984年　神奈川歯科大学歯周病学講座助手
1989年　歯学博士
2013年　神奈川歯科大学客員教授
2014年　神奈川歯科大学歯学研究科　高度先進口腔医学講座
　　　　インプラント・歯周病学分野教授

宗像　源博
1999年　東京医科歯科大学歯学部卒業
2002年　東京医科歯科大学インプラント治療部医員
2006年　山梨大学医学部歯科口腔外科助教
2009年　東京医科歯科大学歯学部附属病院　インプラント外来助教
2014年　神奈川歯科大学附属病院　口腔インプラントセンターセン

ター長

Why is the incidence of peri-implantitis high?
-Prevention and countermeasure-
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第6会場（岡山コンベンションセンター 2階 レセプションホール）イブニングセミナー3

超高齢社会に対応したインプラントの上部構造

　2014年の厚労省のデータでは，全国の65歳以上の高齢者は3079万人，その内15％の462万人が認知症であり，85歳以上ではその割
合は40％を超えます．我々が埋入したインプラントは最終的にこのような高齢者の口腔内に存在することを忘れてはなりません．
埋入したインプラントが20年後にその患者や家族にとって，お荷物にならないように設計をすることも大切です．将来手足が不自由
になり，家族やヘルパーの介護を受けなければならない時期が来ることも考えて，患者にとって最良な上部構造を設計する必要があ
ります．
　今回供覧する長期経過症例の多くは75歳以上の後期高齢者で，埋入手術を受けた歯科医がすでに他界または廃業し，自身の口腔内
を管理してくれる歯科医を探していた患者です．彼らの多くは再度インプラント治療を受ける費用がなく，体力や精神的にも不十分
です．我々がすぐにでも撤去したいインプラントであっても，患者にとっては長く口腔内で咀嚼機能を営んできた体の一部であり，
できるだけ撤去せずに再度使用したいと思っています．
　今回そのような長期経過症例からインプラントの撤去基準，各種インプラントの撤去方法と注意点，最適な上部構造の設計につい
て考えてみたいと思います．

座長 石見　隆夫
大阪口腔インプラント研究会

講師 阪本　貴司
大阪口腔インプラント研究会

September 22（Tue） 17：30～18：20

9月22日（火・祝） 17：30～18：20

大阪口腔インプラント研究会

1987年　大阪歯科大学卒業
1991年　同大学院修了

日本口腔インプラント学会　　指導医
日本顎顔面インプラント学会　指導医
日本口腔リハビリティーション学会　指導医
日本歯周病学会認定　歯周病専門医
大阪口腔インプラント研究会　会長
大阪府介護支援専門員協会　理事　ケアマネージャー

【講師略歴】

Implant-supported prosthesis corresponding to super aging society

第4会場（ホテルグランヴィア岡山 3階 パール）イブニングセミナー2

なぜ多いインプラント周囲炎？
－予防と対策を考える－

座長 木本　克彦
神奈川歯科大学大学院歯学研究科咀嚼機能制御補綴学講座

講師 児玉　利朗
神奈川歯科大学歯学研究科インプラント・歯周病学分野

　インプラント周囲炎は炎症および骨吸収を伴う疾患と定義づけられており，2008年のEWOPにおいてはプラークコントロールの
不良や歯周疾患の既往，喫煙や糖尿病がリスクファクターとして挙げられている．その後，肝炎や心疾患等の全身疾患やインプラン
トの表面性状，無歯顎やセメント固定，インプラントオーバーデンチャー等の欠損形態や補綴装置による影響が挙げられるなど，現
在インプラント周囲炎のリスクファクターは多岐にわたっておりいまだ検討課題として結論には至っていない．したがって，この原
因が解明されない以上今後もインプラント周囲炎が増加することは事実であることは誰も否定しないであろう．
　本セミナーでは全身疾患～インプラント埋入～上部構造装着～メインテナンスまでにおけるリスクファクターと予防策について検
討するとともにインプラント周囲炎の定義ともなっている炎症と骨吸収の原因それぞれに焦点を当てて細菌感染とオーバーロードと
の関連性について関して紐解いていきたい．

宗像　源博
神奈川歯科大学附属病院口腔インプラントセンター

September 22（Tue） 17：30～18：20

9月22日（火・祝） 17：30～18：20

神奈川歯科大学

【講師略歴】
児玉　利朗
1983年　神奈川歯科大学歯学部卒業
1984年　神奈川歯科大学歯周病学講座助手
1989年　歯学博士
2013年　神奈川歯科大学客員教授
2014年　神奈川歯科大学歯学研究科　高度先進口腔医学講座
　　　　インプラント・歯周病学分野教授

宗像　源博
1999年　東京医科歯科大学歯学部卒業
2002年　東京医科歯科大学インプラント治療部医員
2006年　山梨大学医学部歯科口腔外科助教
2009年　東京医科歯科大学歯学部附属病院　インプラント外来助教
2014年　神奈川歯科大学附属病院　口腔インプラントセンターセン

ター長

Why is the incidence of peri-implantitis high?
-Prevention and countermeasure-
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第7会場（岡山コンベンションセンター 2階 展示ホール）イブニングセミナー4

審美領域における軟組織のリスクマネジメント

　リスクマネジメントには，リスクの洗い出しと評価・優先順位付け，マネジメント目標の設定とプログラムの策定，そしてモニタ
リングがある．それらが十分でないと危機管理（危機対応組織の構築，情報管理，復旧活動）が必要となる．（平成17年　経産省資
料より）この10年歯周形成外科やインプラント審美修復では，新たなコンセプトや術式，そして材料が生まれ，時代のトピックスと
して脚光を浴びてきた．しかし生体の許容範囲を超えた治療は，審美的な危機を招き次第に姿を消しつつある．
　本セミナーでは審美治療のゴールである前歯部歯周組織の特徴（特に辺縁歯肉と歯間乳頭を中心に）を解説し，問題となる歯肉形
態の不調和を三次元的に分析する．そして組織のリモデリングを考慮した低侵襲の歯周形成外科手術を紹介し，理想的な歯肉形態を
誘導する補綴術式を提示する．後半では演者らが提唱した生物学的比率の概念を歯周̶補綴学的観点から総括し，歯周組織と調和し
たインプラント審美修復について解説する．

座長 倉嶋　敏明
新潟再生歯学研究会

講師 野澤　　健
新潟再生歯学研究会

September 22（Tue） 17：30～18：20

9月22日（火・祝） 17：30～18：20

新潟再生歯学研究会

1986年　日本大学歯学部卒業　
新潟再生歯学研究会常任理事

【講師略歴】

Soft tissue risk management in the esthetic area
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第8会場（岡山コンベンションセンター 3階 301会議室）イブニングセミナー5

BMS分類による新しい症例分類について　
　～昭和大学歯科病院インプラントセンター　研修活動報告～

　昭和大学歯科病院インプラントセンターにおいて2014年度から2015年度にかけて行っている活動，主な研修活動について紹介す
る．研修活動は大きく分けて 2 種類，セミナー形式の知識共有型の研修と，実際の患者を対象にした自験症例の蓄積を行う実地型の
研修を行っている．セミナー形式の研修では，通年で講義を開催し知識を共有しており，実地型の研修では，センター内の症例経験
の少ないビギナー医師を対象に，実際の患者の手術及び補綴処置を上級医師のアシストの下，経験値に合わせてステップアップしな
がら各自で行えるようにしている．現在，センターでは安全かつ積極的にレベルに合わせた自験症例を治療できるように，各自験症
例は難易度を評価するBMS分類を利用し評価するようにしている．この分類は，術前の診査情報から，埋入部位の条件を機能性，
審美性，本数，強度，治療期間の5要素に分け，それぞれを5段階のレベルに評価して総合点でビギナー症例，ミドル症例，シニア
症例の3段階に分類するものであり，術者の経験値に合わせて客観的に難易度を評価可能で，研修施設で有効に利用できることを検
証中であるため，本セミナーでその経過を紹介したい．

座長 尾関　雅彦
昭和大学歯学部インプラント歯科学講座

講師 横山　紗和子
昭和大学歯学部歯科補綴学講座

September 22（Tue） 17：30～18：20

9月22日（火・祝） 17：30～18：20

昭和大学歯科病院

2001年　東京医科歯科大学歯学部歯学科卒業
2005年　東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科　インプラント・口腔再生医学分野修了
2006年　東京医科歯科大学歯学部　インプラント・口腔再生医学医員
2007年　ノーベルバイオケア　ジャパン株式会社　プロダクトマネージャー
2011年　アラガン ジャパン株式会社　メディカルアフェアーズ　シニアマネージャー
2013年　昭和大学歯学部インプラント歯科学講座助教
2015年　昭和大学歯学部歯科補綴学講座兼任講師

【講師略歴】

New classification of stratified difficulty for implant surgery
～Training report of showa university dental hospital implant center～

第7会場（岡山コンベンションセンター 2階 展示ホール）イブニングセミナー4

審美領域における軟組織のリスクマネジメント

　リスクマネジメントには，リスクの洗い出しと評価・優先順位付け，マネジメント目標の設定とプログラムの策定，そしてモニタ
リングがある．それらが十分でないと危機管理（危機対応組織の構築，情報管理，復旧活動）が必要となる．（平成17年　経産省資
料より）この10年歯周形成外科やインプラント審美修復では，新たなコンセプトや術式，そして材料が生まれ，時代のトピックスと
して脚光を浴びてきた．しかし生体の許容範囲を超えた治療は，審美的な危機を招き次第に姿を消しつつある．
　本セミナーでは審美治療のゴールである前歯部歯周組織の特徴（特に辺縁歯肉と歯間乳頭を中心に）を解説し，問題となる歯肉形
態の不調和を三次元的に分析する．そして組織のリモデリングを考慮した低侵襲の歯周形成外科手術を紹介し，理想的な歯肉形態を
誘導する補綴術式を提示する．後半では演者らが提唱した生物学的比率の概念を歯周̶補綴学的観点から総括し，歯周組織と調和し
たインプラント審美修復について解説する．

座長 倉嶋　敏明
新潟再生歯学研究会

講師 野澤　　健
新潟再生歯学研究会

September 22（Tue） 17：30～18：20

9月22日（火・祝） 17：30～18：20

新潟再生歯学研究会

1986年　日本大学歯学部卒業　
新潟再生歯学研究会常任理事

【講師略歴】

Soft tissue risk management in the esthetic area
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第9会場（岡山コンベンションセンター 3階 302会議室）イブニングセミナー6

成長因子濃縮フィブリンの臨床的検討

　GBRやSinus Lift Techniqueなど骨造成の手技手法はこれまで数多く報告されている．すべての手技手法は，骨造成において確実
な臨床結果を得る事を基本としなければならない．その中で，骨造成の早さおよび術後の免荷期間を短縮していくことは大きな課題
となる．なぜなら，咬合回復の遅延は，口腔内全体の咬合破壊に繋がり兼ねないからである．骨再生時におけるX線所見の透過像か
ら不透過像への推移は，骨の再生機序を考慮すると一般的に術後半年以上の期間が必要と思われる．しかし，今回の症例では，従来
のGBRに成長因子濃縮フィブリン（Growth factor Rich Fibrin : 以下GRFと略す）を併用することによって，早期に新生骨再生を示
唆するX線不透過像を確認することができた．これらは，GRFに含まれる多くの成長因子およびフィブリン重合体に緊密に含入され
たサイトカインなどが理由と考えられる．PRPと比較した結果，抽出方法および抽出時間が明らかに優れており，操作性もよく，そ
のため良好な結果を導いたものと考えられる．
　そこで本セッションでは，GRF を併用した症例を通して，GRFの効果および使用方法を考察してみたい.

座長 上原　　亮
臨床器材研究所

講師 林　　正人
臨床器材研究所

September 22（Tue） 17：30～18：20

9月22日（火・祝） 17：30～18：20

特定非営利活動法人臨床器材研究所

1991年　日本大学松戸歯学部卒業
2000年　歯学博士
2001年　日本大学松戸歯学部非常勤講師　
2003年　日本口腔インプラント学会認定医（専門医）　
2009年　日本口腔インプラント学会指導医
2009年　日本顎顔面インプラント学会指導医
2011年　神奈川歯科大学客員教授

【講師略歴】

Clinical evaluation used of growth factor rich fibrin 
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第2会場（ホテルグランヴィア岡山 4階 フェニックス）モーニングセミナー1

軽度認知障害・認知症をインプラント治療に関わる
リスクファクターと考える

　超高齢社会を迎え，それにともないインプラント治療対象者やインプラント受療者も高齢化している．高齢者の身体活動や精神活
動に大きな変化を及ぼす認知症ならびに，その前駆症状である軽度認知機能障害（MCI：Mild Cognitive Impairment）はインプラ
ント治療におけるリスクファクターといえよう．術前の医療面接はもとより,　日々のセルフケア,　定期検診受診やリカバリーなど
多岐にわたって影響を及ぼすと考える．我が国の認知症患者数は約439万人と推計されており, 軽度認知障害（MCI）高齢者数は約
380万人とされている．１年間でMCI高齢者の10～15%の方がアルツハイマー型認知症に移行しているとされるが，MCIは疾病とし
て扱われていないため，早期発見が遅れがちである．インプラント治療対象高齢者ならびにインプラント受療高齢者に認知症アセス
メント検査を行うことでMCIを早期に発見し，口腔機能管理等の介入をすることは有益であると考える．
　今回，本研究所ならびに所属歯科医療施設で行った認知機能アセスメント検査において興味深い知見を得たので供覧し,　皆様と
ともにインプラント治療に関わるリスクファクターとしての軽度認知障害（MCI）と認知症を考えてみたい．

座長 江黒　　徹
公益社団法人　日本歯科先端技術研究所

講師 簗瀬　武史
公益社団法人　日本歯科先端技術研究所

奥森　直人
公益社団法人　日本歯科先端技術研究所

September 23（Wed） 8：00～8：50

9月23日（水・祝） 8：00～8：50

公益社団法人　日本歯科先端技術研究所

簗瀬　武史
1984年　神奈川歯科大学卒業
1998年　医学博士（東京医科大学1525号）
2004年　日本口腔インプラント学会指導医（148号）
2008年　神奈川歯科大学客員教授
　　　　社団法人日本歯科先端技術研究所会長
　　　　（現　公益社団法人）
　　　　社団法人日本口腔インプラント学会　理事
　　　　（現　公益社団法人）
2012年　公益社団法人日本口腔インプラント学会
　　　　関東・甲信越支部長
　　　　聖マリアンナ医科大学医学部法医学教室非常勤講師
　　　　埼玉県警察協力医会　理事

奥森　直人
1986年　神奈川歯科大学卒業
2000年　歯学博士（東京歯科大学1446号）
2001年　東京歯科大学非常勤講師委嘱　　　　　　　　　　　　
2009年　日本口腔インプラント学会指導医（145号）
2010年　社団法人日本口腔インプラント学会　理事
　　　　（現　公益社団法人）
　　　　社団法人日本歯科先端技術研究所関東甲信越地区会長
　　　　（現　公益社団法人）

【講師略歴】

Considering Mild Cognitive Impairment（MCI）and Dementia
as risk factors for dental implant treatment

第9会場（岡山コンベンションセンター 3階 302会議室）イブニングセミナー6

成長因子濃縮フィブリンの臨床的検討

　GBRやSinus Lift Techniqueなど骨造成の手技手法はこれまで数多く報告されている．すべての手技手法は，骨造成において確実
な臨床結果を得る事を基本としなければならない．その中で，骨造成の早さおよび術後の免荷期間を短縮していくことは大きな課題
となる．なぜなら，咬合回復の遅延は，口腔内全体の咬合破壊に繋がり兼ねないからである．骨再生時におけるX線所見の透過像か
ら不透過像への推移は，骨の再生機序を考慮すると一般的に術後半年以上の期間が必要と思われる．しかし，今回の症例では，従来
のGBRに成長因子濃縮フィブリン（Growth factor Rich Fibrin : 以下GRFと略す）を併用することによって，早期に新生骨再生を示
唆するX線不透過像を確認することができた．これらは，GRFに含まれる多くの成長因子およびフィブリン重合体に緊密に含入され
たサイトカインなどが理由と考えられる．PRPと比較した結果，抽出方法および抽出時間が明らかに優れており，操作性もよく，そ
のため良好な結果を導いたものと考えられる．
　そこで本セッションでは，GRF を併用した症例を通して，GRFの効果および使用方法を考察してみたい.

座長 上原　　亮
臨床器材研究所

講師 林　　正人
臨床器材研究所

September 22（Tue） 17：30～18：20

9月22日（火・祝） 17：30～18：20

特定非営利活動法人臨床器材研究所

1991年　日本大学松戸歯学部卒業
2000年　歯学博士
2001年　日本大学松戸歯学部非常勤講師　
2003年　日本口腔インプラント学会認定医（専門医）　
2009年　日本口腔インプラント学会指導医
2009年　日本顎顔面インプラント学会指導医
2011年　神奈川歯科大学客員教授

【講師略歴】

Clinical evaluation used of growth factor rich fibrin 
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第3会場（ホテルグランヴィア岡山 3階 クリスタル）モーニングセミナー2

朝日大学歯学部での口腔インプラント学教育

　歯科医師がインプラントに関する正しい知識，技術を身につけるために，卒前の学生教育および実習による基本操作の習得が重要
と考えられる．そこで，朝日大学歯学部では，安心安全なインプラント治療を実践できる歯科学生の育成のために，2007年度より4
学年においてインプラント学の講義および実習を開講している．
　毎年，4学年前学期の4月から7月に，講義30時間，実習30時間で実施しているが，30時間と限られた実習費では困難な面も多く，
実習書の作業を一部簡略化することもあり，学生の混乱を招いたこともあるが，様々な器具や装置の名称が統一されていることや，
要所の基本必須事項もまとめ，口腔インプラント治療を学習するうえでの参考資料としても有用な教材となっている．
　実習を開始した当初は，診断用ステントの製作から市販模型へのインプラント体埋入までの実習であったが，2014年度より，公益
社団法人日本口腔インプラント学会教育委員会監修により製作された口腔インプラント実習模型およびインプラント学実習書を用い
た実習を行っている．
　今回は，その実習内容を含めご紹介させていただきます．

座長 永原　國央
朝日大学歯学部口腔インプラント科

講師 田辺俊一郎
朝日大学歯学部口腔インプラント科

朝日大学歯学部口腔インプラント科

1986年　朝日大学歯学部卒業　同大学院入学
1990年　朝日大学大学院歯学研究科修了　口腔外科学講座助手
2006年　朝日大学歯学部口腔インプラント科講師
2010年　朝日大学歯学部口腔インプラント科准教授
口腔外科学会専門医　口腔インプラント学会専門医　指導医

【講師略歴】

September 23（Wed） 8：00～8：50

9月23日（水・祝） 8：00～8：50

Education of dental implantology at asahi university school of dentistry
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第4会場（ホテルグランヴィア岡山 3階 パール）
September 23（Wed） 8：00-8：50

9月23日（水・祝） 8：00-8：50モーニングセミナー3

 効率的な医療資源の配分が喫緊の課題となってきているわが
国において，2014年 6 月，費用対効果手法による医療技術評価
（Health Technology Assessment：HTA）の導入が閣議決定
された．HTAのなかでも，経済的評価に関するのが医薬経済
学であり，その目的は科学的分析によって経済評価エビデンス
を作ることとされている．すでに欧州では，医療技術の「価
値」に基づく政策立案や薬価・償還決定の道筋が確立されてい
る．日本でも，中医協の費用対効果評価専門部門において，
2016年度からの薬価制度の中に医薬経済学的な手法を試行的に
導入され，試験結果と合わせて医療技術の「価値」が論じられ
るようになってきている．また，本分野の特性上，他国の研究
結果より各国独自の結果が望まれる．そこで本セッションの目
的は，医薬経済学研究の概念を情報発信し，当講座で遂行中の
インプラント治療に関する医薬経済研究内容を提示することで
ある．
　われわれは，インプラントとブリッジの費用対効果分析を
行うために，モデルの構築を試みた．本研究の解析方法は，
Cost-Effectiveness Analysis：CEA（費用効果分析）を採用し
た．調査項目は，年齢，性別，QOL測定値，直接医療費とし
た．各項目のデータ源は，年齢，性別については診療録から抽
出し，直接医療費は，厚生労働省が告示する診療報酬点数を基
にした．本研究では，効果をQOL値と設定した．QOL値は口
腔関連指標としてGOHAIを使用し，健康関連指標はSF-8を使
用した．分析の視点は社会全体とし，マルコフモデルによるシ
ミュレーションモデルを作成した．エンドポイントは，増分費
用対効果（ICER：incremental cost-effectiveness ratio）を算
出することとした．
　本分析におけるモデルの分岐は，第一大臼歯1歯欠損への補綴
治療法としてインプラントかブリッジのどちらを用いるかを選
択点とし，補綴治療の成功もしくは失敗による確率点を設定し
た．推移確率は，インプラントとブリッジについては残存率，
RPDについては義歯装着率より算出するものとした．ICERの算出
の他に，感度分析としてTornado Diagramを描き，Probabilistic 
sensitivity analysisを行った．
 医薬経済学研究を遂行するためには，質の高い観察研究結果
が必要となる．しかし，歯科領域，とりわけインプラント領域
においては，大規模なデータから得られる疫学研究が少ないの
が現状である．そのためにも，臨床・研究を進める上で必要と
する情報をいかに早く効率的にその存在を知り，入手できる
データベースを構築することが，インプラント学の発展にとつ
て必要不可欠であると考える．

2004年　大阪歯科大学卒業
2008年　大阪歯科大学大学院歯学研究科博士課程修了
2009年　大阪歯科大学附属病院口腔インプラント科助教
2014年　大阪歯科大学附属病院口腔インプラント科講師
2014年　京都大学大学院医学研究科　薬剤疫学分野客員研究員
2015年　大阪歯科大学口腔インプラント学講座講師

新井　是宣　Korenori Arai

Department of Oral Implantology, Osaka Dental University

Health technology assessment of dental implants

【略歴】

インプラント治療を医療技術評価
（Health Technology Assessment： HTA）する

（目的）
近年QOLは医療の評価として重要視されており，歯科領域に
おいても臨床応用されてきている．インプラント治療において
も単にインプラント体や補綴装置の生存率を評価するのみでな
く，治療による患者QOLの変化を評価することが重要であ
る．本研究ではOHIPの短縮版であるOHIP-14の日本語版
（OHIP-J14）を用い，無歯顎患者および部分欠損患者を対象
とし，インプラント治療前後における口腔関連QOLを評価す
ることを目的とした．
（方法）
インプラントオーバーデンチャーにて補綴治療を行った下顎無
歯顎症例，可撤性もしくは固定性補綴装置で補綴した遊離端欠
損症例および中間欠損症例，合計7症例を対象とした．治療前
後にOHIP-J14を用いた口腔関連QOLの評価を行った．
（結果）
7症例すべてにおいて，治療前と比較し治療後に口腔関連QOL
の上昇が認められた．欠損歯数の多いほど術前の口腔関連
QOLは低い傾向にあった．一方，術後の口腔関連QOLは欠損
歯数や補綴方法による違いはみられず，治療前の口腔関連
QOLの低い症例ほど，QOLの大きな上昇がみられた．
（考察）
欠損歯数が多いほど口腔関連QOLが低かったことから，歯の
欠損が拡大するほど口腔関連QOLが低下することが示唆され
た．また，少数歯欠損か多数歯欠損か，また可撤性の補綴装置
を選択するか固定性の補綴装置を選択するかに関わらず口腔関
連QOLは上昇し，ほぼ同等の口腔関連QOL値を認めた．治療
前のQOL値が治療後のQOL値に及ぼすバイアスに関しては更
なる検討を要するが，インプラントを用いた補綴治療は欠損歯
数に関わらず口腔関連QOLを上昇させ，さらに治療前に可撤
性義歯を使用しており口腔関連QOLの低い症例に対して非常
に有用である可能性が示唆された．また，OHIP-J14は簡便で
利用しやすい評価方法であり，一般臨床家にとっても非常に有
用な方法であった．

2006　広島大学　歯学部歯学科卒業
2006　神戸大学医学部付属病院口腔外科
2008　神戸大学医学部付属病院麻酔科
2009　大阪大学歯学部付属病院歯科麻酔科
2010　尼崎　生協歯科

佐々木一喜　Kazuki｠Sasaki

Kinki-Hokuriku Branch
Amagasaki Health｠Coop｠Seikyou Dental Clinic

Usefulness of the oral｠health｠impact profile（OHIP-J14）
with dental｠implant treatment by general clinician

【略歴】

一般臨床家におけるOHIP－J14を用いた
インプラント治療評価の検討

大阪歯科大学口腔インプラント学講座
近畿・北陸支部　
尼崎生協歯科

第3会場（ホテルグランヴィア岡山 3階 クリスタル）モーニングセミナー2

朝日大学歯学部での口腔インプラント学教育

　歯科医師がインプラントに関する正しい知識，技術を身につけるために，卒前の学生教育および実習による基本操作の習得が重要
と考えられる．そこで，朝日大学歯学部では，安心安全なインプラント治療を実践できる歯科学生の育成のために，2007年度より4
学年においてインプラント学の講義および実習を開講している．
　毎年，4学年前学期の4月から7月に，講義30時間，実習30時間で実施しているが，30時間と限られた実習費では困難な面も多く，
実習書の作業を一部簡略化することもあり，学生の混乱を招いたこともあるが，様々な器具や装置の名称が統一されていることや，
要所の基本必須事項もまとめ，口腔インプラント治療を学習するうえでの参考資料としても有用な教材となっている．
　実習を開始した当初は，診断用ステントの製作から市販模型へのインプラント体埋入までの実習であったが，2014年度より，公益
社団法人日本口腔インプラント学会教育委員会監修により製作された口腔インプラント実習模型およびインプラント学実習書を用い
た実習を行っている．
　今回は，その実習内容を含めご紹介させていただきます．

座長 永原　國央
朝日大学歯学部口腔インプラント科

講師 田辺俊一郎
朝日大学歯学部口腔インプラント科

朝日大学歯学部口腔インプラント科

1986年　朝日大学歯学部卒業　同大学院入学
1990年　朝日大学大学院歯学研究科修了　口腔外科学講座助手
2006年　朝日大学歯学部口腔インプラント科講師
2010年　朝日大学歯学部口腔インプラント科准教授
口腔外科学会専門医　口腔インプラント学会専門医　指導医

【講師略歴】

September 23（Wed） 8：00～8：50

9月23日（水・祝） 8：00～8：50

Education of dental implantology at asahi university school of dentistry
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第5会場（岡山コンベンションセンター 3階 コンベンションホール）モーニングセミナー4

エビデンスに基づいてインプラント周囲炎を考える
～イエテボリにおけるメインテナンスの実際～

　歯科用インプラントがヒトの口腔内に応用されるようになって久しい．今では多くの歯科医院でインプラント治療が行われ，その
有用性については誰もがしるところである．しかし近年，インプラント治療において生じる問題が話題になってきている．中でも最
も問題視されているのがインプラント周囲炎である．ヒトに埋入されたインプラント周囲に生じた炎症についての報告は1980年代に
始まり，1990年代から2000年代にかけて増え続け，減ることなく現在に至っている．しかしながら，その実態や原因論，治療法はい
まだ明確には確立はされてはいない．それゆえ治療経験やテクニック，材料といった様々な情報が錯綜し，我々もインプラント周囲
炎に罹患した患者を前にして，どのように対応するのが適当か頭を悩ませている．本講演では，まずインプラント周囲炎の定義，概
要，治療法等をエビデンスを提示し解説し，今現在わかっていることをお伝えする．
　次いで，インプラントの管理に重要な歯科衛生士の目線でメインテナンス業務についてお話したい．スウェーデン，イエテボリの
専門病院ではインプラント周囲炎に対してどのような対応がなされているか，実際に見てきた考え方や方法をそのままにお伝えした
い．

座長 笹谷　和伸
一般社団法人 日本インプラント臨床研究会

講師 中原　達郎
一般社団法人 日本インプラント臨床研究会

鈴木佐栄子
一般社団法人 日本インプラント臨床研究会

一般社団法人 日本インプラント臨床研究会

中原　達郎
1994年　九州歯科大学卒業
1998年　ドルフィンデンタルクリニック開院
2013年　東北大学歯学部大学院歯学研究科博士課程修了

日本歯周病学会　認定歯周病専門医
日本臨床歯周病学会　認定医
日本口腔インプラント学会　会員
日本歯科補綴学会　会員
弘岡秀明歯周病学コース　インストラクター

鈴木佐栄子
1998年　新東京歯科衛生士学校卒業
鶴見中央歯科クリニック勤務　　　　　　

日本歯周病学会　日本顎咬合学会　認定歯科衛生士
日本口腔インプラント学会　インプラント専門衛生士
日本歯科審美学会　ホワイトニングコーディネーター
イエティボリ大学・・ブローネマルククリニック，ハルム　　　　
スタット州立病院　研修
日本医療機器学会　第２種滅菌技士
JDICA認定 コーディネーター
ISOI認定歯科衛生士，インプラントコーディネーター
AHA アメリカ心臓協会　BLSヘルスケアープロバイダー
日本有病者歯科医療学会　代議員

【講師略歴】

September 23（Wed） 8：00～8：50

9月23日（水・祝） 8：00～8：50

Consideration of peri-implantitis  based on the evidence. 
And maintenance therapy in Gothenburg
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第5会場（岡山コンベンションセンター 3階 コンベンションホール）モーニングセミナー4

エビデンスに基づいてインプラント周囲炎を考える
～イエテボリにおけるメインテナンスの実際～

　歯科用インプラントがヒトの口腔内に応用されるようになって久しい．今では多くの歯科医院でインプラント治療が行われ，その
有用性については誰もがしるところである．しかし近年，インプラント治療において生じる問題が話題になってきている．中でも最
も問題視されているのがインプラント周囲炎である．ヒトに埋入されたインプラント周囲に生じた炎症についての報告は1980年代に
始まり，1990年代から2000年代にかけて増え続け，減ることなく現在に至っている．しかしながら，その実態や原因論，治療法はい
まだ明確には確立はされてはいない．それゆえ治療経験やテクニック，材料といった様々な情報が錯綜し，我々もインプラント周囲
炎に罹患した患者を前にして，どのように対応するのが適当か頭を悩ませている．本講演では，まずインプラント周囲炎の定義，概
要，治療法等をエビデンスを提示し解説し，今現在わかっていることをお伝えする．
　次いで，インプラントの管理に重要な歯科衛生士の目線でメインテナンス業務についてお話したい．スウェーデン，イエテボリの
専門病院ではインプラント周囲炎に対してどのような対応がなされているか，実際に見てきた考え方や方法をそのままにお伝えした
い．

座長 笹谷　和伸
一般社団法人 日本インプラント臨床研究会

講師 中原　達郎
一般社団法人 日本インプラント臨床研究会

鈴木佐栄子
一般社団法人 日本インプラント臨床研究会

一般社団法人 日本インプラント臨床研究会

中原　達郎
1994年　九州歯科大学卒業
1998年　ドルフィンデンタルクリニック開院
2013年　東北大学歯学部大学院歯学研究科博士課程修了

日本歯周病学会　認定歯周病専門医
日本臨床歯周病学会　認定医
日本口腔インプラント学会　会員
日本歯科補綴学会　会員
弘岡秀明歯周病学コース　インストラクター

鈴木佐栄子
1998年　新東京歯科衛生士学校卒業
鶴見中央歯科クリニック勤務　　　　　　

日本歯周病学会　日本顎咬合学会　認定歯科衛生士
日本口腔インプラント学会　インプラント専門衛生士
日本歯科審美学会　ホワイトニングコーディネーター
イエティボリ大学・・ブローネマルククリニック，ハルム　　　　
スタット州立病院　研修
日本医療機器学会　第２種滅菌技士
JDICA認定 コーディネーター
ISOI認定歯科衛生士，インプラントコーディネーター
AHA アメリカ心臓協会　BLSヘルスケアープロバイダー
日本有病者歯科医療学会　代議員

【講師略歴】

September 23（Wed） 8：00～8：50

9月23日（水・祝） 8：00～8：50

Consideration of peri-implantitis  based on the evidence. 
And maintenance therapy in Gothenburg

第6会場（岡山コンベンションセンター 2階 レセプションホール）モーニングセミナー5

「再生医療 血液臨床応用」セミナー
“再生新法施行 自己血由来の成長因子を用いた再生療法～その理論と実際～”

　再生新法施行に伴い，自己血由来の成長因子を用いた各種再生療法についての研修施設セッションを一般社団法人東京形成歯科研
究会により開催致します．
　自己血由来の成長因子を用いた治療においてPRPから派生された各種生体素材が臨床で応用されている．その背景はインプラント
治療において，組織のより良い治癒促進や組織の回復が求められて，初めてインプラント治療が前進します．今回，新法律施行のも
とに導入されたこれらの方法を解説し，コンプライアンスを遵守し，停滞することなく躍進するための講演であり，臨床家に参考に
なれば幸いである．臨床医である各先生が取り組んでいる硬組織及び軟組織治療等における再生療法では，足場（自家骨・他家骨・
異種骨・人工骨・線維），細胞（間葉系幹細胞・骨芽細胞等），シグナル分子（成長因子・骨形成タンパク等）の組み合わせが成功の
鍵となります．足場である骨移植材や線維等に細胞が入り込んでいきます．その細胞を引き寄せるシグナルとして成長因子が重要な
働きを担っています．近年，この足場と成長因子の併用療法が臨床応用され，良好な結果を示しています．そこで本講演会では，日
本で展開されている各種製材のエビデンス，成長因子を用いた再生療法の概念，及び自己血から得られる安全なPRP（多血小板血
漿）やPRF（多血小板フィブリン）の生成法とその臨床応用例を主体に基礎臨床応用について講演致します．
　再生新法施行によりPRP血液製剤臨床応用等が再生治療として導入されましたが，未だにその明確なエビデンスがない状況であ
り，研究研鑽が必要とされます．まして，安全・安心の手技についても情報不足であるため，より安全・安心そして臨床効果のある
提言を実施し，このような研究や講演会を今後も継続して提供してまいります．

座長 増木　英郎
エルム駅前歯科医院
（公社）日本口腔インプラント学会専門医
ISBB認定医

講師 細川　隆司
九州歯科大学歯学部口腔再建リハビリテーション学分野・附属病院口腔インプラント科
（公社）日本口腔インプラント学会指導医

奥寺　俊允
王子歯科美容外科クリニック
一般社団法人東京形成歯科研究会
バイオインテグレーション学会
ISBB認定医
（公社）日本口腔インプラント学会専門医

東京形成歯科研究会
September 23（Wed） 8：00～8：50

9月23日（水・祝） 8：00～8：50

細川　隆司
昭和61年 3 月 九州歯科大学歯学部卒業
昭和61年 4 月 九州歯科大学大学院歯学研究科入学
平成 1 年 4 月 日本学術振興会特別研究員DC採用
平成 2 年 3 月 九州歯科大学大学院歯学研究科修了　歯学博士授与
平成 2 年 4 月 ハーバード大学歯学部博士研究員
平成 3 年 4 月 九州歯科大学歯学部助手（歯科補綴学第二講座）
平成 7 年 4 月 広島大学歯学部助手（歯科補綴学第一講座）
平成11年12月 広島大学歯学部講師
平成15年 5 月 九州歯科大学教授（歯科補綴学第二講座）
平成16年10月 九州歯科大学教授（口腔再建リハビリテーション学
 分野）
 九州歯科大学附属病院口腔インプラントセンター長
平成24年 4 月 九州歯科大学歯学部長
 現在に至る

奥寺　俊允
2005年　神奈川歯科大学卒業
2005年　王子歯科クリニック勤務
2006年　帝京大学前歯科クリニック院長
2010年　神奈川歯科大学大学院歯学研究科（口腔解剖学）修了，歯

学博士
2010年　神奈川歯科大学非常勤講師
2012年　公益社団法人日本口腔インプラント学会専門医取得
2012年　客員教授 National University College of Dentistry Manila 

Philippin

【講師略歴】

Playing new law enforcement self blood-derived growth factor therapy　
… theory and fact …
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第7会場（岡山コンベンションセンター 2階 展示ホール）
September 23（Wed） 8：00-8：50

9月23日（水・祝） 8：00-8：50モーニングセミナー6

　昨今，インプラント治療は社会的認知の向上とともに，予知
性の高い治療法として幅広く応用されている反面，社会のニー
ズも普及するにつれ，安全で確実さを求められているというこ
とはいうまでもない．そしてより審美性の向上や治療期間の短
縮など，当初の目的である機能回復のみならず，エクストラな
ものを求められる時代に突入している．また，インプラント治
療に関わる診査診断機器，マテリアル開発の日進月歩，デジタ
ルテクノロジーの迅速な変化など，医療サイドも相乗するかの
ように日々変化しているが，果たして医療人の果たせるテクニ
カルスキル，知識はこれらの変化に順応できているのか？疑問
は多い．このテーマで考察したい趣旨として，どのような変化
が起きようと，治療する術者も患者も人間であることは，取り
巻く環境が変化しようと，不変であるということである．ま
た，インプラント治療は欠損補綴治療のワンツールであるが，
欠損前にインプラント治療計画を立案せざるを得ない局面は数
多い．
　欠損する前に治療のゴールを決定することは必要不可欠であ
るが，その中で最もキーになることはインプラント治療術前処
置であると考える．
　そこで今回は，欠損前にインプラント治療計画を立案せざる
を得ない症例において，デジタルテクノロジーのみに頼らず，
社会的ニーズの中でも象徴的である，審美的回復，治療期間の
短縮，低侵襲な治療，を成し遂げるための，術前処置であるエ
クストリュージョンの有用性を，症例を通じて考察してみた
い．

2004年　北海道医療大学　歯学部卒業
　　　　東海大学医学部付属病院　口腔外科研修医
2005年　東京慈恵医科大学病院　歯科口腔外科
2006年　富士市立中央病院　麻酔科医員
2007年　東京慈恵医科大学病院　歯科口腔外科医員
2008年　医療法人　千新会　愛宕歯科クリニック院長
2015年　IDIA Diplomate 取得

日本口腔インプラント学会　専修医
国際口腔インプラント学会　認定医
Academy of osseo integration 会員
日本顎咬合学会　認定医
日本口腔外科学会　会員

前田　　貢　Mitsugi Maeda

Universal Implant Research Institute

Consideration of pre-operation measure in the 
implant treatment

【略歴】

インプラント治療における術前処置を考察する

　近年インプラント治療は，欠損補綴修復における選択肢の一
つとして，確固たる地位を築いた．現在では，その恩恵により
予知性の高い治療計画の立案が可能となり，部分歯欠損症例で
のインプラントによる確実な咬合支持は，残存歯の保護に重要
な役割を果たしている．しかしながら，天然歯周囲の環境整備
を怠れば口腔内は崩壊の一途をたどり，次々にインプラントを
植立していくことになりかねない．特に，歯周疾患を有する患
者に対するインプラント治療では，抜歯の基準を含め，より慎
重な検査・診断が求められる．このように，臨床においてイン
プラントの良好な治療結果を得るためには，包括的診断・診断
のもとに，炎症の抑制と力のコントロールを実践することが重
要であると考える．
　そこで，このシンポジウムでは，長期的に安定したインプラ
ント治療を実践するために，我々歯科医師が実践すべき事項に
付いて，主に症例を通して考察してみたい．

1999年　　 大阪歯科大学卒業
1999年4月　医療法人　西村歯科金剛診療所勤務
2014年5月　大阪にて須澤歯科・矯正歯科 承継・開業

日本歯周病学会　専門医
日本臨床歯周病学会　認定医
日本口腔インプラント学会 会員
日本歯科審美学会　会員
JIADS ペリオコース常任講師

平山　富興　Tomitaka Hirayama

Kinki-Hokuriku Branch
Suzawa Dental Clinic

Comprehensive treatments with dental implants

【略歴】

インプラントを用いた包括的歯科治療

ユニバーサルインプラント研究所
近畿・北陸支部　
須沢歯科・矯正歯科
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第8会場（岡山コンベンションセンター 3階 301会議室）
September 23（Wed） 8：00-8：50

9月23日（水・祝） 8：00-8：50モーニングセミナー7

　近年，標準的な直径を持つインプラントの経過報告は10年，
20年の蓄積されたデータが報告されている．その成功のために
はインプラント周囲に適正な量の辺縁骨量，角化粘膜量が確保
された良好な条件が揃えられている．しかし，顎骨の形態や角
化粘膜量は各埋入部位の固有の形態や臨床経過によって大きく
異なる．残存する歯槽骨骨頂の骨幅が少ない場合には骨増生を
行ってインプラント埋入部位の組織量を確保する術式を選択し
ている．
　一方で様々な直径を持つインプラントが開発され，標準的な
直径より径の細いインプラントが補助用として使用されてき
た．径の細いインプラントは残存する歯槽骨骨頂の骨幅が少な
い場合にも周囲辺縁骨量を保持したまま埋入することが可能あ
る．著しい骨吸収のある顎堤に対しても，最小限の骨増生によ
り埋入が可能となり侵襲の少ない治療法の選択となり得る．こ
のような利点から使いやすいインプラントとしての認識を受け
がちであるが，インプラントを構成する1つ1つの部品の厚み
を減じたために起こる強度不足による破折や塑性変化の報告
や，インプラント体の骨接触面積が小さくなるために起こりう
る機械的要因によるオッセオインテグレーションの獲得の失
敗，喪失などの懸念もある．
　構造から見れば1ピースと2ピース，2ピースなら結合様式に
よっても耐荷重能力は異なることが予測される．対荷重能力が
違えば，荷重方向や骨接触面積も，標準的な径を持つインプラ
ントよりも慎重な治療計画を立てる必要性があり，計画した通
りの治療を進めることが必要となる．
　径の細いインプラントの持つ利点と欠点を理解した上での臨
床応用は適応拡大と侵襲の少ない治療法選択につながる．骨内
に埋め込まれた標準的な直径を持つインプラントと細い直径を
持つインプラントを比べたデータを基に，臨床例から，患者の
持つ固有の骨形態や力学的条件を加味しながら症例毎の有用性
を考察し，今後臨床に用いる際の留意事項と適応症を検討す
る． 

2003年　東京歯科大学卒業
2010年　東京歯科大学大学院歯学研究科修了
2010年　博士（歯学）

佐藤　隆太　Ryuta Sato

Kanto-Koshinetsu Branch（Kyushu Implant Research Group）

Utility of the reduced diameter implant

【略歴】

径の細いインプラントの有用性

　義歯やブリッジといった従来型の欠損補綴治療に加えて，イ
ンプラント治療は現在，広く普及し，高い成功率を収めてい
る．昨今，補綴主導型のインプラント治療の概念が導入され，
骨造成，軟組織造成といった手法を用いて，機能的，審美的に
患者満足度の高い治療方法となっている．
　その一方で，長期にインプラント治療の経過を追う中で，補
綴装置の破損，スクリューのゆるみといった補綴学的合併症，
外科手術後の疼痛，麻痺といった外科的合併症，インプラント
周囲の炎症を代表とする生物学的合併症など種々のトラブルが
生じることが明らかになり，年々増加していることが報告され
ている．
　そのなかでもインプラント周囲疾患はlongevityを低下させる大
きな疾患でありthe Sixth European Workshop on Periodontlogy
においてインプラント周囲炎の発症率がインプラントレベルで
12～43％，患者レベルで28～77％と高頻度に発症することが報
告されて以降，今日に至るまで多数の報告がなされている．し
かし，Koldsland（2010）らの報告にもあるように，インプラ
ント周囲炎の定義そのものが確率していないこと，さらに日本
においては，部位特異性はおろか発症率自体把握されていない
のが現状である．また，インプラント周囲炎のリスクファク
ターとして，the Sixth European Workshop on Periodontlogy
において不良な口腔衛生状態や歯周疾患の既往，喫煙，糖尿
病，アルコール摂取などが挙げており，American Academy 
of Periodontlogyのポジションペーパー（2013）においては，
インプラント周囲疾患を増悪させる因子としてセメント残留や
Occlusal Over Loadなど補綴的因子について報告されている．
しかしながら，インプラントの長期予後においては患者個々の
骨質や骨量，粘膜厚みといった局所的な宿主因子や埋入深度，
スレッドの露出，骨移植併用の有無といった外科的因子もメイ
ンテナンス期において非常に重要な事項であると考えられる．
本発表では，日本におけるインプラント周囲炎の発症率と特
徴，リスクファクターに関して報告をしていく．

2009年　東京医科歯科大学歯学部卒業 
2010年　東京医科歯科大学歯学部附属病院 インプラント外来 
2015年　神奈川歯科大学付属病院　口腔インプラントセンター

淵上　　慧　Kei Fuchigami

Oral Implant Center, Kanagawa Dental University Hospital

Factors associated with peri-implant bone loss

【略歴】

インプラント周囲骨吸収の原因に関して

九州インプラント研究会 神奈川歯科大学付属病院口腔インプラントセンター

第7会場（岡山コンベンションセンター 2階 展示ホール）
September 23（Wed） 8：00-8：50

9月23日（水・祝） 8：00-8：50モーニングセミナー6

　昨今，インプラント治療は社会的認知の向上とともに，予知
性の高い治療法として幅広く応用されている反面，社会のニー
ズも普及するにつれ，安全で確実さを求められているというこ
とはいうまでもない．そしてより審美性の向上や治療期間の短
縮など，当初の目的である機能回復のみならず，エクストラな
ものを求められる時代に突入している．また，インプラント治
療に関わる診査診断機器，マテリアル開発の日進月歩，デジタ
ルテクノロジーの迅速な変化など，医療サイドも相乗するかの
ように日々変化しているが，果たして医療人の果たせるテクニ
カルスキル，知識はこれらの変化に順応できているのか？疑問
は多い．このテーマで考察したい趣旨として，どのような変化
が起きようと，治療する術者も患者も人間であることは，取り
巻く環境が変化しようと，不変であるということである．ま
た，インプラント治療は欠損補綴治療のワンツールであるが，
欠損前にインプラント治療計画を立案せざるを得ない局面は数
多い．
　欠損する前に治療のゴールを決定することは必要不可欠であ
るが，その中で最もキーになることはインプラント治療術前処
置であると考える．
　そこで今回は，欠損前にインプラント治療計画を立案せざる
を得ない症例において，デジタルテクノロジーのみに頼らず，
社会的ニーズの中でも象徴的である，審美的回復，治療期間の
短縮，低侵襲な治療，を成し遂げるための，術前処置であるエ
クストリュージョンの有用性を，症例を通じて考察してみた
い．

2004年　北海道医療大学　歯学部卒業
　　　　東海大学医学部付属病院　口腔外科研修医
2005年　東京慈恵医科大学病院　歯科口腔外科
2006年　富士市立中央病院　麻酔科医員
2007年　東京慈恵医科大学病院　歯科口腔外科医員
2008年　医療法人　千新会　愛宕歯科クリニック院長
2015年　IDIA Diplomate 取得

日本口腔インプラント学会　専修医
国際口腔インプラント学会　認定医
Academy of osseo integration 会員
日本顎咬合学会　認定医
日本口腔外科学会　会員

前田　　貢　Mitsugi Maeda

Universal Implant Research Institute

Consideration of pre-operation measure in the 
implant treatment

【略歴】

インプラント治療における術前処置を考察する

　近年インプラント治療は，欠損補綴修復における選択肢の一
つとして，確固たる地位を築いた．現在では，その恩恵により
予知性の高い治療計画の立案が可能となり，部分歯欠損症例で
のインプラントによる確実な咬合支持は，残存歯の保護に重要
な役割を果たしている．しかしながら，天然歯周囲の環境整備
を怠れば口腔内は崩壊の一途をたどり，次々にインプラントを
植立していくことになりかねない．特に，歯周疾患を有する患
者に対するインプラント治療では，抜歯の基準を含め，より慎
重な検査・診断が求められる．このように，臨床においてイン
プラントの良好な治療結果を得るためには，包括的診断・診断
のもとに，炎症の抑制と力のコントロールを実践することが重
要であると考える．
　そこで，このシンポジウムでは，長期的に安定したインプラ
ント治療を実践するために，我々歯科医師が実践すべき事項に
付いて，主に症例を通して考察してみたい．

1999年　　 大阪歯科大学卒業
1999年4月　医療法人　西村歯科金剛診療所勤務
2014年5月　大阪にて須澤歯科・矯正歯科 承継・開業

日本歯周病学会　専門医
日本臨床歯周病学会　認定医
日本口腔インプラント学会 会員
日本歯科審美学会　会員
JIADS ペリオコース常任講師

平山　富興　Tomitaka Hirayama

Kinki-Hokuriku Branch
Suzawa Dental Clinic

Comprehensive treatments with dental implants

【略歴】

インプラントを用いた包括的歯科治療

ユニバーサルインプラント研究所
近畿・北陸支部　
須沢歯科・矯正歯科
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第9会場（岡山コンベンションセンター 3階 302会議室）
September 23（Wed） 8：00-8：50

9月23日（水・祝） 8：00-8：50モーニングセミナー8

　われわれ若手のインプラントロジストは，未熟なために技術
の習得ばかりに目を奪われてしまいがちであるが，インプラン
ト治療のゴールというものをしっかりと考えて治療しているだ
ろうか．
　わが国は，世界でも類を見ない超高齢社会に突入している．
日本の人口は減少していく一方，高齢化率は上昇することが見
込まれており，2025年には約30％，2060年には約40％に達する
と見られている．今後の活力ある超高齢社会の実現にあたって
は「健康寿命の延伸」を図ることが重要であり，そのために口
腔内環境の健康維持は重要な役割を担っている．
　その中で，有効な治療の選択肢のひとつとしてのインプラン
ト治療は，専門医だけでなく一般臨床医においても広く普及し
ている．診査の段階での全身状態等により適応と診断された患
者に対してインプラント治療は行われる．維持するためにはメ
インテナンスが必須になるわけだが，運動機能や認知機能障害
等によって継続した通院が困難になる事例も存在しており，健
康維持のために行われたはずの治療が将来的に健康を損なうも
のになってしまう危険性もある．
　インプラント治療の成功率は100％でも，他の残存歯が喪失
し咬合崩壊を起こしては，健康維持の貢献にはならず成功とは
到底言えない．個々のリスクを予測し，一見健康な人に不測の
事態に陥る危険性に気付かせ，回避させることこそ重要ではな
いか．また，不測の事態に対応できる予防措置を事前に行って
おくことも必要なことではないだろうか．
　進むべきゴールとは違った方向に梯子を掛け違えてしまって
は，のぼるにつれてゴールから離れていくだけになってしま
う．現在のインプラント治療の礎を築いてこられた諸先輩の教
えを元に，これからの超高齢社会に対応したインプラント治療
についてディスカッションしたい．

2007年　　　　　東京歯科大学卒業
2007年～2012年　東京女子医科大学歯科口腔外科学教室常勤
2012年～　　　　グリーンデンタル夫馬副院長
　　　　　　　　東京女子医科大学歯科口腔外科学教室嘱託医師

日本口腔外科学会　認定医
日本有病者歯科医療学会　認定医　指導医

夫馬　吉啓　Yoshihiro Fuma

Association of Niigata Regenerative and Reconstructive Dentistry

Considerations for implant treatment in super aged 
society

【略歴】

超高齢社会のインプラント治療を担うわれわれが
考えるべきこと

　標準予防策の概念に基づき，体液の付着した器具，口腔内か
ら取り出した印象体やインプラント義歯などの適切な消毒が必
要である．しかし消毒が不適切な場合，歯科医師やコデンタル
スタッフに二次感染の危険性がある．したがって，感染管理対
策として消毒対象に応じた適切な薬剤と方法を選択し，実行す
る必要がある．
　歯科用器具の付着細菌に対する消毒方法は，金属腐食作用の
ない二酸化塩素（ClO2）を使用し，被験者5名の口腔内で使用
した歯科用ミラーを，非処理，処理（10分間の超音波洗浄，
ClO2浸漬，ClO2＋超音波洗浄）に分け，インプレッションカル
チャー法（IC法）により評価した．C型肝炎ウイルス（HCV）
に対する消毒方法は，HCVキャリア 4 名の両側大臼歯部で出血
を伴うスケーリングを行い，一方をClO2中で超音波洗浄し，
検出キットを用いて評価した．その結果，付着細菌は超音波洗
浄のみでは除去されず，ClO2浸漬により除去され，血液中の
HCVは，ClO2処理により完全に除去された．
　印象体に対する消毒方法は，被験者49人から採得した印象体
を正中にて分割し，一方を流水洗，薬剤浸漬10分間（ 2 %グル
タルアルデヒド（GA），1%次亜塩素酸ナトリウム（NaOCl），
0.25％塩化ベンザルコニウム（BCl））のいずれかを用いて処理
し，他方を非処理印象体としてIC法により，印象体表面の微
生物コロニーを評価した．その結果，BCl，BClとGA，NaOCl
の併用により微生物コロニーは100％減少したが，薬剤単独で
は微生物が残存した．
　アクリルレジンに対する消毒方法は，板状試料上に育成した
カンジダ野生株（SC5314）に対し薬剤（NaOCl，過酸化水素
水，エタノール）感受性試験を行うことで評価した．さらに試
料を耐水研磨紙（#150，#280，#2000）にて研磨し，表面性
状による薬剤感受性の変化を検討した．その結果，カンジダバ
イオフィルムは浮遊状態と比較して，全ての薬剤に対して高い
抵抗性を示し，レジン板状試料の表面性状が粗くなるにつれ，
薬剤抵抗性が増加した．
　以上より，歯科用器具に付着した細菌及びウイルスに対し
ClO2を使用した超音波洗浄が有効であること，印象体に対す
る消毒方法として，消毒剤とBClの併用が有効であること，レ
ジン床に付着するカンジダ真菌に対し，表面性状を滑沢にする
こと（研磨）が有効であることが示された．

平成 7 年4月　大阪大学歯学部入学
平成13年3月　同上卒業
平成13年4月　大阪大学大学院歯学研究科入学
平成17年3月　同上 卒業
平成17年4月～平成20年3月
　　　　　　　大阪大学歯学部附属病院　口腔補綴科医員
平成20年4月～平成21年3月
　　　　　　　香港大学歯学部 口腔微生物学講座名誉助手，

リサーチアシスタント
平成21年4月～平成24年3月
　　　　　　　大阪大学歯学部付属病院　口腔補綴科医員
平成24年4月～現在
　　　　　　　長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　口腔インプラン

ト学分野助教

綿本　隆生　Takao Watamoto

Department of Applied Prosthodontics, Graduate School of 
Biomedical Sciences, Nagasaki University

Infection control: a proper and effective method

【略歴】

感染管理とその適切な方法

新潟再生歯学研究会

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科口腔インプラント学分野
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第9会場（岡山コンベンションセンター 3階 302会議室）
September 23（Wed） 8：00-8：50

9月23日（水・祝） 8：00-8：50モーニングセミナー8

　われわれ若手のインプラントロジストは，未熟なために技術
の習得ばかりに目を奪われてしまいがちであるが，インプラン
ト治療のゴールというものをしっかりと考えて治療しているだ
ろうか．
　わが国は，世界でも類を見ない超高齢社会に突入している．
日本の人口は減少していく一方，高齢化率は上昇することが見
込まれており，2025年には約30％，2060年には約40％に達する
と見られている．今後の活力ある超高齢社会の実現にあたって
は「健康寿命の延伸」を図ることが重要であり，そのために口
腔内環境の健康維持は重要な役割を担っている．
　その中で，有効な治療の選択肢のひとつとしてのインプラン
ト治療は，専門医だけでなく一般臨床医においても広く普及し
ている．診査の段階での全身状態等により適応と診断された患
者に対してインプラント治療は行われる．維持するためにはメ
インテナンスが必須になるわけだが，運動機能や認知機能障害
等によって継続した通院が困難になる事例も存在しており，健
康維持のために行われたはずの治療が将来的に健康を損なうも
のになってしまう危険性もある．
　インプラント治療の成功率は100％でも，他の残存歯が喪失
し咬合崩壊を起こしては，健康維持の貢献にはならず成功とは
到底言えない．個々のリスクを予測し，一見健康な人に不測の
事態に陥る危険性に気付かせ，回避させることこそ重要ではな
いか．また，不測の事態に対応できる予防措置を事前に行って
おくことも必要なことではないだろうか．
　進むべきゴールとは違った方向に梯子を掛け違えてしまって
は，のぼるにつれてゴールから離れていくだけになってしま
う．現在のインプラント治療の礎を築いてこられた諸先輩の教
えを元に，これからの超高齢社会に対応したインプラント治療
についてディスカッションしたい．

2007年　　　　　東京歯科大学卒業
2007年～2012年　東京女子医科大学歯科口腔外科学教室常勤
2012年～　　　　グリーンデンタル夫馬副院長
　　　　　　　　東京女子医科大学歯科口腔外科学教室嘱託医師

日本口腔外科学会　認定医
日本有病者歯科医療学会　認定医　指導医

夫馬　吉啓　Yoshihiro Fuma

Association of Niigata Regenerative and Reconstructive Dentistry

Considerations for implant treatment in super aged 
society

【略歴】

超高齢社会のインプラント治療を担うわれわれが
考えるべきこと

　標準予防策の概念に基づき，体液の付着した器具，口腔内か
ら取り出した印象体やインプラント義歯などの適切な消毒が必
要である．しかし消毒が不適切な場合，歯科医師やコデンタル
スタッフに二次感染の危険性がある．したがって，感染管理対
策として消毒対象に応じた適切な薬剤と方法を選択し，実行す
る必要がある．
　歯科用器具の付着細菌に対する消毒方法は，金属腐食作用の
ない二酸化塩素（ClO2）を使用し，被験者5名の口腔内で使用
した歯科用ミラーを，非処理，処理（10分間の超音波洗浄，
ClO2浸漬，ClO2＋超音波洗浄）に分け，インプレッションカル
チャー法（IC法）により評価した．C型肝炎ウイルス（HCV）
に対する消毒方法は，HCVキャリア 4 名の両側大臼歯部で出血
を伴うスケーリングを行い，一方をClO2中で超音波洗浄し，
検出キットを用いて評価した．その結果，付着細菌は超音波洗
浄のみでは除去されず，ClO2浸漬により除去され，血液中の
HCVは，ClO2処理により完全に除去された．
　印象体に対する消毒方法は，被験者49人から採得した印象体
を正中にて分割し，一方を流水洗，薬剤浸漬10分間（ 2 %グル
タルアルデヒド（GA），1%次亜塩素酸ナトリウム（NaOCl），
0.25％塩化ベンザルコニウム（BCl））のいずれかを用いて処理
し，他方を非処理印象体としてIC法により，印象体表面の微
生物コロニーを評価した．その結果，BCl，BClとGA，NaOCl
の併用により微生物コロニーは100％減少したが，薬剤単独で
は微生物が残存した．
　アクリルレジンに対する消毒方法は，板状試料上に育成した
カンジダ野生株（SC5314）に対し薬剤（NaOCl，過酸化水素
水，エタノール）感受性試験を行うことで評価した．さらに試
料を耐水研磨紙（#150，#280，#2000）にて研磨し，表面性
状による薬剤感受性の変化を検討した．その結果，カンジダバ
イオフィルムは浮遊状態と比較して，全ての薬剤に対して高い
抵抗性を示し，レジン板状試料の表面性状が粗くなるにつれ，
薬剤抵抗性が増加した．
　以上より，歯科用器具に付着した細菌及びウイルスに対し
ClO2を使用した超音波洗浄が有効であること，印象体に対す
る消毒方法として，消毒剤とBClの併用が有効であること，レ
ジン床に付着するカンジダ真菌に対し，表面性状を滑沢にする
こと（研磨）が有効であることが示された．

平成 7 年4月　大阪大学歯学部入学
平成13年3月　同上卒業
平成13年4月　大阪大学大学院歯学研究科入学
平成17年3月　同上 卒業
平成17年4月～平成20年3月
　　　　　　　大阪大学歯学部附属病院　口腔補綴科医員
平成20年4月～平成21年3月
　　　　　　　香港大学歯学部 口腔微生物学講座名誉助手，

リサーチアシスタント
平成21年4月～平成24年3月
　　　　　　　大阪大学歯学部付属病院　口腔補綴科医員
平成24年4月～現在
　　　　　　　長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　口腔インプラン

ト学分野助教

綿本　隆生　Takao Watamoto

Department of Applied Prosthodontics, Graduate School of 
Biomedical Sciences, Nagasaki University

Infection control: a proper and effective method

【略歴】

感染管理とその適切な方法

新潟再生歯学研究会

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科口腔インプラント学分野

インプラントのメリットとそのメインテナンスを再考する
The reconsideration of benefit for oral implant and it’s maintenance

　口腔インプラントとは，人工歯根を顎の骨に埋入し，自分の歯に負担をかけないで義歯を補う技術である．本技術は，ここ20年
の間に急激に進歩・普及し，技術も近年成熟の域に達した．スクリュー形状をしたチタン製の人工歯根が最も多く用いられ，数ヶ
月の治癒期間を経て顎の骨と結合すると，それに支えられる義歯は，違和感なく長期に機能することが知られている．
　本市民公開講座では，岡山大学病院で臨床准教授を努められている荒川先生に，患者様がよく尋ねられる本技術に対する疑問
点，例えば，この人工歯根はどの程度長持ちするのか，違和感はないのか，値段はどの程度か，専門の先生が対応するのか，トラ
ブルはないのか，本治療法が適応できない患者はあるのか，専門の先生を探すにはどのようにしたらよいかなどに，可能な限り公
平で具体的に答えていただく．また，会場に来られた患者様から頂いた質問にフランクに答えていただくことにする．
　次に，サンスター財団附属千里歯科診療所長の鈴木秀典先生には，インプラント義歯を長期に維持するために必要なメインテナ
ンス法を中心にお話しを頂く．インプラント義歯を入れた後に，最も注意すべきなのは，歯周病に似たインプラント周囲炎という
疾患である．この疾患を防ぐには，インプラント義歯の噛み合わせを適切に調整したり，ブラッシング等の各種清掃法により人工
歯根を清潔に保つ必要がある．これらの方法を具体的にお話しいただき，長期に安心してインプラント義歯をお使いいただくため
のメインテナンス法について教えていただく．また，介護現場で，インプラント義歯が邪魔にならないようにするために，歯科医
師と相談すべき内容についてお教えいただく．
　これらの知識は，歯を失った方々に大きな恩恵を与えるインプラント義歯を他の治療法と比較しながら適所適材で施術を受け，
永らく維持するために必須の知識である．本市民公開講座が，この治療を受けることになる患者様や家族の皆様の参考に少しでも
なれば幸いである．

窪木　拓男　Takuo Kuboki
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科インプラント再生補綴学分野

第10会場（岡山シティミュージアム 5階 常設展示室）
September 23（Wed） 13:30-15:00

9月23日（水・祝） 13:30-15:00市民フォーラム

Department of Oral Rehabilitation and Regenerative Medicine, 
Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences

座長
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～これからインプラント治療を受ける方に～
知っておきたいインプラント治療のメリット・デメリット

For the patients with future dental implant therapy
“Need-to-know the Merit and Demerit”

　ある調査では，高齢者の一番の楽しみは「おいしいものを食べること」であると報告されています．また，高齢化が進む日本で
は歯がない患者様もまだ多数存在します．「活力のある健康長寿社会」を目指し，人生の長きにわたっておいしく食事ができるこ
と，引いては生活の質（QOL）を高めることが歯科医療に求められています． 
　従来，歯を失った患者様に対しては，隣の歯を削って橋渡しにするブリッジや取り外し式の入れ歯による治療が行われてきまし
た．ところが，十分食べ物を噛むことができなかったり，しばらくすると削った歯や入れ歯の留め金をかけていた歯がむし歯や歯
周病になるなど，必ずしも長きにわたりおいしく食事ができている患者様ばかりではない現状がありました．そこで近年，インプ
ラント治療が脚光をあびるようになりました．
　インプラント治療が日本に紹介され，およそ30年が経ちます．多くの歯科医院でインプラント治療が実施され臨床結果が積み上
げられてくると，きちっとした治療計画のもとインプラント治療を行い，かつメインテナンスを継続すれば，ブリッジや入れ歯と
同等もしくはそれ以上に長持ちすることがわかってきました．また，入れ歯の違和感やうまく噛めないと困っている患者様やご自
分の歯を削ることに強い抵抗感を持っておられる患者様にとって，取り外し式ではない上に隣の歯を削る必要がないインプラント
義歯は福音と言えます．しかし，インプラント治療には，外科的な手術が必要であることや治療期間が長いこと，治療費が高いこ
となど，すべての患者様に受け入れがたい側面もあります．さらに，昨今のインプラント治療に対するネガティブな風評に戸惑い
を感じている方もいらっしゃるかもしれません．
　そこで，インプラント治療後のメインテナンスのお話は鈴木先生にお任せすることとして，私の発表ではこれからインプラント
治療をお考えの方，興味がおありの方にインプラント治療とはどういったものか，治療の流れや良いところ・悪いところについて
ご説明差し上げます．さらに，インプラント治療をした場合とブリッジや入れ歯をした場合を比べて，ご自分の歯がどのくらい長
持ちするか，また，これらの治療法の違いによって治療後のQOLに差が生じるかについてお話しいたします．今現在，入れ歯や歯
の欠損でお困りの方に少しでもお役に立てる情報をご提示できればと思っています．

講師

荒川　光　Hikaru Arakawa
オリーブファミリーデンタルクリニック

1967年10月 7 日　東京都生まれ　静岡県出身
1995年 3 月　　　岡山大学歯学部卒業 
　同年 4 月　　　岡山大学歯学部附属病院第一補綴科入局
1998年 4 月　　　岡山大学歯学部歯科補綴学第一講座助手（現在の岡山大学大学院医歯薬学総合研究科インプラント再生補綴学分野助教）
2004年 3 月　　　岡山大学大学院医歯薬学総合研究科修了　博士（歯学）
2006年12月　　　ニューヨーク大学歯学部Visitor
2011年 3 月　　　同大学院退職
　同年 4 月　　　オリーブファミリーデンタルクリニック副院長
　　　　　　　　岡山大学歯学部臨床准教授
　　　　　　　　現在に至る
日本口腔インプラント学会専門医
日本補綴歯科学会指導医　専門医

【略歴】

第10会場（岡山シティミュージアム 5階 常設展示室）
September 23（Wed） 13:30-15:00

9月23日（水・祝） 13:30-15:00市民フォーラム

Olive Family Dental Clinic
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～インプラント治療を受けられた方に～
「インプラントと上手に永くつきあう方法」

For the patients with previously-received dental implant therapy
"How to obtain a long term functional result of dental implant therapy"

　これまでにインプラント治療を受けられた方は，多くの時間と費用を投じたインプラント治療を長持ちさせたい，出来ることな
ら一生使い続けたいとお考えと思います．インプラントが長持ちすることは比較的前から分かっていましたが，長持ちしているイ
ンプラントの中にも，何割かのインプラントはトラブルを抱えている可能性が示されはじめてきました．そのなかでも深刻なトラ
ブルは「インプラント周囲炎」と呼ばれる病気です．
　インプラント周囲炎は，いわばインプラントの歯周病のようなものでインプラントを支える骨が破壊されていく病気です．ひと
たび罹患すると，たとえ回復のための手術をしても元通りに戻すことは難しいといわれています．また病状の進行具合によって
は，インプラントそのものを撤去しなければならないこともあります．インプラントと永くつきあえるか否かは，このインプラン
ト周囲炎を如何に予防するかにかかっています．
　インプラント周囲炎の予防には，定期的なメインテナンスが欠かせません．この病気，ある日突然発症する類のものでなく，そ
の兆しのある時期を経て発症します．メインテナンスを定期的に受けることで，予兆を見逃さず適切な対処をすることで，インプ
ラント周囲炎の発症を抑えることができます．またインプラントは，生まれ持っての歯と形も構造も異なるため，毎日の歯みがき
だけでは清掃が不十分な場合があります．歯科医院でクリーニングを受けることで病気の原因となる細菌を蓄積させないこともメ
インテナンスの重要な目的です
　インプラントと上手に永くつきあうために，もうひとつ重要なポイントは，インプラント以外の自分の歯もきちんとメインテナ
ンスすることです．インプラント周囲炎の原因は，同じお口のなかに混在するご自身の歯に宿っている細菌であると言われていま
す．また，さらに歯を失うようなことがあっては，再びインプラント治療を受けなければなりません．インプラント治療を長持ち
させるためにも，自分の歯を長持ちさせるためにも，定期的なメインテナンスは非常に重要なのです．
　本日は「インプラントと上手に永くつきあう方法」として，インプラントのメインテナンスについて，ご自宅でのホームケアか
ら，インプラント治療を受ける歯科医院選びのポイントにも言及したいと思います．これからインプラント治療をお考えの方にも
是非聴いていただきたい内容のお話です．

講師

鈴木　秀典　Hidenori Suzuki
一般財団法人 サンスター財団　附属千里歯科診療所

1994年3月 岡山大学歯学部歯学科卒業 
1994年4月 岡山大学歯学部附属病院　第一補綴科入局
1997年4月 岡山大学歯学部歯科補綴学第一講座助手
1999年4月 一般財団法人サンスター財団附属千里歯科診療所入社
2015年4月 同診療所所長　現在に至る
日本補綴歯科学会専門医
スタディグループ「ブレイクスルー大阪」主宰
スタディグループ「ClubGP」Faculty Member
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Sunstar Foundation

～これからインプラント治療を受ける方に～
知っておきたいインプラント治療のメリット・デメリット

For the patients with future dental implant therapy
“Need-to-know the Merit and Demerit”

　ある調査では，高齢者の一番の楽しみは「おいしいものを食べること」であると報告されています．また，高齢化が進む日本で
は歯がない患者様もまだ多数存在します．「活力のある健康長寿社会」を目指し，人生の長きにわたっておいしく食事ができるこ
と，引いては生活の質（QOL）を高めることが歯科医療に求められています． 
　従来，歯を失った患者様に対しては，隣の歯を削って橋渡しにするブリッジや取り外し式の入れ歯による治療が行われてきまし
た．ところが，十分食べ物を噛むことができなかったり，しばらくすると削った歯や入れ歯の留め金をかけていた歯がむし歯や歯
周病になるなど，必ずしも長きにわたりおいしく食事ができている患者様ばかりではない現状がありました．そこで近年，インプ
ラント治療が脚光をあびるようになりました．
　インプラント治療が日本に紹介され，およそ30年が経ちます．多くの歯科医院でインプラント治療が実施され臨床結果が積み上
げられてくると，きちっとした治療計画のもとインプラント治療を行い，かつメインテナンスを継続すれば，ブリッジや入れ歯と
同等もしくはそれ以上に長持ちすることがわかってきました．また，入れ歯の違和感やうまく噛めないと困っている患者様やご自
分の歯を削ることに強い抵抗感を持っておられる患者様にとって，取り外し式ではない上に隣の歯を削る必要がないインプラント
義歯は福音と言えます．しかし，インプラント治療には，外科的な手術が必要であることや治療期間が長いこと，治療費が高いこ
となど，すべての患者様に受け入れがたい側面もあります．さらに，昨今のインプラント治療に対するネガティブな風評に戸惑い
を感じている方もいらっしゃるかもしれません．
　そこで，インプラント治療後のメインテナンスのお話は鈴木先生にお任せすることとして，私の発表ではこれからインプラント
治療をお考えの方，興味がおありの方にインプラント治療とはどういったものか，治療の流れや良いところ・悪いところについて
ご説明差し上げます．さらに，インプラント治療をした場合とブリッジや入れ歯をした場合を比べて，ご自分の歯がどのくらい長
持ちするか，また，これらの治療法の違いによって治療後のQOLに差が生じるかについてお話しいたします．今現在，入れ歯や歯
の欠損でお困りの方に少しでもお役に立てる情報をご提示できればと思っています．
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Olive Family Dental Clinic
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