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一般口演16（第4会場）発表7分－質疑3分
2015年9月23日（水・祝） 9：00～9：50

○新名主 耕平，柳田 泰志，阿部 祐明，金田 和彦
関東・甲信越支部

A case report of an esthetic implant stand in a line 
restoration case with use of pedicle flap for soft tissue 
augmentation.
○SHINMYOUZU K, YANAGIDA Y, ABE H, KANEDA K
Kanto-Koshinetsu Branch

Ｏ-2-4-1
上顎前歯部インプラント並列症例における
軟組織造成に口蓋有茎弁結合織移植術を
応用し良好な結果を得た1例

Ⅰ目的：　上顎前歯部審美領域においては, 機能的側面だけ
でなく, 周囲軟組織の回復も含めた, 審美的側面も重要な予後
を左右する因子である. D.Garberらは補綴後歯間乳頭の回復
についてインプラントに隣接する欠損補綴方法の違いによる
歯間乳頭の回復度合いにおいて, インプラントの並列症例に
ついては最も歯間乳頭の再生は困難であると報告している. 
今回, 上顎中切歯, 側切歯 2 歯連続欠損症例に対し, インプラ
ント補綴を行った症例において, 軟組織不足に対し口蓋有茎
弁結合織移植術を行い, 補綴後 3 年以上経過を追うことので
きた症例を経験したので報告する. 
Ⅱ症例の概要：　患者は63歳女性, 上顎右側側切歯, 中切歯の
歯根破折を認めた. 抜歯後の欠損補綴にインプラント補綴を
希望され, 抜歯・抜歯窩保存療法術後 4 カ月目に欠損部位に
し, Nobel Biocare社製Nobel ActiveΦ4.3 mm x 13 mmを 2 本
埋入し, 3 カ月後に 2 次処置, プロビジョナルレストレーショ
ン（以下PVR）の装着を行った. PVR装着後, 並列インプラ
ント間～唇側の軟組織に萎縮, 醜形を認めた. 同部位が複数回
の外科処置を行った後の瘢痕様組織であったこと, 口蓋～唇
側に至る鞍状型の軟組織増大が必要であったことより, 口蓋
有茎弁結合織移植術にて軟組織増大術を行い, 術後約 4 カ月
の軟組織の安定を確認しスクリューリテイニングによる最終
補綴を行った. 
Ⅲ経過：　最終補綴後 3 年経過した現在, 機能状態は良好で
あり, インプラント間の軟組織の後戻りや, レントゲン検査に
おけるインプラント周囲骨吸収等認めず経過良好に推移して
いる. 
Ⅳ考察および結論：　Linkeviciusらは過去の報告において, 
インプラント周囲骨上の軟組織の厚さが厚いほど軟組織下イ
ンプラント周囲骨は安定するとの報告を行っている. また, 前
述の様に, D.Gaberらは並列インプラント間の軟組織は回復
が困難であるとの報告を行っており, 今回我々が経験した症
例の様に口蓋～歯槽頂～唇側にまたがるインプラント間の乳
頭再生には, 固定が確実で, 厚みのとれる口蓋有茎弁結合織移
植術が有用であり, また, 確実な軟組織増大術を行うことで術
後のインプラント周囲骨の長期安定性についても有利である
ことが示唆された.

○小田 師巳1, 2，稲野 眞治2，荒川 光1，窪木 拓男1

岡山大学病院1，近畿・北陸支部2

A case of vertical alveolar bone ridge augmentation by a 
connective tissue graft technique for esthetic maxillary 
anterior restoration.
○ODA N1, 2, INANO S2, ARAKAWA H1, KUBOKI T1

Okayama University Hospital1, Kinki-Hokuriku Branch2

Ｏ-2-4-2
上皮下結合組織移植術の併用により
上顎前歯部に口腔インプラント治療を
行った１症例

Ⅰ目的：　前歯部の口腔インプラント治療による審美回復と
その維持には，十分な歯肉の厚みと 2 mm以上の唇側骨板が
必要とされる．しかし，特に垂直的な組織増生が必要な場合
は，手術後の合併症率を加味すると垂直的硬組織増生術を選
択するか否かは悩ましい．そこで今回，水平的にも垂直的に
もボリュームが足りない前歯部裂開状骨欠損に対し，インプ
ラント体埋入と同時に骨再生誘導法（GBR法）で水平的硬
組織増生を図り，かつ合併症率が低いとされる上皮下結合組
織移植術（CTG）を用いて垂直的に軟組織を増生し，審美
的な結果を得たので報告する．
Ⅱ症例の概要：　患者は61歳男性の非喫煙者で，上顎左側犬
歯の補綴装置脱離による審美障害を訴え2012年11月に来院し
た．全顎的に多数のカリエスや残根を認め，包括的な歯科治
療が必要と思われた．そこで，治療計画を診断用ワックス
アップにより具体化し，患者と治療ゴールを共有した．2012
年11月から歯周基本治療を開始し，2013年 2 月から 6 月にか
けて臼歯欠損部にインプラント体を 7 本埋入し，同年 8 月に
プロビジョナルレストレーションにて臼歯部の咬合を確保し
た．そして同年 4 月，上顎左側犬歯部に水平的骨増生を目的
としたGBR法と垂直的軟組織増大のためにCTGを併用して
インプラント体を埋入した．同年12月，全顎的なセカンドプ
ロビジョナルレストレーションを装着し，設定した咬合高径
やアンテリアガイダンス，清掃性・自浄性を確認した．約半
年間のプロビジョナルレストレーションにて客観的および患
者の主観的機能性と審美性が確認できたため，2014年 8 月に
クロスマウント法にて最終補綴装置装着に移行した．
Ⅲ経過：　術前に診断用ワックスアップを用いて患者と共有
した審美性，機能性を獲得し，現在も 3 カ月ごとのメインテ
ナンスを継続している．まだ僅か 9 カ月ではあるが，生物学
的，補綴学的トラブルも認めず，患者の満足度は高い．
Ⅳ考察および結論：　水平的GBR法の予知性はある程度示
されているものの，垂直的GBR法についてはテクニカルセ
ンシティブであることが知られている．それゆえ今回，水平
的なボリューム確保には硬組織増大を目的としたGBR法
を，垂直的組織増生には比較的患者への侵襲が少ないと思わ
れるCTGを適用し，審美的な治療結果を得ることができ
た．しかし，増生した軟組織の長期安定性は不明であるた
め，今後も注意深い経過観察が必要である．
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一般口演16（第4会場）発表7分－質疑3分
2015年9月23日（水・祝） 9：00～9：50

○新名主 耕平，柳田 泰志，阿部 祐明，金田 和彦
関東・甲信越支部

A case report of an esthetic implant stand in a line 
restoration case with use of pedicle flap for soft tissue 
augmentation.
○SHINMYOUZU K, YANAGIDA Y, ABE H, KANEDA K
Kanto-Koshinetsu Branch

Ｏ-2-4-1
上顎前歯部インプラント並列症例における
軟組織造成に口蓋有茎弁結合織移植術を
応用し良好な結果を得た1例

Ⅰ目的：　上顎前歯部審美領域においては, 機能的側面だけ
でなく, 周囲軟組織の回復も含めた, 審美的側面も重要な予後
を左右する因子である. D.Garberらは補綴後歯間乳頭の回復
についてインプラントに隣接する欠損補綴方法の違いによる
歯間乳頭の回復度合いにおいて, インプラントの並列症例に
ついては最も歯間乳頭の再生は困難であると報告している. 
今回, 上顎中切歯, 側切歯 2 歯連続欠損症例に対し, インプラ
ント補綴を行った症例において, 軟組織不足に対し口蓋有茎
弁結合織移植術を行い, 補綴後 3 年以上経過を追うことので
きた症例を経験したので報告する. 
Ⅱ症例の概要：　患者は63歳女性, 上顎右側側切歯, 中切歯の
歯根破折を認めた. 抜歯後の欠損補綴にインプラント補綴を
希望され, 抜歯・抜歯窩保存療法術後 4 カ月目に欠損部位に
し, Nobel Biocare社製Nobel ActiveΦ4.3 mm x 13 mmを 2 本
埋入し, 3 カ月後に 2 次処置, プロビジョナルレストレーショ
ン（以下PVR）の装着を行った. PVR装着後, 並列インプラ
ント間～唇側の軟組織に萎縮, 醜形を認めた. 同部位が複数回
の外科処置を行った後の瘢痕様組織であったこと, 口蓋～唇
側に至る鞍状型の軟組織増大が必要であったことより, 口蓋
有茎弁結合織移植術にて軟組織増大術を行い, 術後約 4 カ月
の軟組織の安定を確認しスクリューリテイニングによる最終
補綴を行った. 
Ⅲ経過：　最終補綴後 3 年経過した現在, 機能状態は良好で
あり, インプラント間の軟組織の後戻りや, レントゲン検査に
おけるインプラント周囲骨吸収等認めず経過良好に推移して
いる. 
Ⅳ考察および結論：　Linkeviciusらは過去の報告において, 
インプラント周囲骨上の軟組織の厚さが厚いほど軟組織下イ
ンプラント周囲骨は安定するとの報告を行っている. また, 前
述の様に, D.Gaberらは並列インプラント間の軟組織は回復
が困難であるとの報告を行っており, 今回我々が経験した症
例の様に口蓋～歯槽頂～唇側にまたがるインプラント間の乳
頭再生には, 固定が確実で, 厚みのとれる口蓋有茎弁結合織移
植術が有用であり, また, 確実な軟組織増大術を行うことで術
後のインプラント周囲骨の長期安定性についても有利である
ことが示唆された.

○小田 師巳1, 2，稲野 眞治2，荒川 光1，窪木 拓男1

岡山大学病院1，近畿・北陸支部2

A case of vertical alveolar bone ridge augmentation by a 
connective tissue graft technique for esthetic maxillary 
anterior restoration.
○ODA N1, 2, INANO S2, ARAKAWA H1, KUBOKI T1

Okayama University Hospital1, Kinki-Hokuriku Branch2

Ｏ-2-4-2
上皮下結合組織移植術の併用により
上顎前歯部に口腔インプラント治療を
行った１症例

Ⅰ目的：　前歯部の口腔インプラント治療による審美回復と
その維持には，十分な歯肉の厚みと 2 mm以上の唇側骨板が
必要とされる．しかし，特に垂直的な組織増生が必要な場合
は，手術後の合併症率を加味すると垂直的硬組織増生術を選
択するか否かは悩ましい．そこで今回，水平的にも垂直的に
もボリュームが足りない前歯部裂開状骨欠損に対し，インプ
ラント体埋入と同時に骨再生誘導法（GBR法）で水平的硬
組織増生を図り，かつ合併症率が低いとされる上皮下結合組
織移植術（CTG）を用いて垂直的に軟組織を増生し，審美
的な結果を得たので報告する．
Ⅱ症例の概要：　患者は61歳男性の非喫煙者で，上顎左側犬
歯の補綴装置脱離による審美障害を訴え2012年11月に来院し
た．全顎的に多数のカリエスや残根を認め，包括的な歯科治
療が必要と思われた．そこで，治療計画を診断用ワックス
アップにより具体化し，患者と治療ゴールを共有した．2012
年11月から歯周基本治療を開始し，2013年 2 月から 6 月にか
けて臼歯欠損部にインプラント体を 7 本埋入し，同年 8 月に
プロビジョナルレストレーションにて臼歯部の咬合を確保し
た．そして同年 4 月，上顎左側犬歯部に水平的骨増生を目的
としたGBR法と垂直的軟組織増大のためにCTGを併用して
インプラント体を埋入した．同年12月，全顎的なセカンドプ
ロビジョナルレストレーションを装着し，設定した咬合高径
やアンテリアガイダンス，清掃性・自浄性を確認した．約半
年間のプロビジョナルレストレーションにて客観的および患
者の主観的機能性と審美性が確認できたため，2014年 8 月に
クロスマウント法にて最終補綴装置装着に移行した．
Ⅲ経過：　術前に診断用ワックスアップを用いて患者と共有
した審美性，機能性を獲得し，現在も 3 カ月ごとのメインテ
ナンスを継続している．まだ僅か 9 カ月ではあるが，生物学
的，補綴学的トラブルも認めず，患者の満足度は高い．
Ⅳ考察および結論：　水平的GBR法の予知性はある程度示
されているものの，垂直的GBR法についてはテクニカルセ
ンシティブであることが知られている．それゆえ今回，水平
的なボリューム確保には硬組織増大を目的としたGBR法
を，垂直的組織増生には比較的患者への侵襲が少ないと思わ
れるCTGを適用し，審美的な治療結果を得ることができ
た．しかし，増生した軟組織の長期安定性は不明であるた
め，今後も注意深い経過観察が必要である．

一
般
口
演
16

第
４
会
場

 1076033 日本口腔インプラント学会誌_ 

1

校 

2

校 

3

校 

N

校 _結城<P222>　  1076033 日本口腔インプラント学会誌_ 

1

校 

2

校 

3

校 

N

校 _結城<P223>　



224

○南口 真実1, 2, 3，高山 賢一1, 2, 3，近藤 充茂1, 2，
窪木 拓男3，桐田 忠昭2

矢田生活協同組合医療センター歯科口腔外科1，奈良県立医
科大学口腔外科学講座2，岡山大学病院3

A case of simultaneously performed implants placement 
and maxillary sinus floor elevation after aspiration of 
maxillary sinus mucocele.
○MINAMIGUCHI M1, 2, 3, TAKAYAMA K1, 2, 3, 
KONDO M1, 2, KUBOKI T3, KIRITA T2

Department of Dentistry and Oral Surgery, Yata Cooperative 
Clinic1, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Nara 
Medical Univ.2, Okayama Univ. Hospital3

Ｏ-2-4-3
上顎洞粘液嚢胞を穿刺吸引し
上顎洞底挙上術とインプラント体埋入手術を
同時に行った1 症例

Ⅰ目的：　上顎洞粘液嚢胞は上顎洞根治術の既往がなく，パ
ノラマX線写真やCT写真上で上顎洞底部に境界明瞭なドー
ム状のX線不透過像を呈する病変で，その多くは無症状で治
療の対象とならない．しかし，上顎臼歯部に対する口腔イン
プラント治療において上顎洞底挙上術を行う際は障害となる
場合がある．今回われわれは，上顎洞粘液嚢胞を穿刺吸引に
より縮小させ，同時に上顎洞底挙上術とインプラント体埋入
手術を行い良好な結果を経たので報告する.
Ⅱ症例の概要：　患者は63歳女性で，左側上顎臼歯部の違和
感を主訴に2007年12月，矢田医療センター歯科・口腔外科に
来院した．既往歴，全身所見，口腔外所見に特記事項はな
かった．左側上顎には23，24，26支台のブリッジが装着され
ており，パノラマX線写真では26周囲の歯槽骨に重度の骨吸
収を認め，23の歯根は破折していた．また左側上顎洞底部に
はドーム状のX線不透過像を認めた．患者にはこれらの歯が
保存困難であることを説明し，抜歯後の補綴法について相談
したところ，患者は口腔インプラント治療を選択した．そこ
で，2008年 1 月に23，26を抜歯し，同年 4 月のCT検査にて
26部の垂直的な骨量が約 1 mm，上顎洞底部から前壁にかけ
て径16 mmの類円形のX線不透過像を確認した．同年 5 月，
23，25，26欠損，左側上顎洞粘液嚢胞の診断の下，上顎洞粘
液嚢胞に対し内容液の穿刺吸引と上顎洞底挙上術ならびにイ
ンプラント体埋入手術を施行した．穿刺吸引した内容液は約
1.5 mlで無色透明でやや粘稠であった．翌年 1 月に二次手術
を行い，24，27抜歯と同時に暫間補綴装置を装着し，同年 7
月に最終補綴装置を装着した．
Ⅲ経過：　最終補綴装置装着後から 3 カ月ごとのメインテナ
ンスを継続しているが，インプラント体周囲組織や補綴装置
に異常はなく，機能的にも患者は満足している．術後 7 年 8
カ月が経過した2015年 1 月，反対側の口腔インプラント治療
術前検査で撮影したCT写真では，左側上顎に埋入したイン
プラント体周囲は骨様組織で満たされており，粘液嚢胞は径
7.5×5 mmに縮小していた．
Ⅳ考察および結論：　上顎洞粘液嚢胞を有する患者への上顎
洞底挙上術およびインプラント体埋入に関するコンセンサス
は得られていないのが現状であるが，今回粘液嚢胞に対する
穿刺吸引と上顎洞底挙上術ならびにインプラント体埋入を同
時に行い，嚢胞の縮小と骨様組織の再生に加え，良好な予後
を得ることができた．

○渡邉 拓磨，田村 佳代，中尾 一祐，山口 昭彦，別所 和久
京都大学大学院医学研究科口腔外科学分野

A case report of dental implants in a patient receiving oral 
bisphosphonate therapy
○WATANABE T, TAMURA K, NAKAO K, 
YAMAGUCHI A, BESSHO K
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Graduate 
School of Medicine, Kyoto University

Ｏ-2-4-4
経口ビスフォスフォネート系薬剤投与患者に
対してインプラント治療を行った１例

Ⅰ目的：　近年，ビスフォスフォネート（以下BP）系薬剤
の投与を受けている患者においてBP系薬剤関連顎骨壊死
（以下BRONJ）の報告が増加している．BP経口剤による
BRONJ発症のリスクはBP静注剤と比較すると低いと言われ
ているが，BP経口剤によるBRONJの報告も認められ口腔外
科手術にあたっては注意を要する．今回われわれは，BP経
口剤服用患者においてインプラント治療を希望したため，十
分なインフォームド・コンセント（以下IC）を得たうえで
インプラント治療を行い良好な結果が得られた症例を経験し
たのでその概要を報告する．
Ⅱ症例の概要：　患者は58歳女性．右側上顎臼歯部の欠損に
伴う審美不良ならびに咀嚼困難を主訴に，2010年 8 月，近歯
科より京都大学医学部附属病院歯科口腔外科へ紹介受診と
なった．既往歴には骨粗鬆症があり，内科主治医よりアレン
ドロン酸ナトリウム水和物（ボナロンⓇ）を2009年 5 月から
処方され内服していたが，骨密度の改善に伴い，2010年 9 月
に終了となっていた．総投与量は2450 mgであった．口腔内
写真，パノラマX線，CT撮影による精査を行い，BRONJの
リスクについてICを得た．2010年10月に右上 4 5 7 部にイン
プラント１次手術を施行し，遠心からReplace Select Straight 
Wp×10 mm, Rp×15 mm, Rp×15 mmの計 3 本を埋入した．
2010年12月に即時義歯による顎位の安定を図り，適宜咬合調
整および粘膜面の調整を行った．2011年 4 月に 2 次手術を施
行，2011年 5 月に最終印象および咬合採得，2011年 6 月に最
終上部構造を装着した．
Ⅲ経過：　2015年 3 月（ 3 年 9 カ月後），口腔内に異常所見
は確認されず，X線写真においても顕著な骨吸収像やインプ
ラント周囲炎等の異常所見は観察されなかったことから，経
過良好と判断した． 
Ⅳ考察および結論：　BP系薬剤を投与されている患者に対
するインプラント治療に関しては，BP静注剤を頻回に投与
されている癌患者には行うべきではない，そしてBP経口剤
ではBRONJのリスクは比較的低くむやみにインプラント治
療を避けるべきではないとの報告がある．BP製剤の種類，
投与方法，総投与量，投与期間等を考慮しBRONJのリスク
評価を慎重に行いインプラント治療の可否を決定する必要が
ある．またBRONJのリスクおよびインプラント治療の有益
性等について書面によるICを得る必要がある．今後インプ
ラント治療を希望するBP系薬剤投与患者は増加することが
予想され，ガイドラインの作成が望まれる．

○槇野 隆秀1, 2，荒川 光1，佐々木 朗2

中国・四国支部1，岡山大学大学院口腔顎顔面外科学分野2

A case of implant treatment after bone grafting at the same 
time as cystectomy of postoperative maxillary cyst
○MAKINO T1, 2, ARAKAWA H1, SASAKI A2

Chugoku-Shikoku Branch1, Department of Oral and 
Maxillofacial Surgery, Okayama University2

Ｏ-2-4-5
術後性上顎囊胞摘出と同時に骨移植施行して
口腔インプラント治療を行った症例

Ⅰ目的：　術後性上顎囊胞は，上顎洞根治術施術後に長期間
経過して発症すると言われている．そして，同部位に口腔イ
ンプラント治療を行う際には，囊胞摘出後の骨量不足や囊胞
再発に悩まされる．今回，インプラント術前CT撮影時に発
見された術後性上顎囊胞に対し，その摘出と同時に骨移植を
行い，口腔インプラント治療にて良好な治療結果を得たので
報告する．
Ⅱ症例の概要：　患者は59歳女性で，2008年 5 月に両側臼歯
部の咬合痛を主訴に来院した．30年ほど前に蓄膿症に対する
両側上顎洞根治術の既往あり，また骨粗鬆症に対しBP製剤
を約 1 年 6 カ月内服していた．まず，歯根破折が認められた
上顎左側第二小臼歯および上顎右側第一大臼歯を同年 8 月と
11月にそれぞれ抜歯した．そして，患者は抜歯後の機能回復
法として口腔インプラント治療を希望したため，2009年 1 月
に術前CTを撮影したところ，左側上顎骨に近遠心径約
18 mm，高径約11 mm，頬舌経約7 mmの囊胞様病変を認め
た．上顎洞根治術の既往から，同病変を術後性上顎囊胞と診
断し，囊胞摘出と同時に骨移植を行い，治癒期間を設けた後
インプラント体を埋入する計画とした．2009年 1 月に右側上
顎第一大臼歯部にインプラント体を埋入し，同年 9 月には囊
胞摘出と同時に骨移植を行った．なおその際，病理組織検査
にて術後性上顎囊胞の確定診断が得られた．2010年 4 月，
CT検査にて骨移植部に異常所見が認められないこと確認
し，インプラント体を埋入した．そして，2011年 2 月に最終
上部構造を装着した．
Ⅲ経過：　上部構造装着後 4 年が経過しているが，エックス
線検査では囊胞の再発等の異常所見を認めず，患者も口腔イ
ンプラント治療で得られた機能に満足している．
Ⅳ考察および結論：　術後性上顎囊胞は無症状で存在してい
ることが多く，上顎洞根治術の既往がある患者では術前CT
での確認が必須と言える．また，囊胞摘出部位に対するイン
プラント体予後に関する報告がほとんどない中，今回嚢胞摘
出後に生じた骨欠損に対し，摘出と同時骨移植を行い，口腔
インプラント治療にて良好な機能回復を達成できた．本症例
は，インプラント体埋入部位に存在する嚢胞が歯槽骨内に限
局しているのであれば，囊胞摘出と同時に骨移植を行うこと
で治療期間を短縮し，かつ手術侵襲を軽減できる可能性を示
す1症例と考える．
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○南口 真実1, 2, 3，高山 賢一1, 2, 3，近藤 充茂1, 2，
窪木 拓男3，桐田 忠昭2

矢田生活協同組合医療センター歯科口腔外科1，奈良県立医
科大学口腔外科学講座2，岡山大学病院3

A case of simultaneously performed implants placement 
and maxillary sinus floor elevation after aspiration of 
maxillary sinus mucocele.
○MINAMIGUCHI M1, 2, 3, TAKAYAMA K1, 2, 3, 
KONDO M1, 2, KUBOKI T3, KIRITA T2

Department of Dentistry and Oral Surgery, Yata Cooperative 
Clinic1, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Nara 
Medical Univ.2, Okayama Univ. Hospital3

Ｏ-2-4-3
上顎洞粘液嚢胞を穿刺吸引し
上顎洞底挙上術とインプラント体埋入手術を
同時に行った1 症例

Ⅰ目的：　上顎洞粘液嚢胞は上顎洞根治術の既往がなく，パ
ノラマX線写真やCT写真上で上顎洞底部に境界明瞭なドー
ム状のX線不透過像を呈する病変で，その多くは無症状で治
療の対象とならない．しかし，上顎臼歯部に対する口腔イン
プラント治療において上顎洞底挙上術を行う際は障害となる
場合がある．今回われわれは，上顎洞粘液嚢胞を穿刺吸引に
より縮小させ，同時に上顎洞底挙上術とインプラント体埋入
手術を行い良好な結果を経たので報告する.
Ⅱ症例の概要：　患者は63歳女性で，左側上顎臼歯部の違和
感を主訴に2007年12月，矢田医療センター歯科・口腔外科に
来院した．既往歴，全身所見，口腔外所見に特記事項はな
かった．左側上顎には23，24，26支台のブリッジが装着され
ており，パノラマX線写真では26周囲の歯槽骨に重度の骨吸
収を認め，23の歯根は破折していた．また左側上顎洞底部に
はドーム状のX線不透過像を認めた．患者にはこれらの歯が
保存困難であることを説明し，抜歯後の補綴法について相談
したところ，患者は口腔インプラント治療を選択した．そこ
で，2008年 1 月に23，26を抜歯し，同年 4 月のCT検査にて
26部の垂直的な骨量が約 1 mm，上顎洞底部から前壁にかけ
て径16 mmの類円形のX線不透過像を確認した．同年 5 月，
23，25，26欠損，左側上顎洞粘液嚢胞の診断の下，上顎洞粘
液嚢胞に対し内容液の穿刺吸引と上顎洞底挙上術ならびにイ
ンプラント体埋入手術を施行した．穿刺吸引した内容液は約
1.5 mlで無色透明でやや粘稠であった．翌年 1 月に二次手術
を行い，24，27抜歯と同時に暫間補綴装置を装着し，同年 7
月に最終補綴装置を装着した．
Ⅲ経過：　最終補綴装置装着後から 3 カ月ごとのメインテナ
ンスを継続しているが，インプラント体周囲組織や補綴装置
に異常はなく，機能的にも患者は満足している．術後 7 年 8
カ月が経過した2015年 1 月，反対側の口腔インプラント治療
術前検査で撮影したCT写真では，左側上顎に埋入したイン
プラント体周囲は骨様組織で満たされており，粘液嚢胞は径
7.5×5 mmに縮小していた．
Ⅳ考察および結論：　上顎洞粘液嚢胞を有する患者への上顎
洞底挙上術およびインプラント体埋入に関するコンセンサス
は得られていないのが現状であるが，今回粘液嚢胞に対する
穿刺吸引と上顎洞底挙上術ならびにインプラント体埋入を同
時に行い，嚢胞の縮小と骨様組織の再生に加え，良好な予後
を得ることができた．

○渡邉 拓磨，田村 佳代，中尾 一祐，山口 昭彦，別所 和久
京都大学大学院医学研究科口腔外科学分野

A case report of dental implants in a patient receiving oral 
bisphosphonate therapy
○WATANABE T, TAMURA K, NAKAO K, 
YAMAGUCHI A, BESSHO K
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Graduate 
School of Medicine, Kyoto University

Ｏ-2-4-4
経口ビスフォスフォネート系薬剤投与患者に
対してインプラント治療を行った１例

Ⅰ目的：　近年，ビスフォスフォネート（以下BP）系薬剤
の投与を受けている患者においてBP系薬剤関連顎骨壊死
（以下BRONJ）の報告が増加している．BP経口剤による
BRONJ発症のリスクはBP静注剤と比較すると低いと言われ
ているが，BP経口剤によるBRONJの報告も認められ口腔外
科手術にあたっては注意を要する．今回われわれは，BP経
口剤服用患者においてインプラント治療を希望したため，十
分なインフォームド・コンセント（以下IC）を得たうえで
インプラント治療を行い良好な結果が得られた症例を経験し
たのでその概要を報告する．
Ⅱ症例の概要：　患者は58歳女性．右側上顎臼歯部の欠損に
伴う審美不良ならびに咀嚼困難を主訴に，2010年 8 月，近歯
科より京都大学医学部附属病院歯科口腔外科へ紹介受診と
なった．既往歴には骨粗鬆症があり，内科主治医よりアレン
ドロン酸ナトリウム水和物（ボナロンⓇ）を2009年 5 月から
処方され内服していたが，骨密度の改善に伴い，2010年 9 月
に終了となっていた．総投与量は2450 mgであった．口腔内
写真，パノラマX線，CT撮影による精査を行い，BRONJの
リスクについてICを得た．2010年10月に右上 4 5 7 部にイン
プラント１次手術を施行し，遠心からReplace Select Straight 
Wp×10 mm, Rp×15 mm, Rp×15 mmの計 3 本を埋入した．
2010年12月に即時義歯による顎位の安定を図り，適宜咬合調
整および粘膜面の調整を行った．2011年 4 月に 2 次手術を施
行，2011年 5 月に最終印象および咬合採得，2011年 6 月に最
終上部構造を装着した．
Ⅲ経過：　2015年 3 月（ 3 年 9 カ月後），口腔内に異常所見
は確認されず，X線写真においても顕著な骨吸収像やインプ
ラント周囲炎等の異常所見は観察されなかったことから，経
過良好と判断した． 
Ⅳ考察および結論：　BP系薬剤を投与されている患者に対
するインプラント治療に関しては，BP静注剤を頻回に投与
されている癌患者には行うべきではない，そしてBP経口剤
ではBRONJのリスクは比較的低くむやみにインプラント治
療を避けるべきではないとの報告がある．BP製剤の種類，
投与方法，総投与量，投与期間等を考慮しBRONJのリスク
評価を慎重に行いインプラント治療の可否を決定する必要が
ある．またBRONJのリスクおよびインプラント治療の有益
性等について書面によるICを得る必要がある．今後インプ
ラント治療を希望するBP系薬剤投与患者は増加することが
予想され，ガイドラインの作成が望まれる．

○槇野 隆秀1, 2，荒川 光1，佐々木 朗2

中国・四国支部1，岡山大学大学院口腔顎顔面外科学分野2

A case of implant treatment after bone grafting at the same 
time as cystectomy of postoperative maxillary cyst
○MAKINO T1, 2, ARAKAWA H1, SASAKI A2

Chugoku-Shikoku Branch1, Department of Oral and 
Maxillofacial Surgery, Okayama University2

Ｏ-2-4-5
術後性上顎囊胞摘出と同時に骨移植施行して
口腔インプラント治療を行った症例

Ⅰ目的：　術後性上顎囊胞は，上顎洞根治術施術後に長期間
経過して発症すると言われている．そして，同部位に口腔イ
ンプラント治療を行う際には，囊胞摘出後の骨量不足や囊胞
再発に悩まされる．今回，インプラント術前CT撮影時に発
見された術後性上顎囊胞に対し，その摘出と同時に骨移植を
行い，口腔インプラント治療にて良好な治療結果を得たので
報告する．
Ⅱ症例の概要：　患者は59歳女性で，2008年 5 月に両側臼歯
部の咬合痛を主訴に来院した．30年ほど前に蓄膿症に対する
両側上顎洞根治術の既往あり，また骨粗鬆症に対しBP製剤
を約 1 年 6 カ月内服していた．まず，歯根破折が認められた
上顎左側第二小臼歯および上顎右側第一大臼歯を同年 8 月と
11月にそれぞれ抜歯した．そして，患者は抜歯後の機能回復
法として口腔インプラント治療を希望したため，2009年 1 月
に術前CTを撮影したところ，左側上顎骨に近遠心径約
18 mm，高径約11 mm，頬舌経約7 mmの囊胞様病変を認め
た．上顎洞根治術の既往から，同病変を術後性上顎囊胞と診
断し，囊胞摘出と同時に骨移植を行い，治癒期間を設けた後
インプラント体を埋入する計画とした．2009年 1 月に右側上
顎第一大臼歯部にインプラント体を埋入し，同年 9 月には囊
胞摘出と同時に骨移植を行った．なおその際，病理組織検査
にて術後性上顎囊胞の確定診断が得られた．2010年 4 月，
CT検査にて骨移植部に異常所見が認められないこと確認
し，インプラント体を埋入した．そして，2011年 2 月に最終
上部構造を装着した．
Ⅲ経過：　上部構造装着後 4 年が経過しているが，エックス
線検査では囊胞の再発等の異常所見を認めず，患者も口腔イ
ンプラント治療で得られた機能に満足している．
Ⅳ考察および結論：　術後性上顎囊胞は無症状で存在してい
ることが多く，上顎洞根治術の既往がある患者では術前CT
での確認が必須と言える．また，囊胞摘出部位に対するイン
プラント体予後に関する報告がほとんどない中，今回嚢胞摘
出後に生じた骨欠損に対し，摘出と同時骨移植を行い，口腔
インプラント治療にて良好な機能回復を達成できた．本症例
は，インプラント体埋入部位に存在する嚢胞が歯槽骨内に限
局しているのであれば，囊胞摘出と同時に骨移植を行うこと
で治療期間を短縮し，かつ手術侵襲を軽減できる可能性を示
す1症例と考える．

一
般
口
演
16

第
４
会
場

 1076033 日本口腔インプラント学会誌_ 

1

校 

2

校 

3

校 

N

校 _結城<P224>　  1076033 日本口腔インプラント学会誌_ 

1

校 

2

校 

3

校 

N

校 _結城<P225>　



226

一般口演17（第4会場）発表7分－質疑3分
2015年9月23日（水・祝） 10：10～11：00

○金子 貴広，中村 悟士，日野 峻輔，堀江 憲夫，下山 哲夫
埼玉医科大学総合医療センター歯科口腔外科

A case report of functional recovery with dental implant 
for maxillofacial injury accompanying bone graft and 
immediate loading.
○KANEKO T, NAKAMURA S, HINO S, HORIE N, 
SHIMOYAMA T
Department of Oral and Maxillofacial Surgey, Saitma 
medical center, Saitama meidical university

Ｏ-2-4-6
顎顔面外傷患者に対して骨移植と
即時荷重によってインプラント治療を行った1 症例

Ⅰ目的：　顎顔面外傷症例に対するインプラント治療では，
外傷に起因する骨欠損により，インプラント埋入が困難にな
る場合が多く，また，外傷に要する治癒期間が，インプラン
トの治療期間に加わるため，治療が長期になるという問題が
ある．本症例では，顎顔面外傷症例に対して骨移植および即
時荷重によるインプラント治療を行なった結果，良好な機能
回復を得たので報告する．
Ⅱ症例の概要：　患者は26歳男性．顎顔面外傷による咬合不
全を主訴に，2007年10月に当科を受診した．初診時，歯牙欠
損を伴う上顎歯槽骨骨折および下顎骨骨折を認め，全身麻酔
下にて観血的整復術を施行した後，インプラント治療に移行
することとした．2008年 3 月，ブロック骨を左側下顎枝部か
ら採取して，右側上顎欠損部に移植した．2008年 8 月に骨造
成部の状態をCTで確認した後，2008年 9 月にReplace Select 
Taperedインプラントを上顎欠損部に 3 本，下顎欠損部に 5
本埋入して，下顎は即時荷重を行った．2009年 1 月に上顎の
ニ次手術と同部のプロビジョナルレストレーション装着を行
なった．同年10月には上下顎の最終印象を終え，スクリュー
固定の上部構造体を装着した．X線写真および口腔内写真を
撮影後，治療終了した.
Ⅲ経過：　2013年 1 月（ 3 年 3 カ月後）口腔内に異常所見は
認められず，X線写真においても明らかな骨吸収像やインプ
ラント周囲炎等の異常所見は観察されなかったことから，経
過良好と判断した．
Ⅳ考察および結論：　顎顔面外傷症例にインプラント補綴を
行なう場合，骨造成などの付随治療が必要になることが多
い．本症例では治療期間の短縮および顎位の早期安定を目的
に，骨折の治癒期間中に上顎の骨造成を進めて，下顎はイン
プラント埋入時，即時荷重による機能回復を行なった．この
ため，患者は比較的早期に安定した咀嚼機能の回復が得ら
れ，効率的な治療が実施できたと考えられる．

○加藤 義浩1, 2，北爪 昭彦1, 2，盛島 美智子1, 2，
小宅 宏史1, 2，安田 治男1, 2

埼玉インプラント研究会1，関東・甲信越支部2

One case that made the implant treatment in the maxillary 
anterior teeth by CGF and Beta-TCP
○KATO Y1, 2, KITAZUME A1, 2, MORISIMA M1, 2, 
OYAKE H1, 2, YASUDA H1, 2

Saitama Implant Associstion1, Kanto-Koshinetsu Branch2

Ｏ-2-4-7
濃厚血小板フィブリンジェルと骨補填材によって
上顎前歯部にインプラント治療を行った1 症例

Ⅰ目的：　抜歯と同時にβ-TCPとConcentrated Growth Factor
（CGF）を用いて骨造成した後，上顎前歯部にインプラント
治療を行った 1 症例を報告する．
Ⅱ症例の概要：　患者は52歳男性．左上 2 の補綴物の脱落を
主訴に2010年 8 月，当医院に来院した．既往歴には，特記事
項なし．口腔内所見では，左上 2 がポストごと脱離してい
た．パノラマX線写真では全顎的な骨吸収は認められなかっ
た．デンタルレントゲンでは左上 1 と左上 2 の破折線と周囲
骨の吸収が認められた．
Ⅲ経過：　患者にはインプラント治療，可撤性義歯，固定性
ブリッジについての説明を行い，インプラント治療の同意を
得た．2010年 9 月，静脈内鎮静法（ミダゾラム）を併用し局
所麻酔下に左上 1 ，2 を抜歯した．患部頬側の骨吸収が著し
いためβ-TCPとCGFを用いて骨造成を行ったのち，同時に
可撤性部分床即時義歯を装着した．可撤性部分床即時義歯を
仮義歯として使用し，経過を観察しながら治癒を待った．
3 カ月後，抜歯窩の軟組織の治癒を確認．2011年 1 月，静脈
内鎮静法を併用し，局所麻酔下で左上 1 ，2 部にITI インプ
ラントNNIΦ3.3 ｍｍL12 mmを 2 本埋入した．初期固定は得
られたが頬側骨の骨量がまだ不足していたため，再度β-TCP，
CGFを填入した．その上から，吸収性メンブレン（バイオ
メンドⓇ）で被覆し，創を閉じた．　
2011年 7 月， 2 次手術を行い，同年 8 月に内冠をセット後に
プロビジョナルクラウンを装着．同年11月に最終印象を行
い，陶材焼付冠を仮着セメントで装着した．現在 3 年 5 カ月
経過している．
Ⅳ考察および結論：　本症例の場合，歯根破折により骨の吸
収が著しく，骨の造成を行わないと治療が困難と思われる
ケースであった．近年，CGFの応用範囲も広がってきた．
本症例の経験から，CGFの抜歯窩の吸収抑制，温存への応
用，そして骨補填剤やメンブレンとの併用の効果が示唆され
た．

○中塚 敏弘，有賀 正治
ユニバーサルインプラント研究所

A case of dental implant treatment after bone graft to tooth 
extraction fossa of maxillary incisor
○NAKATSUKA T, ARUGA S
Universal Implant Research Institute

Ｏ-2-4-8
上顎切歯抜歯窩に骨移植後
インプラント治療を応用した1 症例

Ⅰ目的：　上顎前歯部の欠損に対するインプラント補綴にお
いては唇側の骨量不足がその予後に大きな影響を及ぼす．今
回，11の歯根破折から抜歯に至った例で，口蓋隆起の自家骨
を移植し，骨吸収を最小限に抑えたのちインプラントを埋入
することで良好な結果が得られたので報告する．
Ⅱ症例の概要：　患者は44歳女性．2010年 8 月，11の咬合痛
と同部歯肉の腫脹と圧痛を主訴に来院．患歯は数年前に外傷
受傷後，他院にて抜髄および補綴処置を受け，しばしば接触
痛が発現することはあったが放置．受診時，11に動揺と著し
い打診痛を，同部の唇側歯肉に腫脹と圧痛を認め，瘻孔も確
認された．唇側骨は，触診とボーンキャリパスでの診断によ
り菲薄になっていることが確認された．エックス線所見では
11歯根に複数の破折線と根尖部に歯槽骨の吸収像が認められ
た．消炎を待ち歯周初期治療ののち，2010年10月に11を抜歯，
同時に抜歯窩を十分に掻爬したのち，そこへ口蓋隆起より採取
した骨を細片状に粉砕し填入した．抜歯窩の骨と軟組織の再
生を待って，2011年 3 月，NanoTiteTM Certain® PREVAIL
（Biomet 3i）直径4.0 mm×長さ11.5 mmを埋入し，テンポラ
リーアバットメントと光重合型硬質レジンで作成したプロビ
ジョナルクラウンを装着した．2011年 8 月，最終印象を採
得，陶材焼付鋳造冠の上部構造をスクリュー固定した．
Ⅲ経過：　上部構造装着後， 3 年 8 カ月以上経過したが，イ
ンプラント自体の動揺や周囲炎も認められず，エックス線像
においても骨の吸収は認められなかったことから，経過良好
と判断した．また，歯間乳頭や歯肉縁の形態も良好に経過
し，患者の満足も十分に得られている．
Ⅳ考察および結論：　唇側の骨吸収が著しい場合，インプラ
ントの埋入が困難となることが多い．今回，インプラントの
埋入前に骨量不足が予想されたため，自家骨移植を行った結
果，十分な骨量の確保が可能であった．また，中間欠損の本
症例に，インプラントによる補綴治療を行うことで，隣在歯
への負担を軽減させ，患者の満足する機能的，審美的回復を
得ることができ，その有用性が示唆された．今後も予後観察
は必要と考えられる．

○雨宮 啓1，久保 浩太郎1，金子 亮1，油科 沙希1，
白鳥 清人2

関東・甲信越支部1，中部支部2

Single tooth missing case of the anterior maxilla harvesting 
autogeneous bone block from the nasal cavity floor
○AMEMIYA K1, KUBO K1, KANEKO R1, 
YUSHINA S1, SHIRATORI K2

Kanto-Koshinetsu Branch1, Chubu Branch2

Ｏ-2-4-9
上顎前歯部欠損症例に鼻腔底下歯槽部より
ブロック骨を採取・移植した1 症例

Ⅰ目的：　水平的に骨吸収をきたした上顎前歯部におけるイ
ンプラント治療において，骨造成術を併用したインプラント
手術が必要となる．骨造成術の一つにブロック骨移植があ
り，一般的には，下顎枝前縁やオトガイ部からブロック骨を
採取する術式となるが，術野が 2 カ所に増えることや神経麻
痺といった偶発症の可能性といった欠点がある．そこで我々
は，術野と同一部位である鼻腔底下歯槽部からブロック骨を
採取する手術方法で骨造成術を行ってきた．今回，上顎前歯
部欠損症例において，ブロック骨移植を行い，良好な術後結
果を得られたので報告する．
Ⅱ症例の概要：　症例は63歳，男性．上顎前歯部のインプラ
ント治療を主訴に来院．現病歴は，上顎前歯部の補綴治療を
行っていたが仮歯のまま数年経過しており，1 週間前に装着
していた仮歯が脱離した．上顎右側1・2 番，左側1番は保存
可能なことから補綴治療を行い，上顎左側 2 番欠損部位に対
してはインプラントによる欠損補綴治療を計画した．CT所
見にて，欠損部唇側歯槽骨は吸収しており，4 mm程度の骨
幅が観察できた．インプラント埋入と同時に骨造成が必要で
あり，2 番根尖部の鼻腔底下歯槽部からピエゾ式超音波装置
（メクトロン社）を用い，ブロック骨を採取した後，骨欠損
部位に対して移植骨が安定するようボーンスクリュー（プロ
シード社）を用いて確実に固定した．術後 4 カ月の治癒期間
をおいてから二次手術を行い，インプラント支台のプロビ
ジョナルレストレーションを装着．インプラント周囲組織の
安定を確認して最終補綴を装着した．
Ⅲ経過：　鼻腔底下歯槽部からのブロック骨移植術後の疼痛
や腫脹は，通常のインプラント埋入術後と同程度であり，下
顎枝前縁やオトガイ部からの採骨を行う術式と比較して低侵
襲な術式であった．また補綴装着 3 年経過時のCT所見にお
いて，インプラント埋入部の唇側に 2 mm程度の硬組織が観
察され，現在まで良好に経過している．
Ⅳ考察および結論：　上顎前歯部の水平的な骨吸収に対し
て，術野と同一部位の鼻腔底下歯槽部から採骨したブロック
骨を用いた骨造成術は，手術部位を 2 カ所から 1 カ所に縮小
することができ，低侵襲な術式が可能となるばかりでなく，
他の部位から採取するブロック骨移植と同様な骨造成が観察
されたことから，上顎前歯部における骨造成術の一つとし
て，有効な手術方法であると考察された．
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一般口演17（第4会場）発表7分－質疑3分
2015年9月23日（水・祝） 10：10～11：00

○金子 貴広，中村 悟士，日野 峻輔，堀江 憲夫，下山 哲夫
埼玉医科大学総合医療センター歯科口腔外科

A case report of functional recovery with dental implant 
for maxillofacial injury accompanying bone graft and 
immediate loading.
○KANEKO T, NAKAMURA S, HINO S, HORIE N, 
SHIMOYAMA T
Department of Oral and Maxillofacial Surgey, Saitma 
medical center, Saitama meidical university

Ｏ-2-4-6
顎顔面外傷患者に対して骨移植と
即時荷重によってインプラント治療を行った1 症例

Ⅰ目的：　顎顔面外傷症例に対するインプラント治療では，
外傷に起因する骨欠損により，インプラント埋入が困難にな
る場合が多く，また，外傷に要する治癒期間が，インプラン
トの治療期間に加わるため，治療が長期になるという問題が
ある．本症例では，顎顔面外傷症例に対して骨移植および即
時荷重によるインプラント治療を行なった結果，良好な機能
回復を得たので報告する．
Ⅱ症例の概要：　患者は26歳男性．顎顔面外傷による咬合不
全を主訴に，2007年10月に当科を受診した．初診時，歯牙欠
損を伴う上顎歯槽骨骨折および下顎骨骨折を認め，全身麻酔
下にて観血的整復術を施行した後，インプラント治療に移行
することとした．2008年 3 月，ブロック骨を左側下顎枝部か
ら採取して，右側上顎欠損部に移植した．2008年 8 月に骨造
成部の状態をCTで確認した後，2008年 9 月にReplace Select 
Taperedインプラントを上顎欠損部に 3 本，下顎欠損部に 5
本埋入して，下顎は即時荷重を行った．2009年 1 月に上顎の
ニ次手術と同部のプロビジョナルレストレーション装着を行
なった．同年10月には上下顎の最終印象を終え，スクリュー
固定の上部構造体を装着した．X線写真および口腔内写真を
撮影後，治療終了した.
Ⅲ経過：　2013年 1 月（ 3 年 3 カ月後）口腔内に異常所見は
認められず，X線写真においても明らかな骨吸収像やインプ
ラント周囲炎等の異常所見は観察されなかったことから，経
過良好と判断した．
Ⅳ考察および結論：　顎顔面外傷症例にインプラント補綴を
行なう場合，骨造成などの付随治療が必要になることが多
い．本症例では治療期間の短縮および顎位の早期安定を目的
に，骨折の治癒期間中に上顎の骨造成を進めて，下顎はイン
プラント埋入時，即時荷重による機能回復を行なった．この
ため，患者は比較的早期に安定した咀嚼機能の回復が得ら
れ，効率的な治療が実施できたと考えられる．

○加藤 義浩1, 2，北爪 昭彦1, 2，盛島 美智子1, 2，
小宅 宏史1, 2，安田 治男1, 2

埼玉インプラント研究会1，関東・甲信越支部2

One case that made the implant treatment in the maxillary 
anterior teeth by CGF and Beta-TCP
○KATO Y1, 2, KITAZUME A1, 2, MORISIMA M1, 2, 
OYAKE H1, 2, YASUDA H1, 2

Saitama Implant Associstion1, Kanto-Koshinetsu Branch2

Ｏ-2-4-7
濃厚血小板フィブリンジェルと骨補填材によって
上顎前歯部にインプラント治療を行った1 症例

Ⅰ目的：　抜歯と同時にβ-TCPとConcentrated Growth Factor
（CGF）を用いて骨造成した後，上顎前歯部にインプラント
治療を行った 1 症例を報告する．
Ⅱ症例の概要：　患者は52歳男性．左上 2 の補綴物の脱落を
主訴に2010年 8 月，当医院に来院した．既往歴には，特記事
項なし．口腔内所見では，左上 2 がポストごと脱離してい
た．パノラマX線写真では全顎的な骨吸収は認められなかっ
た．デンタルレントゲンでは左上 1 と左上 2 の破折線と周囲
骨の吸収が認められた．
Ⅲ経過：　患者にはインプラント治療，可撤性義歯，固定性
ブリッジについての説明を行い，インプラント治療の同意を
得た．2010年 9 月，静脈内鎮静法（ミダゾラム）を併用し局
所麻酔下に左上 1 ，2 を抜歯した．患部頬側の骨吸収が著し
いためβ-TCPとCGFを用いて骨造成を行ったのち，同時に
可撤性部分床即時義歯を装着した．可撤性部分床即時義歯を
仮義歯として使用し，経過を観察しながら治癒を待った．
3 カ月後，抜歯窩の軟組織の治癒を確認．2011年 1 月，静脈
内鎮静法を併用し，局所麻酔下で左上 1 ，2 部にITI インプ
ラントNNIΦ3.3 ｍｍL12 mmを 2 本埋入した．初期固定は得
られたが頬側骨の骨量がまだ不足していたため，再度β-TCP，
CGFを填入した．その上から，吸収性メンブレン（バイオ
メンドⓇ）で被覆し，創を閉じた．　
2011年 7 月， 2 次手術を行い，同年 8 月に内冠をセット後に
プロビジョナルクラウンを装着．同年11月に最終印象を行
い，陶材焼付冠を仮着セメントで装着した．現在 3 年 5 カ月
経過している．
Ⅳ考察および結論：　本症例の場合，歯根破折により骨の吸
収が著しく，骨の造成を行わないと治療が困難と思われる
ケースであった．近年，CGFの応用範囲も広がってきた．
本症例の経験から，CGFの抜歯窩の吸収抑制，温存への応
用，そして骨補填剤やメンブレンとの併用の効果が示唆され
た．

○中塚 敏弘，有賀 正治
ユニバーサルインプラント研究所

A case of dental implant treatment after bone graft to tooth 
extraction fossa of maxillary incisor
○NAKATSUKA T, ARUGA S
Universal Implant Research Institute

Ｏ-2-4-8
上顎切歯抜歯窩に骨移植後
インプラント治療を応用した1 症例

Ⅰ目的：　上顎前歯部の欠損に対するインプラント補綴にお
いては唇側の骨量不足がその予後に大きな影響を及ぼす．今
回，11の歯根破折から抜歯に至った例で，口蓋隆起の自家骨
を移植し，骨吸収を最小限に抑えたのちインプラントを埋入
することで良好な結果が得られたので報告する．
Ⅱ症例の概要：　患者は44歳女性．2010年 8 月，11の咬合痛
と同部歯肉の腫脹と圧痛を主訴に来院．患歯は数年前に外傷
受傷後，他院にて抜髄および補綴処置を受け，しばしば接触
痛が発現することはあったが放置．受診時，11に動揺と著し
い打診痛を，同部の唇側歯肉に腫脹と圧痛を認め，瘻孔も確
認された．唇側骨は，触診とボーンキャリパスでの診断によ
り菲薄になっていることが確認された．エックス線所見では
11歯根に複数の破折線と根尖部に歯槽骨の吸収像が認められ
た．消炎を待ち歯周初期治療ののち，2010年10月に11を抜歯，
同時に抜歯窩を十分に掻爬したのち，そこへ口蓋隆起より採取
した骨を細片状に粉砕し填入した．抜歯窩の骨と軟組織の再
生を待って，2011年 3 月，NanoTiteTM Certain® PREVAIL
（Biomet 3i）直径4.0 mm×長さ11.5 mmを埋入し，テンポラ
リーアバットメントと光重合型硬質レジンで作成したプロビ
ジョナルクラウンを装着した．2011年 8 月，最終印象を採
得，陶材焼付鋳造冠の上部構造をスクリュー固定した．
Ⅲ経過：　上部構造装着後， 3 年 8 カ月以上経過したが，イ
ンプラント自体の動揺や周囲炎も認められず，エックス線像
においても骨の吸収は認められなかったことから，経過良好
と判断した．また，歯間乳頭や歯肉縁の形態も良好に経過
し，患者の満足も十分に得られている．
Ⅳ考察および結論：　唇側の骨吸収が著しい場合，インプラ
ントの埋入が困難となることが多い．今回，インプラントの
埋入前に骨量不足が予想されたため，自家骨移植を行った結
果，十分な骨量の確保が可能であった．また，中間欠損の本
症例に，インプラントによる補綴治療を行うことで，隣在歯
への負担を軽減させ，患者の満足する機能的，審美的回復を
得ることができ，その有用性が示唆された．今後も予後観察
は必要と考えられる．

○雨宮 啓1，久保 浩太郎1，金子 亮1，油科 沙希1，
白鳥 清人2

関東・甲信越支部1，中部支部2

Single tooth missing case of the anterior maxilla harvesting 
autogeneous bone block from the nasal cavity floor
○AMEMIYA K1, KUBO K1, KANEKO R1, 
YUSHINA S1, SHIRATORI K2

Kanto-Koshinetsu Branch1, Chubu Branch2

Ｏ-2-4-9
上顎前歯部欠損症例に鼻腔底下歯槽部より
ブロック骨を採取・移植した1 症例

Ⅰ目的：　水平的に骨吸収をきたした上顎前歯部におけるイ
ンプラント治療において，骨造成術を併用したインプラント
手術が必要となる．骨造成術の一つにブロック骨移植があ
り，一般的には，下顎枝前縁やオトガイ部からブロック骨を
採取する術式となるが，術野が 2 カ所に増えることや神経麻
痺といった偶発症の可能性といった欠点がある．そこで我々
は，術野と同一部位である鼻腔底下歯槽部からブロック骨を
採取する手術方法で骨造成術を行ってきた．今回，上顎前歯
部欠損症例において，ブロック骨移植を行い，良好な術後結
果を得られたので報告する．
Ⅱ症例の概要：　症例は63歳，男性．上顎前歯部のインプラ
ント治療を主訴に来院．現病歴は，上顎前歯部の補綴治療を
行っていたが仮歯のまま数年経過しており，1 週間前に装着
していた仮歯が脱離した．上顎右側1・2 番，左側1番は保存
可能なことから補綴治療を行い，上顎左側 2 番欠損部位に対
してはインプラントによる欠損補綴治療を計画した．CT所
見にて，欠損部唇側歯槽骨は吸収しており，4 mm程度の骨
幅が観察できた．インプラント埋入と同時に骨造成が必要で
あり，2 番根尖部の鼻腔底下歯槽部からピエゾ式超音波装置
（メクトロン社）を用い，ブロック骨を採取した後，骨欠損
部位に対して移植骨が安定するようボーンスクリュー（プロ
シード社）を用いて確実に固定した．術後 4 カ月の治癒期間
をおいてから二次手術を行い，インプラント支台のプロビ
ジョナルレストレーションを装着．インプラント周囲組織の
安定を確認して最終補綴を装着した．
Ⅲ経過：　鼻腔底下歯槽部からのブロック骨移植術後の疼痛
や腫脹は，通常のインプラント埋入術後と同程度であり，下
顎枝前縁やオトガイ部からの採骨を行う術式と比較して低侵
襲な術式であった．また補綴装着 3 年経過時のCT所見にお
いて，インプラント埋入部の唇側に 2 mm程度の硬組織が観
察され，現在まで良好に経過している．
Ⅳ考察および結論：　上顎前歯部の水平的な骨吸収に対し
て，術野と同一部位の鼻腔底下歯槽部から採骨したブロック
骨を用いた骨造成術は，手術部位を 2 カ所から 1 カ所に縮小
することができ，低侵襲な術式が可能となるばかりでなく，
他の部位から採取するブロック骨移植と同様な骨造成が観察
されたことから，上顎前歯部における骨造成術の一つとし
て，有効な手術方法であると考察された．
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一般口演18（第4会場）発表7分－質疑3分
2015年9月23日（水・祝） 11：20～12：10

○村田 勝1，草野 薫1，伊藤 勝敏1，赤澤 敏之2，
永易 裕樹1

北海道医療大学顎顔面口腔外科学分野1，北海道立総合研究
機構高分子セラミックス材料グループ2

A 8-year follow-up case of immediate auto-transplantation of 
tooth and dentin into the region of congenital missing tooth
○MURATA M1, KUSANO K1, ITO K1, AKAZAWA T2, 
NAGAYASU H1

Oral and Maxillofacial Surgery, Health Sciences University 
of Hokkaido1, Polymer and Ceramics Materials, Hokkaido 
Research Organization2

Ｏ-2-4-10
歯と象牙質顆粒の即時移植を
先天性歯牙欠損部に施行した 8 年経過例

Ⅰ目的：　1970年ラット脱灰象牙質（DDM）に軟骨・骨誘
導能があることを Huggins CB博士（ノーベル賞学者）が 
Urist MR博士と共著でScience誌に公表した．酸処理した自
家象牙質は成長因子の徐放性が向上したコラーゲンで抗原性
のない吸収性マテリアルである．先天性歯牙欠損のある患者
に歯の自家移植（即時根管充填後）と自家DDM即時移植を
同時に施行して約 8 年が経過したので，その概要を報告する
（本学倫理委員会承認）．なお，開示すべき利益相反はない．
Ⅱ症例の概要：　患者は12歳男児．45，44，34は先欠で4E
晩期残存が認められた．2007年矯正歯科専門医の治療計画に
従い，局麻下で14を便宜抜去した．14を歯の移植・再植用固
定装置（FIXくん，（株）ムトウ）にセットして咬頭削除と抜
髄即時根管充填を行なった．4E抜歯後に，インプランター
を使用して移植窩を45相当部に形成した．移植歯の根管治療
と同時に電動粉砕機（Osteo-Mill，（株）ムトウ）と 2 %硝酸
溶液を用いて 4 E由来DDM顆粒を作製した．冷却粉砕時間
は30秒で撹拌脱灰時間は20分とした．捻転移植された歯の近
心・舌側骨欠損部にDDMを移植して歯肉弁で閉鎖創とし
た．移植歯は隣在歯と接着性レジンで固定して手術を終了し
た． 
Ⅲ経過：　抗菌薬を術前から 3 日間内服したのみで炎症は軽
微であった．7 日後に全抜糸，25日後に固定を除去して咬合
接触を与えた．歯肉は健全でポケットは 2 mmであった． 9
カ月後のエックス線写真で歯根遠心面に 2 mm幅のアンキ
ローシス様所見を認めるが置換性吸収の急速な進行はみられ
ない．DDM移植部の骨再生を認めた．現在まで約 8 年経過
したが有害事象なく，経過良好である． 
Ⅳ考察および結論：　開発した 2 装置（平成16・17年度経産
省支援事業「歯のバイオリサイクル医療システムの開発」で
特許取得済）により，即時根充後移植と象牙質即時移植を同
時に施行できた．歯の固定装置を使用して歯根膜組織を保護
しながら約10分で根管充填と歯冠形成ができた．一般的に根
管治療は歯の移植4週後に開始されているが，融解壊死歯髄
の歯根膜への悪影響や複雑な根管形態による根管治療の失敗
で移植成績が不良となる要因が十分考えられる．歯の固定装
置は処置中の歯根膜保護に，自家脱灰象牙質顆粒は局所的骨
再生に貢献することが示唆された．

○水口 稔之，澤口 通洋
日本インプラント臨床研究会

One stage implant placement to very narrow bone
○MIZUGUCHI T, SAWAGUCHI M
Clinical Implant Society Japan

Ｏ-2-4-11
超狭窄骨に対する１ステージでの
インプラント埋入について

Ⅰ目的：　上顎前歯部において長年デンチャーを使用してい
る場合, 歯槽骨が唇口蓋的に狭窄している状態がしばしば認
められる. そのような時, ボーンスプレッドやボーンスプリッ
トなどのテクニックが行われることも多いが, 骨幅が 3 mm以
下などのような非常に狭窄した骨において, 骨幅を拡大してか
らのインプラント埋入が必要になる. しかし骨造成を行ってか
らインプラント埋入をする 2 ステージでの方法は治療期間も
長くなり, 可能なら 1 ステージでの方法がより良い. しかし
3 mm以下のような超狭窄骨にインプラントを埋入すること
は非常に困難である. そこで全方向に削合できる新しい考え
の骨削合用バーを使用してインプラントを埋入する方法を報
告する.
Ⅱ方法の概要：　超狭窄骨にインプラントを埋入するために, 
骨削合用のダイアモンドバーを使用する. 通常のインプラン
ト窩を形成するドリルは軸方向に削合するように作られてい
る. しかし骨が狭窄して非常に急な斜面になった骨面にイン
プラントを埋入することは通常のドリルでは困難である. そ
こで軸方向だけでなく, 近遠心方向にも自由に削合できるダ
イアモンドバーにより近遠心的に削り, 超狭窄骨の頬側に溝
を形成して既存骨内に最大限に接するようにインプラント窩
を形成して埋入した. さらに頬側に骨造成を行った. このよう
な方法でインプラント治療された 3 症例を報告する. 3 症例
はそれぞれ 2 年 2カ月, 1 年 6カ月, 6カ月の期間において良好
な経過が観察されている.
Ⅲ結果：　超狭窄骨に最大限に接するように埋入され頬側に
良好な骨造成がされた 3 症例はいずれも良好にオッセオイン
テグレーションが行われ上部構造が装着された.
Ⅳ考察および結論：　一般的に行われている骨移植同時埋 
入法では, 使用しているバーが全方向に削合できないので, 非
常に薄い骨にインプラントを埋入することは困難である．し
かし本法ではそのような埋入が可能である.超狭窄骨に対し
て骨造成と同時にインプラント埋入が行われることはインプ
ラント治療において大変有効と言える. そのための工夫とし
てインプラントが, 非常に薄い骨に対して最大限に接してさ
らに初期固定が得られるような埋入はより治療の確実性を増
大させ，患者に利すると考えられる．

○中廣 剛士1，忌部 正1，長内 哲生1，宇都宮 忠彦2，
林 正人1, 2

近畿・北陸支部1，日大・松戸歯・口腔病理2

A case of GBR used of atelocollagen in place of membrane
○NAKAHIRO T1, INBE T1, OSANAI T1, 
UTSUNOMIYA T2, HAYASHI M1, 2

Kinki-Hokuriku Branch1, Dept.of Oral Pathology.,Nihon 
Univ.Sch.of Dent.at Matsudo2

Ｏ-2-4-12
メンブレンとしてアテロコラーゲンを用いた
GBRの 1 症例

Ⅰ目的：　骨誘導再生（Guided Bone Regeneration：以下
GBRと略す）の臨床研究から約25年が経過し，現在GBR時に
用いるメンブレンには，吸収性および非吸収性メンブレンが
用いられている．今回，濃縮フィブリン（Growth factor Rich 
Fibrin：以下GRFと略す）を併用し，メンブレンの代用として
アテロコラーゲンを用い，早期に新生骨再生を示唆する良好
な結果を得たので報告する．
Ⅱ症例の概要：　患者は40歳，女性．上顎左側 6 の違和感を
主訴に来院した．口腔内所見において近遠心頬側根根尖の露
出が認められ，X線所見において垂直性骨吸収によるX線透
過像が根尖部に至り，保存不可能と判断し，患者の了解を得
て抜歯を施行した．患者は，抜歯後の治療としてインプラン
トによる補綴処置を希望した．口腔内所見およびX線所見に
おいて，インプラント治療の際，骨増生が必要と診断した．
抜歯後約 2カ月において，上顎左側6部にGRFおよび移植材
を充填し，メンブレンの代用としてアテロコラーゲン（テル
プラグS/テルモ）を圧縮して用い，GBRを施行した．
Ⅲ経過：　術後 2カ月において，粘膜の裂開,出血および排膿
は認められず良好な術後経過を示していた．浸潤麻酔下に
て，上顎左側 6 部を切開，剥離したところ，白色状のやや弾
性のある骨様組織の形成を肉眼的に認めることができ，良好
な術後経過を示していた．また，生検病理組織学的に移植材
周囲に炎症所見の軽微な線維性結合織による被包が認めら
れ，更に新生骨が認められた．さらに，X線所見においても
良好な術後経過を示していた．
Ⅳ考察および結論：　今回，GBRにGRFを併用し，メンブレ
ンの代用としてアテロコラーゲンを利用した．その結果，口
腔内所見において軟組織の治癒効果が促進され，X線所見お
よび生検病理組織学的において早期に新生骨再生を示唆する
良好な結果を得た．これらは，メンブレンとして用いたアテ
ロコラーゲンによる細胞遮断性，生体適合性，組織統合性お
よびスペースメーキングなどメンブレンの所要性質を有して
いたことと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.
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一般口演18（第4会場）発表7分－質疑3分
2015年9月23日（水・祝） 11：20～12：10

○村田 勝1，草野 薫1，伊藤 勝敏1，赤澤 敏之2，
永易 裕樹1

北海道医療大学顎顔面口腔外科学分野1，北海道立総合研究
機構高分子セラミックス材料グループ2

A 8-year follow-up case of immediate auto-transplantation of 
tooth and dentin into the region of congenital missing tooth
○MURATA M1, KUSANO K1, ITO K1, AKAZAWA T2, 
NAGAYASU H1

Oral and Maxillofacial Surgery, Health Sciences University 
of Hokkaido1, Polymer and Ceramics Materials, Hokkaido 
Research Organization2

Ｏ-2-4-10
歯と象牙質顆粒の即時移植を
先天性歯牙欠損部に施行した 8 年経過例

Ⅰ目的：　1970年ラット脱灰象牙質（DDM）に軟骨・骨誘
導能があることを Huggins CB博士（ノーベル賞学者）が 
Urist MR博士と共著でScience誌に公表した．酸処理した自
家象牙質は成長因子の徐放性が向上したコラーゲンで抗原性
のない吸収性マテリアルである．先天性歯牙欠損のある患者
に歯の自家移植（即時根管充填後）と自家DDM即時移植を
同時に施行して約 8 年が経過したので，その概要を報告する
（本学倫理委員会承認）．なお，開示すべき利益相反はない．
Ⅱ症例の概要：　患者は12歳男児．45，44，34は先欠で4E
晩期残存が認められた．2007年矯正歯科専門医の治療計画に
従い，局麻下で14を便宜抜去した．14を歯の移植・再植用固
定装置（FIXくん，（株）ムトウ）にセットして咬頭削除と抜
髄即時根管充填を行なった．4E抜歯後に，インプランター
を使用して移植窩を45相当部に形成した．移植歯の根管治療
と同時に電動粉砕機（Osteo-Mill，（株）ムトウ）と 2 %硝酸
溶液を用いて 4 E由来DDM顆粒を作製した．冷却粉砕時間
は30秒で撹拌脱灰時間は20分とした．捻転移植された歯の近
心・舌側骨欠損部にDDMを移植して歯肉弁で閉鎖創とし
た．移植歯は隣在歯と接着性レジンで固定して手術を終了し
た． 
Ⅲ経過：　抗菌薬を術前から 3 日間内服したのみで炎症は軽
微であった．7 日後に全抜糸，25日後に固定を除去して咬合
接触を与えた．歯肉は健全でポケットは 2 mmであった． 9
カ月後のエックス線写真で歯根遠心面に 2 mm幅のアンキ
ローシス様所見を認めるが置換性吸収の急速な進行はみられ
ない．DDM移植部の骨再生を認めた．現在まで約 8 年経過
したが有害事象なく，経過良好である． 
Ⅳ考察および結論：　開発した 2 装置（平成16・17年度経産
省支援事業「歯のバイオリサイクル医療システムの開発」で
特許取得済）により，即時根充後移植と象牙質即時移植を同
時に施行できた．歯の固定装置を使用して歯根膜組織を保護
しながら約10分で根管充填と歯冠形成ができた．一般的に根
管治療は歯の移植4週後に開始されているが，融解壊死歯髄
の歯根膜への悪影響や複雑な根管形態による根管治療の失敗
で移植成績が不良となる要因が十分考えられる．歯の固定装
置は処置中の歯根膜保護に，自家脱灰象牙質顆粒は局所的骨
再生に貢献することが示唆された．

○水口 稔之，澤口 通洋
日本インプラント臨床研究会

One stage implant placement to very narrow bone
○MIZUGUCHI T, SAWAGUCHI M
Clinical Implant Society Japan

Ｏ-2-4-11
超狭窄骨に対する１ステージでの
インプラント埋入について

Ⅰ目的：　上顎前歯部において長年デンチャーを使用してい
る場合, 歯槽骨が唇口蓋的に狭窄している状態がしばしば認
められる. そのような時, ボーンスプレッドやボーンスプリッ
トなどのテクニックが行われることも多いが, 骨幅が 3 mm以
下などのような非常に狭窄した骨において, 骨幅を拡大してか
らのインプラント埋入が必要になる. しかし骨造成を行ってか
らインプラント埋入をする 2 ステージでの方法は治療期間も
長くなり, 可能なら 1 ステージでの方法がより良い. しかし
3 mm以下のような超狭窄骨にインプラントを埋入すること
は非常に困難である. そこで全方向に削合できる新しい考え
の骨削合用バーを使用してインプラントを埋入する方法を報
告する.
Ⅱ方法の概要：　超狭窄骨にインプラントを埋入するために, 
骨削合用のダイアモンドバーを使用する. 通常のインプラン
ト窩を形成するドリルは軸方向に削合するように作られてい
る. しかし骨が狭窄して非常に急な斜面になった骨面にイン
プラントを埋入することは通常のドリルでは困難である. そ
こで軸方向だけでなく, 近遠心方向にも自由に削合できるダ
イアモンドバーにより近遠心的に削り, 超狭窄骨の頬側に溝
を形成して既存骨内に最大限に接するようにインプラント窩
を形成して埋入した. さらに頬側に骨造成を行った. このよう
な方法でインプラント治療された 3 症例を報告する. 3 症例
はそれぞれ 2 年 2カ月, 1 年 6カ月, 6カ月の期間において良好
な経過が観察されている.
Ⅲ結果：　超狭窄骨に最大限に接するように埋入され頬側に
良好な骨造成がされた 3 症例はいずれも良好にオッセオイン
テグレーションが行われ上部構造が装着された.
Ⅳ考察および結論：　一般的に行われている骨移植同時埋 
入法では, 使用しているバーが全方向に削合できないので, 非
常に薄い骨にインプラントを埋入することは困難である．し
かし本法ではそのような埋入が可能である.超狭窄骨に対し
て骨造成と同時にインプラント埋入が行われることはインプ
ラント治療において大変有効と言える. そのための工夫とし
てインプラントが, 非常に薄い骨に対して最大限に接してさ
らに初期固定が得られるような埋入はより治療の確実性を増
大させ，患者に利すると考えられる．

○中廣 剛士1，忌部 正1，長内 哲生1，宇都宮 忠彦2，
林 正人1, 2

近畿・北陸支部1，日大・松戸歯・口腔病理2

A case of GBR used of atelocollagen in place of membrane
○NAKAHIRO T1, INBE T1, OSANAI T1, 
UTSUNOMIYA T2, HAYASHI M1, 2

Kinki-Hokuriku Branch1, Dept.of Oral Pathology.,Nihon 
Univ.Sch.of Dent.at Matsudo2

Ｏ-2-4-12
メンブレンとしてアテロコラーゲンを用いた
GBRの 1 症例

Ⅰ目的：　骨誘導再生（Guided Bone Regeneration：以下
GBRと略す）の臨床研究から約25年が経過し，現在GBR時に
用いるメンブレンには，吸収性および非吸収性メンブレンが
用いられている．今回，濃縮フィブリン（Growth factor Rich 
Fibrin：以下GRFと略す）を併用し，メンブレンの代用として
アテロコラーゲンを用い，早期に新生骨再生を示唆する良好
な結果を得たので報告する．
Ⅱ症例の概要：　患者は40歳，女性．上顎左側 6 の違和感を
主訴に来院した．口腔内所見において近遠心頬側根根尖の露
出が認められ，X線所見において垂直性骨吸収によるX線透
過像が根尖部に至り，保存不可能と判断し，患者の了解を得
て抜歯を施行した．患者は，抜歯後の治療としてインプラン
トによる補綴処置を希望した．口腔内所見およびX線所見に
おいて，インプラント治療の際，骨増生が必要と診断した．
抜歯後約 2カ月において，上顎左側6部にGRFおよび移植材
を充填し，メンブレンの代用としてアテロコラーゲン（テル
プラグS/テルモ）を圧縮して用い，GBRを施行した．
Ⅲ経過：　術後 2カ月において，粘膜の裂開,出血および排膿
は認められず良好な術後経過を示していた．浸潤麻酔下に
て，上顎左側 6 部を切開，剥離したところ，白色状のやや弾
性のある骨様組織の形成を肉眼的に認めることができ，良好
な術後経過を示していた．また，生検病理組織学的に移植材
周囲に炎症所見の軽微な線維性結合織による被包が認めら
れ，更に新生骨が認められた．さらに，X線所見においても
良好な術後経過を示していた．
Ⅳ考察および結論：　今回，GBRにGRFを併用し，メンブレ
ンの代用としてアテロコラーゲンを利用した．その結果，口
腔内所見において軟組織の治癒効果が促進され，X線所見お
よび生検病理組織学的において早期に新生骨再生を示唆する
良好な結果を得た．これらは，メンブレンとして用いたアテ
ロコラーゲンによる細胞遮断性，生体適合性，組織統合性お
よびスペースメーキングなどメンブレンの所要性質を有して
いたことと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.
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○土肥 雅彦1, 2，沢井 奈津子2，久保田 英朗2

日本インプラント臨床研究会1，神奈川歯科大学顎顔面外科
学講座2

Application of a 3D resin model to the extensive mandibular 
reconstruction with the use of particulate cancellous bone 
and marrow graft
○DOHI M1, 2, SAWAI N2, KUBOTA E2

Clinical Implant Society of Japan1, Department of Oral and 
Maxillofacial Surgery Kanagawa Dental University2

Ｏ-2-4-13
海綿骨細片移植による広範囲な下顎骨再建への
3-Dレジンモデルの応用工夫

Ⅰ目的：　腫瘍などによる下顎骨の広範囲な切除は，顔面の
変形，下顎骨の連続性の消失による顎偏位, 歯の欠損による
咀嚼障害など患者のQOLを著しく低下させる．一般に下顎
骨再建は腸骨からの海綿骨細片（particulate cancellous bone 
and marrow：以下PCBM）移植や，血管柄付き遊離骨移植
などが用いられている．わが国では2012年にこのような再建
骨に対し広範囲顎骨支持型補綴装置が保険収載され患者の経
済的負担が軽くなった．今後は将来のインプラント埋入を考
慮した顎骨再建を行うことが極めて重要と考える．今回，再
建後にインプラント埋入を行うことを前提とした広範囲な下
顎骨欠損に対し，3-Dレジンモデルを応用してPCBMとチタ
ンメッシュトレーによる精密な下顎骨再建法について報告す
る．
Ⅱ症例の概要：　再建骨へのインプラント埋入を前提とした
2 症例に対し，本方法による下顎骨再建を行った．症例１は
54歳の男性．下顎エナメル上皮腫にて2011年 1 月，右下 8 部
～左下 7 部にかけて下顎骨区域切除および再建用チタンプ
レートによる即時再建を行った．2012年 1 月にチタンプレー
トを除去し，PCBMとチタンメッシュトレーを用いて下顎骨
再建術を施した．症例 2 は47歳の男性．2013年 5 月下顎エナ
メル上皮腫にて右下１遠心部～右下 8 遠心部にかけて下顎骨
区域切除および再建用チタンプレートによる即時再建を行っ
た．2013年 9 月にチタンプレートを除去し，PCBMとチタン
メッシュトレーを用いた下顎骨再建術を施した．再建手術前
にCTのDICOMデータより顎骨の3-Dレジンモデルを作製し
た．3-Dレジンモデルを用いて残存骨と正確に適合させ，イ
ンプラント埋入に適した精密な形態のチタンメッシュトレー
を作製した．
Ⅲ経過：　2 症例とも再建骨の形成は良好で，全麻下でチタ
ンメッシュ除去術，顎堤形成術を行った．術後の顔貌も下顎
骨切除前とほぼ変わりなくきわめて良好である．
Ⅳ考察および結論：　PCBMを用いた下顎骨再建は血管柄付
き遊離骨と比較し自由な形態成形ができ，その後のインプラ
ント治療に適していると考える．その際に3-Dレジンモデル
を用いて術前に正確なチタンメッシュトレーを作製すること
で，手術時間の短縮，下顎骨形態の回復による審美的な顔貌
形成はもちろんのこと，インプラント埋入に有利で機能的な
再建骨を作れることが示唆された．

○植野 高章，中島 世市郎，木村 吉宏，砂野 彰宏，
伊藤 雄一
大阪医科大学　口腔外科学教室

The surgical technique of 3D model of the donor site bone 
for the mandibular reconstruction
○UENO T, NAKAJIMA Y, KIMURA Y, SUNANO A, 
ITO Y
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Osaka Medical 
College

Ｏ-2-4-14
下顎骨再建時におけるドナー骨の３次元モデルを
用いたサージカルシミュレーションの手術工夫

Ⅰ目的：　悪性腫瘍や広範囲顎骨骨髄炎などで下顎骨を離断
した場合は，腓骨・肩甲骨などの他の部位より二次的に移植
骨（以下ドナー骨）を採取して骨欠損部を再建する．この際
に，再建用プレートやミニプレートなどを用いて手術時にド
ナー骨を整形・適合させ下顎骨再建を行うが，多大な時間と
技術を要する．これは下顎骨が持つ複雑な形態と移植骨の形
態が一致していないことが一つの要因と推察される．われわ
れは下顎骨再建手術に際して使用するドナー骨の 3 次元モデ
ルを作製し，顎顔面骨モデルと併用して骨欠損部形態や再建
後のインプラント体埋入に最適なドナー骨位置決めを行う手
術の工夫を行い良好な整容性・機能回復を得ている．この報
告では，こうしたドナー骨 3 次元モデルを用いた下顎骨再建
手術の工夫について概略を報告する．
Ⅱ症例の概要：　患者は50歳女性で下顎骨悪性腫瘍（扁平上
皮癌）の診断のもと，頸部郭清術・下顎骨区域切除術・肩甲
骨遊離血管皮弁による下顎骨再建手術を計画した．事前にド
ナーとなる肩甲骨のCTデータから肩甲骨の三次元モデルを
作製，顎骨モデル上での骨欠損部にドナー骨モデルをシミュ
レーションにて整形して手術プランニングを行った（臨床研
究倫理委員会承認1158号）．2013年 9 月全身麻酔下に頸部郭
清術・下顎骨区域切除術を施行した．体位変換後に肩甲骨遊
離血管皮弁を採取し，シュミレーションモデルに従いドナー
骨を残存骨に固定・血管吻合を行い再建を行った．
Ⅲ経過：　術中操作は従来に比較し簡便であった．術後の経
過は順調であり顔貌の整容性・咀嚼機能ともに良好な結果を
得た．また術後のCT画像では，インプラント体埋入に適切
な位置にドナー骨が移植されていた．
Ⅳ考察および結論：　下顎骨再建手術においてドナー骨の欠
損部への適合には難渋することが多いが，事前にドナー骨三
次元モデルによるサージカルシュミレーションを行うことで
術中のドナー骨整形などが簡便に行うことができた．その一
方で，再建プレートと整形されたドナー骨の適合が予想以上
に緊密で栄養血管の吻合動静脈および周囲軟組織の適度なス
ペース確保にやや問題があった．今後はこうした硬組織以外
の組織も考慮し再建後の血流を圧迫させない様なシミュレー
ションが必要であると考えられた．更なる症例数を増やし検
討を加えていきたい．

○堀 良彦，荒川 光，小田 師巳，窪木 拓男
岡山大学病院

Sinus floor augmentation technique from alveolar crest 
without graft materials: ten case reports
○HORI Y, ARAKAWA H, ODA N, KUBOKI T
Okayama University Hospital

Ｏ-2-4-15
移植材を使用しない歯槽頂アプローチによる
上顎洞底挙上術：10ケースの症例報告

Ⅰ目的：　歯槽頂アプローチによる上顎洞底挙上術は，移植
材を併用することが一般的である．しかし，近年の報告では
挙上量が 3 mm以下の場合，移植材なしでもインプラント体
との骨性結合が得られるとの報告もある．そこで今回，過去
3 年間に移植材を使用せずに歯槽頂アプローチによる上顎洞
底挙上術を行い，インプラント体を埋入した10症例につい
て，その予後を記述的に調査したので報告する．
Ⅱ方法：　本調査の対象患者は10名（女／男：8／2名，平均
年齢：43.7±8.2歳），インプラント体10本である（平均機能
期間2.5±1.1年）．術前にCTもしくはデンタルエックス線写真
にてインプラント体埋入予定部位の上顎洞底の形態を観察し
たところ，10症例中 8 症例の上顎洞底が歯槽骨頂に対し傾斜
していた．挙上術式は，歯肉を全層弁で剥離し，Neobiotech
社製SCAキットを用いて埋入窩を形成しながら移植材を補
填せずに上顎洞底粘膜を挙上した．使用したインプラント体
の長径は， 8 mmのインプラント体が 3 本，10 mmが 6 本，
11 mmが 1 本で，挙上前の平均既存骨量は5.7±1.4 mm，平均
挙上量は3.7±0.9 mmであった．そして，すべての症例で 3 カ
月の待時期間を設け，オッセオインテグレーションの獲得を
確認した後に陶材焼付鋳造冠を装着した．
Ⅲ結果：　すべての症例において粘膜の穿孔は認めず，埋入
後 3 カ月でオッセオインテグレーション獲得が確認できた．
しかし，10本のうち1本のインプラント体が上部構造装着 1
年後に動揺を認めたため除去した．また，既存骨が 5 mm以
上で，かつ上顎洞底粘膜の挙上量が 3 mm以下の 5 症例で
は，経過観察時のデンタルエックス線写真においてインプラ
ント体周囲に新生骨様の不透過像が一層観察された．
Ⅳ考察および結論：　上部構造装着 1 年後に動揺が認められ
た 1 本のインプラント体周囲には，排膿等の炎症所見を認め
なかったことから，メカニカルストレスがオッセオインテグ
レーション破壊の原因と考えている．僅か10症例の短期的な
調査ではあるが，挙上部位の解剖学的要件がある程度整え
ば，補填材を用いることなく歯槽頂アプローチによる上顎洞
底挙上術が臨床上許容される可能性が示唆された．自家骨採
取を必要とせず，また骨補填材を使用しない本術式は，患者
への外科的，経済的負担を軽減できる選択肢かもしれない．
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○土肥 雅彦1, 2，沢井 奈津子2，久保田 英朗2

日本インプラント臨床研究会1，神奈川歯科大学顎顔面外科
学講座2

Application of a 3D resin model to the extensive mandibular 
reconstruction with the use of particulate cancellous bone 
and marrow graft
○DOHI M1, 2, SAWAI N2, KUBOTA E2

Clinical Implant Society of Japan1, Department of Oral and 
Maxillofacial Surgery Kanagawa Dental University2

Ｏ-2-4-13
海綿骨細片移植による広範囲な下顎骨再建への
3-Dレジンモデルの応用工夫

Ⅰ目的：　腫瘍などによる下顎骨の広範囲な切除は，顔面の
変形，下顎骨の連続性の消失による顎偏位, 歯の欠損による
咀嚼障害など患者のQOLを著しく低下させる．一般に下顎
骨再建は腸骨からの海綿骨細片（particulate cancellous bone 
and marrow：以下PCBM）移植や，血管柄付き遊離骨移植
などが用いられている．わが国では2012年にこのような再建
骨に対し広範囲顎骨支持型補綴装置が保険収載され患者の経
済的負担が軽くなった．今後は将来のインプラント埋入を考
慮した顎骨再建を行うことが極めて重要と考える．今回，再
建後にインプラント埋入を行うことを前提とした広範囲な下
顎骨欠損に対し，3-Dレジンモデルを応用してPCBMとチタ
ンメッシュトレーによる精密な下顎骨再建法について報告す
る．
Ⅱ症例の概要：　再建骨へのインプラント埋入を前提とした
2 症例に対し，本方法による下顎骨再建を行った．症例１は
54歳の男性．下顎エナメル上皮腫にて2011年 1 月，右下 8 部
～左下 7 部にかけて下顎骨区域切除および再建用チタンプ
レートによる即時再建を行った．2012年 1 月にチタンプレー
トを除去し，PCBMとチタンメッシュトレーを用いて下顎骨
再建術を施した．症例 2 は47歳の男性．2013年 5 月下顎エナ
メル上皮腫にて右下１遠心部～右下 8 遠心部にかけて下顎骨
区域切除および再建用チタンプレートによる即時再建を行っ
た．2013年 9 月にチタンプレートを除去し，PCBMとチタン
メッシュトレーを用いた下顎骨再建術を施した．再建手術前
にCTのDICOMデータより顎骨の3-Dレジンモデルを作製し
た．3-Dレジンモデルを用いて残存骨と正確に適合させ，イ
ンプラント埋入に適した精密な形態のチタンメッシュトレー
を作製した．
Ⅲ経過：　2 症例とも再建骨の形成は良好で，全麻下でチタ
ンメッシュ除去術，顎堤形成術を行った．術後の顔貌も下顎
骨切除前とほぼ変わりなくきわめて良好である．
Ⅳ考察および結論：　PCBMを用いた下顎骨再建は血管柄付
き遊離骨と比較し自由な形態成形ができ，その後のインプラ
ント治療に適していると考える．その際に3-Dレジンモデル
を用いて術前に正確なチタンメッシュトレーを作製すること
で，手術時間の短縮，下顎骨形態の回復による審美的な顔貌
形成はもちろんのこと，インプラント埋入に有利で機能的な
再建骨を作れることが示唆された．

○植野 高章，中島 世市郎，木村 吉宏，砂野 彰宏，
伊藤 雄一
大阪医科大学　口腔外科学教室

The surgical technique of 3D model of the donor site bone 
for the mandibular reconstruction
○UENO T, NAKAJIMA Y, KIMURA Y, SUNANO A, 
ITO Y
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Osaka Medical 
College

Ｏ-2-4-14
下顎骨再建時におけるドナー骨の３次元モデルを
用いたサージカルシミュレーションの手術工夫

Ⅰ目的：　悪性腫瘍や広範囲顎骨骨髄炎などで下顎骨を離断
した場合は，腓骨・肩甲骨などの他の部位より二次的に移植
骨（以下ドナー骨）を採取して骨欠損部を再建する．この際
に，再建用プレートやミニプレートなどを用いて手術時にド
ナー骨を整形・適合させ下顎骨再建を行うが，多大な時間と
技術を要する．これは下顎骨が持つ複雑な形態と移植骨の形
態が一致していないことが一つの要因と推察される．われわ
れは下顎骨再建手術に際して使用するドナー骨の 3 次元モデ
ルを作製し，顎顔面骨モデルと併用して骨欠損部形態や再建
後のインプラント体埋入に最適なドナー骨位置決めを行う手
術の工夫を行い良好な整容性・機能回復を得ている．この報
告では，こうしたドナー骨 3 次元モデルを用いた下顎骨再建
手術の工夫について概略を報告する．
Ⅱ症例の概要：　患者は50歳女性で下顎骨悪性腫瘍（扁平上
皮癌）の診断のもと，頸部郭清術・下顎骨区域切除術・肩甲
骨遊離血管皮弁による下顎骨再建手術を計画した．事前にド
ナーとなる肩甲骨のCTデータから肩甲骨の三次元モデルを
作製，顎骨モデル上での骨欠損部にドナー骨モデルをシミュ
レーションにて整形して手術プランニングを行った（臨床研
究倫理委員会承認1158号）．2013年 9 月全身麻酔下に頸部郭
清術・下顎骨区域切除術を施行した．体位変換後に肩甲骨遊
離血管皮弁を採取し，シュミレーションモデルに従いドナー
骨を残存骨に固定・血管吻合を行い再建を行った．
Ⅲ経過：　術中操作は従来に比較し簡便であった．術後の経
過は順調であり顔貌の整容性・咀嚼機能ともに良好な結果を
得た．また術後のCT画像では，インプラント体埋入に適切
な位置にドナー骨が移植されていた．
Ⅳ考察および結論：　下顎骨再建手術においてドナー骨の欠
損部への適合には難渋することが多いが，事前にドナー骨三
次元モデルによるサージカルシュミレーションを行うことで
術中のドナー骨整形などが簡便に行うことができた．その一
方で，再建プレートと整形されたドナー骨の適合が予想以上
に緊密で栄養血管の吻合動静脈および周囲軟組織の適度なス
ペース確保にやや問題があった．今後はこうした硬組織以外
の組織も考慮し再建後の血流を圧迫させない様なシミュレー
ションが必要であると考えられた．更なる症例数を増やし検
討を加えていきたい．

○堀 良彦，荒川 光，小田 師巳，窪木 拓男
岡山大学病院

Sinus floor augmentation technique from alveolar crest 
without graft materials: ten case reports
○HORI Y, ARAKAWA H, ODA N, KUBOKI T
Okayama University Hospital

Ｏ-2-4-15
移植材を使用しない歯槽頂アプローチによる
上顎洞底挙上術：10ケースの症例報告

Ⅰ目的：　歯槽頂アプローチによる上顎洞底挙上術は，移植
材を併用することが一般的である．しかし，近年の報告では
挙上量が 3 mm以下の場合，移植材なしでもインプラント体
との骨性結合が得られるとの報告もある．そこで今回，過去
3 年間に移植材を使用せずに歯槽頂アプローチによる上顎洞
底挙上術を行い，インプラント体を埋入した10症例につい
て，その予後を記述的に調査したので報告する．
Ⅱ方法：　本調査の対象患者は10名（女／男：8／2名，平均
年齢：43.7±8.2歳），インプラント体10本である（平均機能
期間2.5±1.1年）．術前にCTもしくはデンタルエックス線写真
にてインプラント体埋入予定部位の上顎洞底の形態を観察し
たところ，10症例中 8 症例の上顎洞底が歯槽骨頂に対し傾斜
していた．挙上術式は，歯肉を全層弁で剥離し，Neobiotech
社製SCAキットを用いて埋入窩を形成しながら移植材を補
填せずに上顎洞底粘膜を挙上した．使用したインプラント体
の長径は， 8 mmのインプラント体が 3 本，10 mmが 6 本，
11 mmが 1 本で，挙上前の平均既存骨量は5.7±1.4 mm，平均
挙上量は3.7±0.9 mmであった．そして，すべての症例で 3 カ
月の待時期間を設け，オッセオインテグレーションの獲得を
確認した後に陶材焼付鋳造冠を装着した．
Ⅲ結果：　すべての症例において粘膜の穿孔は認めず，埋入
後 3 カ月でオッセオインテグレーション獲得が確認できた．
しかし，10本のうち1本のインプラント体が上部構造装着 1
年後に動揺を認めたため除去した．また，既存骨が 5 mm以
上で，かつ上顎洞底粘膜の挙上量が 3 mm以下の 5 症例で
は，経過観察時のデンタルエックス線写真においてインプラ
ント体周囲に新生骨様の不透過像が一層観察された．
Ⅳ考察および結論：　上部構造装着 1 年後に動揺が認められ
た 1 本のインプラント体周囲には，排膿等の炎症所見を認め
なかったことから，メカニカルストレスがオッセオインテグ
レーション破壊の原因と考えている．僅か10症例の短期的な
調査ではあるが，挙上部位の解剖学的要件がある程度整え
ば，補填材を用いることなく歯槽頂アプローチによる上顎洞
底挙上術が臨床上許容される可能性が示唆された．自家骨採
取を必要とせず，また骨補填材を使用しない本術式は，患者
への外科的，経済的負担を軽減できる選択肢かもしれない．

一
般
口
演
18

第
４
会
場

 1076033 日本口腔インプラント学会誌_ 

1

校 

2

校 

3

校 

N

校 _結城<P230>　  1076033 日本口腔インプラント学会誌_ 

1

校 

2

校 

3

校 

N

校 _結城<P231>　



232

一般口演19（第4会場）発表7分－質疑3分
2015年9月23日（水・祝） 13：30～14：20

○熊野 毅1, 2，井原 功一郎1, 2，竹中 誠一郎1, 2，
中井 大史1, 2，伊東 隆利1, 2

伊東歯科口腔病院1，九州インプラント研究会2

Clinical study in cases of mandibular block bone graft to 
maxillary anterior teeth defect
○KUMANO T1, 2, IHARA K1, 2, TAKENAKA S1, 2, 
NAKAI D1, 2, ITOH T1, 2

Itoh Dento Maxillofacial Hospital1, Kyushu Implant 
Research Group2

Ｏ-2-4-16
上顎前歯部欠損に対して下顎骨から
ブロック骨移植を行った症例の臨床的検討

Ⅰ目的：　今回我々は，25症例の上顎臼歯部歯槽骨高度吸収
症例に，骨補填材なしの上顎洞底挙上術，即時インプラント
埋入術を行った．治療後 3 年以上経過した現在も全例ともに
良好に経過している本術式の有用性を検討した．
Ⅱ対象および方法：　症例は，男性 7 例，女性18例，総数25
例，全症例全身的に大きな問題はなかった．インプラント体
は合計48本植立した．年齢は22歳から72歳で平均60±35歳で
あった．手術は2005年11月から2011年 7 月に行った．手術前
の上顎臼歯部歯槽骨頂から上顎洞底までの高さはCT画像の
クロスセクショナル像より1.1 mmから6.6 mmで平均4.7 mm
であった．手術は，全症例静脈内鎮静法を行い，骨補填材な
しで，上顎洞内側壁に沿わせるようにインプラント体を埋
入，カバースクリューを装着し，縫合を行った．使用したイ
ンプラント体は全症例HAコーティングタイプであった．
Ⅲ結果：　全症例完全に 2 回法で行った．二次手術までの免
荷期間は平均6.5±1.7カ月（最少 4 カ月，最大 9 カ月）であっ
た．手術直後から上顎洞感染を疑う所見はなかった．二次手
術時に，ペリオテストにてインプラント体の動揺を計測し
た．ペリオテスト値は平均-1±1.5（最少-4，最大03）と良好で
あったため，仮歯にて咬合負担を与えて経過観察を行い，そ
の後，最終補綴物を装着した．咬合荷重を与えてからの観察
期間は平均63±9カ月（最短39カ月，最長101カ月）であっ
た．全症例ともに現在まで良好に経過している．
Ⅳ考察および結論：　上顎臼歯部歯槽骨高度吸収症例にイン
プラント体を埋入する場合，上顎洞底挙上術を行い拳上ス
ペースに骨補填材を填塞することが一般的な手法となってい
る．しかし，一旦感染すると骨補填材が感染源となり炎症を
助長し，遷延化するとリカバリーが困難になる．渡辺らは，
イヌ前頭洞を使った実験で，上顎洞底拳上術を行い骨補填材
なしでインプラント体周囲に骨ができること，またHAコー
ティングタイプのインプラント体が特に骨結合面積が多かっ
た等を報告した．今回我々はこの動物実験の結果から，上顎
臼歯部歯槽骨高度吸収症例であっても，骨補填材なしであっ
ても，骨結合面積を増やすため，上顎洞内側壁に沿わせるよ
うにインプラント体を埋入する術式，完全な 2 回法，HA
コーティングタイプのインプラント体を用いること，免荷期
間を十分にあけることなどを考慮することによって，本術式
は十分臨床応用可能であると考えられた．

○森田 荘一朗1，鈴木 祐輔1，塩崎 秀弥1，由宇 宏基2

日本インプラント臨床研究会1，関東・甲信越支部2

The changes of vertical bone level after tooth extraction at 
maxilla molar region.
○MORITA S1, SUZUKI Y1, SHIOZAKI H1, YUU H2

cisj1, Kantoh-Kohshinetsu Branch2

Ｏ-2-4-17
上顎大臼歯部における抜歯後の
垂直的骨吸収量の変化について

Ⅰ目的：　第40，41，42 回総会においてT`S Bone spreader
を用い抜歯即時埋入における骨質，骨形態，及び手法につい
て発表した．この手法は抜歯窩の骨を側方拡大することによ
り新しいインプラント窩を形成し，埋入するインプラントの
周囲骨の骨欠損を最小限にすることができた．また抜歯窩の
骨を拡大することにより本来の抜歯窩形態の容積を減少する
ことができた．（Socket Reshaping 法と呼ぶ）．今回は 2 年
経過症例 8 症例をCBCTで計測し検討した結果，興味ある結
果を得たので報告する．
Ⅱ方法の概要：　上顎にボーンスプレッダー（T`S Bone 
spreader）を用いて抜歯窩の口蓋側，あるいは近遠心側の狭
小な骨を拡大し，インプラントの埋入を行った上顎 8 症例
10部位の抜歯窩唇側の骨吸収を埋入直後と埋入後 2 年半以上
経過症例をCBCT上で計測し比較検討を行った．計測方法は
インプラント中心線と唇側骨外側板の距離をCBCT上で計測
し埋入直後と検討した．
Ⅲ結果：　CBCTで唇側骨の吸収量を計時的に計測，比較し
た結果，0.1～1.0 mm，平均0.51 mmで非常に小さかった．
Ⅳ考察および結論：　抜歯即時埋入は近年注目され，発表さ
れる症例も増えて多数の手法が紹介されている．その理由と
しては早期，待機埋入を選択した場合，抜歯窩唇側骨の吸収
は避けられず審美性の回復等に追加手術を行うことも考えら
れる．抜歯即時埋入法を選択した場合は唇側骨の吸収量が少
なくできるからという理由である．しかしながらその分感染
等のリスクも高くなることも考えられる．今回発表する手法
（Socket Reshaping法）は既存骨を拡大，変形することによ
りインプラント体の大部分を拡大した既存骨の中に埋入する
ことができ，治癒期間の短縮，抜歯窩唇側骨外側板の水平的
吸収を抑制につながり低侵襲の治療が望めるものである．し
かし全ての症例に適応するものではなく術前のCTの診査で
骨質，骨形態の診査が重要であることが示唆された．

○山内 大典，西尾 和彦，浅井 澄人，渡辺 孝夫，飯村 彰
神奈川歯科大学　人体構造学講座

Twenty-five cases of implant placement in conjunction with 
maxillary sinus floor elevation without bone substitute.
○YAMAUCHI D, NISIO K, ASAI S, WATANABE T, 
IIMURA A
Oral Anatoray, Kanagawa Dental College

Ｏ-2-4-18
補填材なしの上顎洞底拳上と
即時インプラント埋入術の25例

Ⅰ目的：　下顎骨からのブロック骨移植は，手術に伴う侵襲
や移植骨の経時的な吸収を懸念する報告は少なくない．当病
院では，上顎前歯部顎堤高度吸収例に対して，ブロック骨を
移植後，インプラント埋入を行い，臨床的に良好な経過を得
ているためその概要を報告する．
Ⅱ対象および方法：　当院において，2009年 5 月から2011年
10月までに，局所麻酔下および静脈内鎮静法下で，オトガイ
部および下顎枝部からブロック骨を移植後，インプラント埋
入を行い，最終上部構造を装着して 3 年以上経過した 7 症例
9 部位の上顎前歯部顎堤高度吸収例を対象とした．なお，ド
ナー部の選択は，必要な骨採取量，移植骨の形態学的特徴や
患者の性格的な要素等も考慮し決定している．本術式は，ド
ナー部からブロック骨を採取し，母床部の皮質骨穿孔後，マ
イクロスクリュー（φ1.2×6 mm or 8 mm）を用いて固定す
る．その後，3 ～ 6 カ月の治癒期間を設けて，インプラント
（Straumann社製）埋入を行っている．画像評価について
は，コーンビームCTを使用し，その再構成画像において，
吸収の程度を評価した． 
Ⅲ結果：　臨床的にはブロック骨の脱落，感染等の合併症は
認めず，インプラント埋入後もその周囲組織は安定してい
た．オトガイ部よりブロック骨を採取した 3 症例について
は，術後の知覚異常が認められたものの，上部構造装着時に
は改善していた．下顎枝部から採取した症例については，知
覚異常は認めなかった．インプラント埋入部の骨質は，両部
位ともにLeckholm & Zarbの分類でTypeⅡ～Ⅲであり，臨
床的に差はなかった．画像評価では，ブロック骨に大きな吸
収像は認めず，インプラントの唇側骨も良好な骨量を維持し
ていた．
Ⅳ考察および結論：　下顎骨からのブロック骨移植はインプ
ラント治療における骨造成法として有用な方法の 1 つである
と考えられた．しかし，ブロック骨移植は術者の熟練度が臨
床成績を左右するため，母床側の形成など，更なる臨床的工
夫が必要であると考える．

○田口 達夫2，岡田 雄也2，小出 直弘3，椎貝 達夫1, 2

東京歯科大学インプラント科1，関東・甲信越支部2，中部
支部3

Clinical study of immediate placement after extraction
Clinical evaluation of bone around dental implants
○TAGUCHI T2, OKADA Y2, KOIDE N3, SHIIGAI T1, 2

Department of Oral and Maxillofacial Implanvology,Tokyo 
Dental College1, Kanto-Koshinetsu Branch2, Chubu Branch3

Ｏ-2-4-19
抜歯即時埋入における臨床的考察
－インプラント周囲の経時的変化－

Ⅰ目的：　近年歯科用CTが普及し, インプラント治療におけ
る診断において骨の状態を正確に診断することが可能になっ
た. 上顎大臼歯を抜歯し掻爬を行なった後一定期間待機した
症例では, 歯槽骨の吸収によってインプラント埋入に必要な
骨量が確保できないことが多い. この場合, 上顎洞底挙上術な
どの骨造成法を行なってからインプラントを埋入するか, 
ショートインプラントの使用や傾斜埋入等の骨造成を行なわ
ずにインプラントを埋入する方法をとらざるをえなくなる. 
しかしながら上顎洞底挙上術等は外科的侵襲による患者への
負担が大きく, ショートインプラントや傾斜埋入は症例によっ
て施行できない場合がある. そこで, 歯槽堤温存術（socket 
preservation）によって抜歯後の歯槽骨の吸収を可能な限り
抑制することで骨量を確保できれば, その後の術式が容易に
なると考えられる. 今回, 歯槽堤温存術を施行した群と施行し
なかった群において, それぞれの骨の吸収量を計測し比較し
たので報告する.
Ⅱ方法の概要：　上顎第 2 大臼歯を保存不可と診断された患
者12名に対し今回の治療法を十分に説明し, 同意を得た. 抜歯
後に掻爬のみを行なったコントロール群 6 名と抜歯・掻爬後の
抜歯窩に骨補填材（Bio-Oss Geistlich Pharma AG, Switzerland）
を充填した対象群 6 名に分けた. CT画像にて上顎中切歯切端
と上顎第 1 大臼歯遠心頬側咬頭を含む直線において第 1 大臼
歯の最遠心部から 4 mm後方を基準とし, 歯槽最深部から上顎
洞底部までの骨量と頬舌側の水平的な骨量を計測し, 抜歯時
と抜歯後 3 カ月の状態を比較した.
Ⅲ考察および結論：　歯槽堤温存術の施行の有無にかかわら
ず垂直的な骨量の増加が認められたが, 施行された群の方が
骨量の増加が著明であった. 水平的な骨量は両群において吸
収が認められた. 歯槽堤温存術を施行した群ではインプラン
ト埋入手術時に十分な骨量を得られた症例が多く, これらの
結果から歯槽堤温存術が歯槽骨吸収の予防に対し効果的であ
ることが示唆された.
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一般口演19（第4会場）発表7分－質疑3分
2015年9月23日（水・祝） 13：30～14：20

○熊野 毅1, 2，井原 功一郎1, 2，竹中 誠一郎1, 2，
中井 大史1, 2，伊東 隆利1, 2

伊東歯科口腔病院1，九州インプラント研究会2

Clinical study in cases of mandibular block bone graft to 
maxillary anterior teeth defect
○KUMANO T1, 2, IHARA K1, 2, TAKENAKA S1, 2, 
NAKAI D1, 2, ITOH T1, 2

Itoh Dento Maxillofacial Hospital1, Kyushu Implant 
Research Group2

Ｏ-2-4-16
上顎前歯部欠損に対して下顎骨から
ブロック骨移植を行った症例の臨床的検討

Ⅰ目的：　今回我々は，25症例の上顎臼歯部歯槽骨高度吸収
症例に，骨補填材なしの上顎洞底挙上術，即時インプラント
埋入術を行った．治療後 3 年以上経過した現在も全例ともに
良好に経過している本術式の有用性を検討した．
Ⅱ対象および方法：　症例は，男性 7 例，女性18例，総数25
例，全症例全身的に大きな問題はなかった．インプラント体
は合計48本植立した．年齢は22歳から72歳で平均60±35歳で
あった．手術は2005年11月から2011年 7 月に行った．手術前
の上顎臼歯部歯槽骨頂から上顎洞底までの高さはCT画像の
クロスセクショナル像より1.1 mmから6.6 mmで平均4.7 mm
であった．手術は，全症例静脈内鎮静法を行い，骨補填材な
しで，上顎洞内側壁に沿わせるようにインプラント体を埋
入，カバースクリューを装着し，縫合を行った．使用したイ
ンプラント体は全症例HAコーティングタイプであった．
Ⅲ結果：　全症例完全に 2 回法で行った．二次手術までの免
荷期間は平均6.5±1.7カ月（最少 4 カ月，最大 9 カ月）であっ
た．手術直後から上顎洞感染を疑う所見はなかった．二次手
術時に，ペリオテストにてインプラント体の動揺を計測し
た．ペリオテスト値は平均-1±1.5（最少-4，最大03）と良好で
あったため，仮歯にて咬合負担を与えて経過観察を行い，そ
の後，最終補綴物を装着した．咬合荷重を与えてからの観察
期間は平均63±9カ月（最短39カ月，最長101カ月）であっ
た．全症例ともに現在まで良好に経過している．
Ⅳ考察および結論：　上顎臼歯部歯槽骨高度吸収症例にイン
プラント体を埋入する場合，上顎洞底挙上術を行い拳上ス
ペースに骨補填材を填塞することが一般的な手法となってい
る．しかし，一旦感染すると骨補填材が感染源となり炎症を
助長し，遷延化するとリカバリーが困難になる．渡辺らは，
イヌ前頭洞を使った実験で，上顎洞底拳上術を行い骨補填材
なしでインプラント体周囲に骨ができること，またHAコー
ティングタイプのインプラント体が特に骨結合面積が多かっ
た等を報告した．今回我々はこの動物実験の結果から，上顎
臼歯部歯槽骨高度吸収症例であっても，骨補填材なしであっ
ても，骨結合面積を増やすため，上顎洞内側壁に沿わせるよ
うにインプラント体を埋入する術式，完全な 2 回法，HA
コーティングタイプのインプラント体を用いること，免荷期
間を十分にあけることなどを考慮することによって，本術式
は十分臨床応用可能であると考えられた．

○森田 荘一朗1，鈴木 祐輔1，塩崎 秀弥1，由宇 宏基2

日本インプラント臨床研究会1，関東・甲信越支部2

The changes of vertical bone level after tooth extraction at 
maxilla molar region.
○MORITA S1, SUZUKI Y1, SHIOZAKI H1, YUU H2

cisj1, Kantoh-Kohshinetsu Branch2

Ｏ-2-4-17
上顎大臼歯部における抜歯後の
垂直的骨吸収量の変化について

Ⅰ目的：　第40，41，42 回総会においてT`S Bone spreader
を用い抜歯即時埋入における骨質，骨形態，及び手法につい
て発表した．この手法は抜歯窩の骨を側方拡大することによ
り新しいインプラント窩を形成し，埋入するインプラントの
周囲骨の骨欠損を最小限にすることができた．また抜歯窩の
骨を拡大することにより本来の抜歯窩形態の容積を減少する
ことができた．（Socket Reshaping 法と呼ぶ）．今回は 2 年
経過症例 8 症例をCBCTで計測し検討した結果，興味ある結
果を得たので報告する．
Ⅱ方法の概要：　上顎にボーンスプレッダー（T`S Bone 
spreader）を用いて抜歯窩の口蓋側，あるいは近遠心側の狭
小な骨を拡大し，インプラントの埋入を行った上顎 8 症例
10部位の抜歯窩唇側の骨吸収を埋入直後と埋入後 2 年半以上
経過症例をCBCT上で計測し比較検討を行った．計測方法は
インプラント中心線と唇側骨外側板の距離をCBCT上で計測
し埋入直後と検討した．
Ⅲ結果：　CBCTで唇側骨の吸収量を計時的に計測，比較し
た結果，0.1～1.0 mm，平均0.51 mmで非常に小さかった．
Ⅳ考察および結論：　抜歯即時埋入は近年注目され，発表さ
れる症例も増えて多数の手法が紹介されている．その理由と
しては早期，待機埋入を選択した場合，抜歯窩唇側骨の吸収
は避けられず審美性の回復等に追加手術を行うことも考えら
れる．抜歯即時埋入法を選択した場合は唇側骨の吸収量が少
なくできるからという理由である．しかしながらその分感染
等のリスクも高くなることも考えられる．今回発表する手法
（Socket Reshaping法）は既存骨を拡大，変形することによ
りインプラント体の大部分を拡大した既存骨の中に埋入する
ことができ，治癒期間の短縮，抜歯窩唇側骨外側板の水平的
吸収を抑制につながり低侵襲の治療が望めるものである．し
かし全ての症例に適応するものではなく術前のCTの診査で
骨質，骨形態の診査が重要であることが示唆された．

○山内 大典，西尾 和彦，浅井 澄人，渡辺 孝夫，飯村 彰
神奈川歯科大学　人体構造学講座

Twenty-five cases of implant placement in conjunction with 
maxillary sinus floor elevation without bone substitute.
○YAMAUCHI D, NISIO K, ASAI S, WATANABE T, 
IIMURA A
Oral Anatoray, Kanagawa Dental College

Ｏ-2-4-18
補填材なしの上顎洞底拳上と
即時インプラント埋入術の25例

Ⅰ目的：　下顎骨からのブロック骨移植は，手術に伴う侵襲
や移植骨の経時的な吸収を懸念する報告は少なくない．当病
院では，上顎前歯部顎堤高度吸収例に対して，ブロック骨を
移植後，インプラント埋入を行い，臨床的に良好な経過を得
ているためその概要を報告する．
Ⅱ対象および方法：　当院において，2009年 5 月から2011年
10月までに，局所麻酔下および静脈内鎮静法下で，オトガイ
部および下顎枝部からブロック骨を移植後，インプラント埋
入を行い，最終上部構造を装着して 3 年以上経過した 7 症例
9 部位の上顎前歯部顎堤高度吸収例を対象とした．なお，ド
ナー部の選択は，必要な骨採取量，移植骨の形態学的特徴や
患者の性格的な要素等も考慮し決定している．本術式は，ド
ナー部からブロック骨を採取し，母床部の皮質骨穿孔後，マ
イクロスクリュー（φ1.2×6 mm or 8 mm）を用いて固定す
る．その後，3 ～ 6 カ月の治癒期間を設けて，インプラント
（Straumann社製）埋入を行っている．画像評価について
は，コーンビームCTを使用し，その再構成画像において，
吸収の程度を評価した． 
Ⅲ結果：　臨床的にはブロック骨の脱落，感染等の合併症は
認めず，インプラント埋入後もその周囲組織は安定してい
た．オトガイ部よりブロック骨を採取した 3 症例について
は，術後の知覚異常が認められたものの，上部構造装着時に
は改善していた．下顎枝部から採取した症例については，知
覚異常は認めなかった．インプラント埋入部の骨質は，両部
位ともにLeckholm & Zarbの分類でTypeⅡ～Ⅲであり，臨
床的に差はなかった．画像評価では，ブロック骨に大きな吸
収像は認めず，インプラントの唇側骨も良好な骨量を維持し
ていた．
Ⅳ考察および結論：　下顎骨からのブロック骨移植はインプ
ラント治療における骨造成法として有用な方法の 1 つである
と考えられた．しかし，ブロック骨移植は術者の熟練度が臨
床成績を左右するため，母床側の形成など，更なる臨床的工
夫が必要であると考える．

○田口 達夫2，岡田 雄也2，小出 直弘3，椎貝 達夫1, 2

東京歯科大学インプラント科1，関東・甲信越支部2，中部
支部3

Clinical study of immediate placement after extraction
Clinical evaluation of bone around dental implants
○TAGUCHI T2, OKADA Y2, KOIDE N3, SHIIGAI T1, 2

Department of Oral and Maxillofacial Implanvology,Tokyo 
Dental College1, Kanto-Koshinetsu Branch2, Chubu Branch3

Ｏ-2-4-19
抜歯即時埋入における臨床的考察
－インプラント周囲の経時的変化－

Ⅰ目的：　近年歯科用CTが普及し, インプラント治療におけ
る診断において骨の状態を正確に診断することが可能になっ
た. 上顎大臼歯を抜歯し掻爬を行なった後一定期間待機した
症例では, 歯槽骨の吸収によってインプラント埋入に必要な
骨量が確保できないことが多い. この場合, 上顎洞底挙上術な
どの骨造成法を行なってからインプラントを埋入するか, 
ショートインプラントの使用や傾斜埋入等の骨造成を行なわ
ずにインプラントを埋入する方法をとらざるをえなくなる. 
しかしながら上顎洞底挙上術等は外科的侵襲による患者への
負担が大きく, ショートインプラントや傾斜埋入は症例によっ
て施行できない場合がある. そこで, 歯槽堤温存術（socket 
preservation）によって抜歯後の歯槽骨の吸収を可能な限り
抑制することで骨量を確保できれば, その後の術式が容易に
なると考えられる. 今回, 歯槽堤温存術を施行した群と施行し
なかった群において, それぞれの骨の吸収量を計測し比較し
たので報告する.
Ⅱ方法の概要：　上顎第 2 大臼歯を保存不可と診断された患
者12名に対し今回の治療法を十分に説明し, 同意を得た. 抜歯
後に掻爬のみを行なったコントロール群 6 名と抜歯・掻爬後の
抜歯窩に骨補填材（Bio-Oss Geistlich Pharma AG, Switzerland）
を充填した対象群 6 名に分けた. CT画像にて上顎中切歯切端
と上顎第 1 大臼歯遠心頬側咬頭を含む直線において第 1 大臼
歯の最遠心部から 4 mm後方を基準とし, 歯槽最深部から上顎
洞底部までの骨量と頬舌側の水平的な骨量を計測し, 抜歯時
と抜歯後 3 カ月の状態を比較した.
Ⅲ考察および結論：　歯槽堤温存術の施行の有無にかかわら
ず垂直的な骨量の増加が認められたが, 施行された群の方が
骨量の増加が著明であった. 水平的な骨量は両群において吸
収が認められた. 歯槽堤温存術を施行した群ではインプラン
ト埋入手術時に十分な骨量を得られた症例が多く, これらの
結果から歯槽堤温存術が歯槽骨吸収の予防に対し効果的であ
ることが示唆された.
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一般口演20（第4会場）発表7分－質疑3分
2015年9月23日（水・祝） 14：40～15：20

○金子 亮1，久保 浩太郎2，油科 沙希2，雨宮 啓2，
白鳥 清人1

中部支部1，関東・甲信越支部2

Clinical consideration for anterior nasal spine of maxilla 
block bone graft in maxillary anterior zone
○KANEKO R1, KUBO K2, YUSHINA S2, 
AMEMIYA K2, SHIRATORI K1

Chubu Branch1, Kanto-Koshinetsu Branch2

Ｏ-2-4-20
上顎前歯部における前鼻棘下部からの
ブロック骨移植を行った症例の臨床的検討

Ⅰ目的：　上顎前歯欠損部におけるインプラント体埋入術に
おいて，著しい骨吸収を伴う場合は骨造成術の併用が必要と
なる．骨造成術にはいくつかの術式が挙げられるが，その一
つにブロック骨移植術がある．ブロック骨の採取部位として
は下顎枝前縁部やオトガイ部などからの採取が一般的である
が，術野が二ヶ所に増える事や神経麻痺などの合併症がおこ
る可能性がある．そこで当院では，上顎前歯部における骨造
成は，可能な限り術野と同一部位である前鼻棘下部からのブ
ロック骨移植を行っている．今回は，本法の適応症，臨床的
注意点，術後の経過，考察などを報告する．
Ⅱ方法の概要：　上顎前歯部のインプラント体埋入予定部位
に骨欠損（Daniel Buserの分類 : ClassⅢ～Ⅳ）がある患者54名
（男性：20名，女性：34名，年齢25～77歳）に対して，本法
について説明し同意を得たのちに，ピエゾ式超音波装置（メ
クトロン社製）を用い前鼻棘下部から採取したブロック骨
（横幅5～15 mm，高さ3～8 mm，厚み2～5 mm）を，埋入
したインプラント体（ノーベルバイオケア社製：直径
3.5 mmまたは4.3 mm，長さ10 mmまたは11.5 mm）の水平的
に骨量の足りない唇側骨面にボーンスクリュー（プロシード
社製）を用いて固定した．そして粉砕した自家骨をブロック
骨周囲の僅かなスペースに填塞し，吸収性メンブレン（コー
ケン社製）にて被覆した．その後パノラマエックス線写真ま
たはコーンビームCTにて，造成した骨の形態的変化を評価
した．術後，造成したインプラント体の唇側骨は十分な骨量
を保っていた．また上部構造装着後も，インプラント体周囲
組織は安定している事が認められた．
Ⅲ考察および結論：　上顎前歯部の水平的な骨吸収に対し
て，術野と同一部位である前鼻棘下部から採取したブロック
骨を用いた骨造成術は，下顎枝前縁部やオトガイ部などから
骨を採取する方法と比べ，術野を二ヶ所から一ヶ所に減少さ
せる事ができ，疼痛や腫脹などの患者の不快症状や，感染症
や神経麻痺などの合併症のリスクも軽減する事が可能とな
る．また，採取時にいくつかの点に注意することによって，
他の部位から採取するブロック骨移植法と同様に，審美的に
得られた結果を長期的に維持し安定させる事も可能であっ
た．よって上顎前歯部に骨造成を行う場合，本法は患者に
とって有益である事が示唆された．

○関矢 泰樹，山口 琢央，伊藤 聖，梨本 正憲，小林 博
総合インプラント研究センター

Differences of bone formation in regions at regenerated site 
with reference to sinus lift surgery
○SEKIYA Y, YAMAGUTI T, ITOU S, NASHIMOTO M, 
KOBAYASHI H
General Implant Research Center

O-2-4-21
上顎洞底挙上術による骨造成部における
骨形成は部位により異なる

Ⅰ目的：　複数の骨補填材を用いて上顎洞底挙上術を行った
後，人工歯根埋入予定部より組織を採取し，骨造成部を歯槽
部および中央部に区分して，骨の形成開始時期，形成量およ
び成熟化に差異が生ずるかを，骨形態計測学的および組織学
的に検討した．
Ⅱ材料および方法：　当センター倫理規定に準じ，文書によ
る患者承諾のもと実施した（承認番号１号）．対象は，上顎
洞底挙上術42名（女27名，男15名）上顎洞56側（標本数56
本）であった．術後31日～365日を 1 カ月（30日）ごとに 1 群
とし，11群に区分して比較検討した．人工歯根埋入時に歯槽頂
から骨造成部に至る円筒状の組織（直径 2 mm×長さ 8 mm）
を採取した．通法に従いパラフィン切片，HE染色標本を作
製し，歯槽部および中央部別に歯槽骨，成熟骨，新生骨，
HA顆粒の割合（面積比）をコンピューター画像処理して計
測し，有意差の検定を行い評価した．
Ⅲ結果：　成熟骨および新生骨は，31～60日群（n=3）: 歯槽
部＝1.6％，6.8％．中央部＝1.5％，2.7％．61～90日群
（n=5）：歯槽部＝7.3％，7.2％．中央部＝2.6％，7.1％．91～
120日群（n=7）：歯槽部＝11.1％，7.5％．中央部＝10.5％，
7.3％．121～150日群（n＝10）：歯槽部＝19.7％，7.2％．中
央部＝23.5％，8.9％．151～180日群（n=5）：歯槽部＝
22.8％，2.7％．中央部＝27.0％，10.8％．181～210日群
（n=3）：歯槽部＝20.7％，8.5％．中央部＝28.7％，4.9％．
211～240日群（n=3）：歯槽部＝25.6％，2.0％．中央部＝
36.3％，4.7％．241～270日群（n=8）：歯槽部＝33.5％，
7.2％．中央部＝34.3％，6.9％．271～300日群（n=4）：歯槽
部＝35.5％，6.5％．中央部＝34.0％，6.6％．301～330日群
（n=2）：歯槽部＝40.1％，6.4％．中央部＝32.7％，7.5％．
331～365日群（n=6）：歯槽部＝37.8％，4.0％．中央部＝
29.0％，6.5％であった．
Ⅳ考察および結論：　骨造成部の新生骨および成熟骨は，歯
槽部および中央部共に31～60日群で認められ，骨形成が開始
し，経過とともに増加を示し，長期間にわたり認められた．
しかし，歯槽部は．中央部と比較して，31～60日群および61
～90日群において骨形成量が多く，成熟化が速くみられた
が，全骨領域は，歯槽部の331～365日群で，中央部の271～
300日群以降で減少傾向を示した．
骨造成部の歯槽部は，中央部と比較して早期に骨形成量が多
く成熟化が速く，中央部は，歯槽部より早い時期から減少傾
向が認められた．

○鳥村 亜矢，礒辺 和重，鈴木 泰二，奥寺 元
東京形成歯科研究会

PRF（Platelet Rich Fibrin） in soft tissue application cases
-Application of mucosa surgical adhesive used effect over-
○TORIMURA A, ISOBE K, SUZUKI T, OKUDERA H
Tokyo Plastic Dental Society

O-2-4-22
軟組織におけるPRF（Platelet Rich Fibrin） 
応用症例
―粘膜外科用接着剤使用効果―

Ⅰ目的：　インプラント治療においては，硬・軟組織の迅速
な治癒経過や軟組織の健康な厚みのある角化歯肉は，インプ
ラントの予後にも大きな影響をもたらす．私どもは，歯槽骨
及び歯肉形態修正において自己血由来の多血小板血漿
（PRP）また多血小板フィビリン（PRF）を持つ特徴を踏ま
えて，治癒促進や審美を求めた形態再生の効果と歯肉軟組織
の審美障害をもたらすメラニン色素沈着でその除去に応用し
て，粘膜上皮治癒効果を発表した．今回軟組織の処置の治癒
促進に的を絞り，粘膜における粘膜外科用接着剤の固定で患
者の痛みの緩和治癒促進求めた．その軟組織検査を紹介す
る．
Ⅱ材料および方法：　東京形成倫理委員会承認番号（005）
をもとに，患者の同意を受けた症例を対象とした．症例は，
抜歯後骨補填材を挿入し上唇小帯切除後PRFをカバーし，そ
の上に粘膜外科用接着剤（エチル 2 －シアノアクリケート）
を塗布しPRFの経過を肉眼的観察と 3 カ月後のBIOPSY除去
の組織観察を行った． 
Ⅲ結果：　粘膜外科用接着材で固定されつつ，PRFが速やか
に吸収されていくことが継時的に観察され，治癒がほぼ 3 週
間の経過であった．また吸収下では新生肉下組織の増殖も観
察された．普通切開後においては，食品等の刺激等がある
が，今回の使用でまったく痛みを訴えなかった．組織検査に
おいても，組織的に通常の治癒展開の結果で異常はなかっ
た．
Ⅳ考察および結論：　治癒促進と手術後の緩和は臨床医療に
おいては，患者の手術経過の緩和に対して重要な立場であ
る．PRFを粘膜外科用接着剤で固定することにより，違和感
を訴える事なく，組織的に異常はなかった．症例内容におい
てはこの様な応用も選択肢の１方法で有ることが示唆され
た．
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一般口演20（第4会場）発表7分－質疑3分
2015年9月23日（水・祝） 14：40～15：20

○金子 亮1，久保 浩太郎2，油科 沙希2，雨宮 啓2，
白鳥 清人1

中部支部1，関東・甲信越支部2

Clinical consideration for anterior nasal spine of maxilla 
block bone graft in maxillary anterior zone
○KANEKO R1, KUBO K2, YUSHINA S2, 
AMEMIYA K2, SHIRATORI K1

Chubu Branch1, Kanto-Koshinetsu Branch2

Ｏ-2-4-20
上顎前歯部における前鼻棘下部からの
ブロック骨移植を行った症例の臨床的検討

Ⅰ目的：　上顎前歯欠損部におけるインプラント体埋入術に
おいて，著しい骨吸収を伴う場合は骨造成術の併用が必要と
なる．骨造成術にはいくつかの術式が挙げられるが，その一
つにブロック骨移植術がある．ブロック骨の採取部位として
は下顎枝前縁部やオトガイ部などからの採取が一般的である
が，術野が二ヶ所に増える事や神経麻痺などの合併症がおこ
る可能性がある．そこで当院では，上顎前歯部における骨造
成は，可能な限り術野と同一部位である前鼻棘下部からのブ
ロック骨移植を行っている．今回は，本法の適応症，臨床的
注意点，術後の経過，考察などを報告する．
Ⅱ方法の概要：　上顎前歯部のインプラント体埋入予定部位
に骨欠損（Daniel Buserの分類 : ClassⅢ～Ⅳ）がある患者54名
（男性：20名，女性：34名，年齢25～77歳）に対して，本法
について説明し同意を得たのちに，ピエゾ式超音波装置（メ
クトロン社製）を用い前鼻棘下部から採取したブロック骨
（横幅5～15 mm，高さ3～8 mm，厚み2～5 mm）を，埋入
したインプラント体（ノーベルバイオケア社製：直径
3.5 mmまたは4.3 mm，長さ10 mmまたは11.5 mm）の水平的
に骨量の足りない唇側骨面にボーンスクリュー（プロシード
社製）を用いて固定した．そして粉砕した自家骨をブロック
骨周囲の僅かなスペースに填塞し，吸収性メンブレン（コー
ケン社製）にて被覆した．その後パノラマエックス線写真ま
たはコーンビームCTにて，造成した骨の形態的変化を評価
した．術後，造成したインプラント体の唇側骨は十分な骨量
を保っていた．また上部構造装着後も，インプラント体周囲
組織は安定している事が認められた．
Ⅲ考察および結論：　上顎前歯部の水平的な骨吸収に対し
て，術野と同一部位である前鼻棘下部から採取したブロック
骨を用いた骨造成術は，下顎枝前縁部やオトガイ部などから
骨を採取する方法と比べ，術野を二ヶ所から一ヶ所に減少さ
せる事ができ，疼痛や腫脹などの患者の不快症状や，感染症
や神経麻痺などの合併症のリスクも軽減する事が可能とな
る．また，採取時にいくつかの点に注意することによって，
他の部位から採取するブロック骨移植法と同様に，審美的に
得られた結果を長期的に維持し安定させる事も可能であっ
た．よって上顎前歯部に骨造成を行う場合，本法は患者に
とって有益である事が示唆された．

○関矢 泰樹，山口 琢央，伊藤 聖，梨本 正憲，小林 博
総合インプラント研究センター

Differences of bone formation in regions at regenerated site 
with reference to sinus lift surgery
○SEKIYA Y, YAMAGUTI T, ITOU S, NASHIMOTO M, 
KOBAYASHI H
General Implant Research Center

O-2-4-21
上顎洞底挙上術による骨造成部における
骨形成は部位により異なる

Ⅰ目的：　複数の骨補填材を用いて上顎洞底挙上術を行った
後，人工歯根埋入予定部より組織を採取し，骨造成部を歯槽
部および中央部に区分して，骨の形成開始時期，形成量およ
び成熟化に差異が生ずるかを，骨形態計測学的および組織学
的に検討した．
Ⅱ材料および方法：　当センター倫理規定に準じ，文書によ
る患者承諾のもと実施した（承認番号１号）．対象は，上顎
洞底挙上術42名（女27名，男15名）上顎洞56側（標本数56
本）であった．術後31日～365日を 1 カ月（30日）ごとに 1 群
とし，11群に区分して比較検討した．人工歯根埋入時に歯槽頂
から骨造成部に至る円筒状の組織（直径 2 mm×長さ 8 mm）
を採取した．通法に従いパラフィン切片，HE染色標本を作
製し，歯槽部および中央部別に歯槽骨，成熟骨，新生骨，
HA顆粒の割合（面積比）をコンピューター画像処理して計
測し，有意差の検定を行い評価した．
Ⅲ結果：　成熟骨および新生骨は，31～60日群（n=3）: 歯槽
部＝1.6％，6.8％．中央部＝1.5％，2.7％．61～90日群
（n=5）：歯槽部＝7.3％，7.2％．中央部＝2.6％，7.1％．91～
120日群（n=7）：歯槽部＝11.1％，7.5％．中央部＝10.5％，
7.3％．121～150日群（n＝10）：歯槽部＝19.7％，7.2％．中
央部＝23.5％，8.9％．151～180日群（n=5）：歯槽部＝
22.8％，2.7％．中央部＝27.0％，10.8％．181～210日群
（n=3）：歯槽部＝20.7％，8.5％．中央部＝28.7％，4.9％．
211～240日群（n=3）：歯槽部＝25.6％，2.0％．中央部＝
36.3％，4.7％．241～270日群（n=8）：歯槽部＝33.5％，
7.2％．中央部＝34.3％，6.9％．271～300日群（n=4）：歯槽
部＝35.5％，6.5％．中央部＝34.0％，6.6％．301～330日群
（n=2）：歯槽部＝40.1％，6.4％．中央部＝32.7％，7.5％．
331～365日群（n=6）：歯槽部＝37.8％，4.0％．中央部＝
29.0％，6.5％であった．
Ⅳ考察および結論：　骨造成部の新生骨および成熟骨は，歯
槽部および中央部共に31～60日群で認められ，骨形成が開始
し，経過とともに増加を示し，長期間にわたり認められた．
しかし，歯槽部は．中央部と比較して，31～60日群および61
～90日群において骨形成量が多く，成熟化が速くみられた
が，全骨領域は，歯槽部の331～365日群で，中央部の271～
300日群以降で減少傾向を示した．
骨造成部の歯槽部は，中央部と比較して早期に骨形成量が多
く成熟化が速く，中央部は，歯槽部より早い時期から減少傾
向が認められた．

○鳥村 亜矢，礒辺 和重，鈴木 泰二，奥寺 元
東京形成歯科研究会

PRF（Platelet Rich Fibrin） in soft tissue application cases
-Application of mucosa surgical adhesive used effect over-
○TORIMURA A, ISOBE K, SUZUKI T, OKUDERA H
Tokyo Plastic Dental Society

O-2-4-22
軟組織におけるPRF（Platelet Rich Fibrin） 
応用症例
―粘膜外科用接着剤使用効果―

Ⅰ目的：　インプラント治療においては，硬・軟組織の迅速
な治癒経過や軟組織の健康な厚みのある角化歯肉は，インプ
ラントの予後にも大きな影響をもたらす．私どもは，歯槽骨
及び歯肉形態修正において自己血由来の多血小板血漿
（PRP）また多血小板フィビリン（PRF）を持つ特徴を踏ま
えて，治癒促進や審美を求めた形態再生の効果と歯肉軟組織
の審美障害をもたらすメラニン色素沈着でその除去に応用し
て，粘膜上皮治癒効果を発表した．今回軟組織の処置の治癒
促進に的を絞り，粘膜における粘膜外科用接着剤の固定で患
者の痛みの緩和治癒促進求めた．その軟組織検査を紹介す
る．
Ⅱ材料および方法：　東京形成倫理委員会承認番号（005）
をもとに，患者の同意を受けた症例を対象とした．症例は，
抜歯後骨補填材を挿入し上唇小帯切除後PRFをカバーし，そ
の上に粘膜外科用接着剤（エチル 2 －シアノアクリケート）
を塗布しPRFの経過を肉眼的観察と 3 カ月後のBIOPSY除去
の組織観察を行った． 
Ⅲ結果：　粘膜外科用接着材で固定されつつ，PRFが速やか
に吸収されていくことが継時的に観察され，治癒がほぼ 3 週
間の経過であった．また吸収下では新生肉下組織の増殖も観
察された．普通切開後においては，食品等の刺激等がある
が，今回の使用でまったく痛みを訴えなかった．組織検査に
おいても，組織的に通常の治癒展開の結果で異常はなかっ
た．
Ⅳ考察および結論：　治癒促進と手術後の緩和は臨床医療に
おいては，患者の手術経過の緩和に対して重要な立場であ
る．PRFを粘膜外科用接着剤で固定することにより，違和感
を訴える事なく，組織的に異常はなかった．症例内容におい
てはこの様な応用も選択肢の１方法で有ることが示唆され
た．
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○井上 実1, 2，各務 秀明1, 2，朝比奈 泉3

東京大学医科学研究所1，松本歯科大学　口腔顎顔面外科学
講座2，長崎大学　顎口腔再生外科3

Bone marrow stromal cells for alveolar bone tissue 
engineering : basic science to clinical translation.
○INOUE M1, 2, KAGAMI H1, 2, ASAHINA I3

The Institute of Medical Science, The University of Tokyo1, 
Oral and Maxillofacial surgery, Matsumoto Dental 
University2, Nagasaki University, Graduate School of 
Biomedical Science,Unit of Translational Medicine,3

O-2-4-23
自己骨髄間質細胞を用いた歯槽骨再生臨床研究

Ⅰ目的：　骨移植を必要とする重度の歯槽骨萎縮症患者に対
して，安全かつ侵襲の少ない骨再生治療を提供することが本
臨床研究の最終的な目標である．顆粒状の担体（β-TCP）
に対して最適化された自家骨髄間質細胞の培養，分化誘導条
件を用いて，作製された移植材料（以下「培養骨」）による
歯槽骨再生治療の安全性および有効性を評価する．
Ⅱ材料および方法：　本臨床研究は,「ヒト幹細胞を用いた
臨床研究に関する指針」に基づき，学内委員会および厚生労
働省の承認（21-1）を受けて実施中である．対象は骨移植を
必要とする重度の歯槽骨萎縮症患者で，インプラント治療を
希望するものである．症例検討会にて検討を行い，これまで
に第Ⅰ相相当として募集された15症例全例のエントリーが終
了している．局所麻酔下で腸骨より骨髄穿刺にて骨髄液を採
取し，東京大学医科学研究所内の細胞調整施設でプロトコル
に従って骨髄間質細胞の培養を行った．エントリーされた15
症例全症例に対して，培養骨移植後約 4 カ月で骨採取とイン
プラント埋入を行い，再生骨の評価を行った.
Ⅲ結果：　本研究で用いた細胞調製法により，個体差の影響
は軽減され，安定した細胞培養が可能であった．移植された
培養骨に関して，これまで安全性に関する問題は認めていな
い．全例で骨再生が得られており，骨生検により採取された
再生骨における骨占有率は平均41％であった．
Ⅳ考察および結論：　現在経過観察期間中であり，再生骨の
変化や再生骨中のインプラントの予後について引き続き評価
を行っていく予定である．これまでの結果からは，自家骨髄
間質細胞を用いた骨造成は，自家骨移植を必要とする重度の
歯槽骨萎縮症例に有用である可能性が示唆されている．

○宮林 秀企1，各務 秀明1, 2，田口 明1，井上 実1, 2，
杉野 紀幸1

松本歯科大学硬組織疾患制御再建学講座1，東京大学医科学
研究所2

The examination about the bone regeneration and the 
remodeling process by a cell transplant
○MIYABAYASHI H1, KAGAMI H1, 2, TAGUCHI A1, 
INOUE M1, 2, SUGINO N1

Matsumoto Dental Univ.1, Institute of Medical Science, the 
University of Tokyo2

O-2-4-24
細胞移植による骨再生およびリモデリング過程に
関する検討

Ⅰ目的：　再生骨と既存骨との違いを検討するとともに，長
期に及ぶ再生骨の経時的変化とその過程について理解する． 
Ⅱ材料および方法：　ImageJ を用いfilteringによって骨梁
構造を抽出し，再生骨中の骨梁形成過程を観察するととも
に，再生骨と既存骨の骨梁パターン比較を行う．また，CT
データから骨梁構造の抽出を行うため，骨量解析ソフト
（TRI/3D－BON）を用いて既存骨と再生骨を比較する．骨
量やフラクタル次元などの計測を行い既存骨と再生骨間の異
なるパラメーターを選択する．選択されたパラメーターを用
い骨再生およびリモデリングの過程を 3 次元的に解析する．
その後，filteringによって得られた骨梁構造も同様に比較を
行う．なおCT画像は細胞移植後 3 ，6 ，12カ月に撮影され
たものを用いた．画像は東京大学医科学研究所付属病院にて
自己骨髄間質細胞を用いた歯槽骨再生臨床研究を受けた被験
者 5 名のCT画像を用いている．なお，本臨床研究は東京大
学医科学研究所付属病院の画像解析研究承認（25-12）を受
けて実施中である． 
Ⅲ結果：　ImageJを用いた解析では骨再生量は経時的に減
少傾向にあった．抽出された骨梁構造は，経時的に既存骨に
近づく傾向がみられた．骨量解析ソフトを用いたフラクタル
次元などの計測も移植後 6 カ月から12カ月において既存骨に
近づく傾向が認められた． 
Ⅳ考察および結論：　再生骨と周囲骨との境界が不明瞭と
なっている．その原因として再生骨の吸収のみでなく，周囲
骨との境界が不明瞭となっていることによって境界の設定が
困難となることも一因と考えられた．

一般口演21（第7会場）発表7分－質疑3分
2015年9月23日（水・祝） 9：00～9：40

○佐藤 伸明1，加藤 世太1，杉田 好彦1, 2，久保 勝俊1, 2，
前田 初彦1, 2

愛知学院大学歯学部口腔病理学講座1, 愛知学院大学未来口
腔医療研究センター2

Differentiation of rat pulp cell on titanium disk
○SATO N1, KATO S1, SUGITA Y1, 2, KUBO K1, 2, 
MAEDA H1, 2

Department of Oral Pathology, School of Dentistry, Aichi 
Gakuin University1, Center for Future Oral Medical 
Research, Aichi Gakuin University2

Ｏ-2-7-1
ラット歯髄由来細胞のチタン上における
細胞分化能について

Ⅰ目的：　インプラント治療では，早期に良好なオッセオイ
ンテグレーションを獲得することが必須となる．近年，歯髄
中の間葉系幹細胞の存在が明らかになり，細胞培養によって
骨様の硬組織を形成することが報告されている．しかしなが
ら現在までに，歯髄由来の幹細胞をインプラント治療に応用
した報告はみられない．そこで本研究では，ラット切歯歯髄
由来幹細胞を骨芽細胞様細胞に分化させ，この細胞をチタン
ディスク上で培養し，その増殖能および分化能について検索
を行い，歯髄由来幹細胞のインプラント治療への応用の可能
性について検討した． 
Ⅱ材料および方法：　本研究では，雄性SDラット（ 8 週
齢）の切歯より歯髄細胞を採取し，α-MEM培養液を用い
て，チタンディスク上で細胞培養を行った．チタンディスク
はアルミナによるサンドブラスト処理後，硫酸による酸処理
を施して培養に使用した．細胞増殖能および細胞分化能の検
索には，WST-1，アルカリフォスファターゼ（ALP）活
性，アルカリフォスファターゼ（ALP）染色，Alizarin Red
染色を用いた．また，本実験における実験動物の取り扱い
は，愛知学院大学歯学部動物実験指針に従って行い，愛知学
院大学歯学部動物実験委員会の承認（承認番号282号）を受
けた．
Ⅲ結果：　SDラットの歯髄由来細胞のALP活性および，
ALP染色陽性部位の面積は培養開始 5 日後と比較して，10
日後において有意に増加していた．また，Alizarin Red染色
陽性部位の面積は培養開始10日後，20日後，30日後において
経時的に有意な増加がみられた．
Ⅳ考察および結論：　本研究の結果から，表面処理を施した
チタンディスク上において，SDラットの切歯歯髄由来骨芽
細胞様細胞は細胞増殖能および骨芽細胞への細胞分化能を保
持していることが判明した．これらの結果は今後，インプラ
ント治療において歯髄由来幹細胞を応用するにあたり有用な
足がかりとなると考えられた．

○八上 公利1，永沢 栄2，中村 美どり3，宇田川 信之3

松本歯科大学口腔インプラント科1，松本歯科大学歯科理工
学講座2，松本歯科大学生化学講座3

Does titanium promote osteogenesis by osteoblastic 
differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells?
○YAGAMI K1, NAGASAWA S2, NAKAMURA M3, 
UDAGAWA N3

Department of Oral Implantology, Matsumoto Dental 
University1, Department of Dental Materials, Matsumoto 
Dental University2, Department of Biochemistry, Matsumoto 
Dental University3

Ｏ-2-7-2
チタンは骨髄間葉系細胞の骨芽細胞分化による
骨形成を促進するか？

Ｉ目的：　インプラントなどの生体材料周囲における骨形成
は，周囲の既存骨より骨が成長する骨伝導性によるとされて
いる．そして，早く良質な骨の再生による骨結合を得るため
に，チタンやその他金属の表面には様々な加工が行われてい
る．近年，骨髄由来間葉系幹細胞が歯科用インプラント周囲
への骨形成のための移植に利用されつつある．また，多血小
板血漿（PRP）や骨形成タンパク（BMP）なども骨の成長
を促進するとして利用が試みられている．しかし，骨髄由来
の細胞がインプラントなどの材料表面へどのように骨を形成
していくかのin vivoでの詳細な報告はない．そこで，異なっ
たインプラント材に対する骨髄細胞の反応と骨髄内における
骨形成過程を解明することを目的として，ウサギの骨髄に円
筒型インプラントを埋入し組織学的観察を行った．
Ⅱ材料および方法：　純チタン，チタン合金，純金で作製し
た直径 3 mm，長さ 5 mmの円筒管を，機械研磨もしくはサ
ンドブラストおよび蓚酸処理を行った．全身麻酔下に18週齢
白色家兎の大腿骨骨幹部へ，円筒断端が骨髄内に突出するよ
うに固定し骨膜下に埋入した．埋入後，7 ，14，21日後に全
身麻酔下に灌流固定を行いサンプルを摘出し，レジン包埋切
片を作製し組織学的に観察した．尚，実験動物の管理および
研究内容は，松本歯科大学実験動物委員会の審査と承認を得
て行われた（No.200-11）．
Ⅲ結果：　何れの金属表面も，14日後では皮質骨内面より円
筒外側に沿うように新生骨が形成されていた．また，円筒内
側では血餅組織が結合組織に置換し骨膜側より線維性の骨お
よび軟骨組織の形成が見られた．しかし，28日後でもいずれ
の金属の円筒内側表面での骨新生は見られなかった．
Ⅳ考察および結論：　骨髄における純チタン，チタン合金，
純金周囲への骨形成は，骨髄組織や血餅中の細胞からではな
く，内骨膜もしくは骨膜より由来した骨芽細胞によるものと
推察された．
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○井上 実1, 2，各務 秀明1, 2，朝比奈 泉3

東京大学医科学研究所1，松本歯科大学　口腔顎顔面外科学
講座2，長崎大学　顎口腔再生外科3

Bone marrow stromal cells for alveolar bone tissue 
engineering : basic science to clinical translation.
○INOUE M1, 2, KAGAMI H1, 2, ASAHINA I3

The Institute of Medical Science, The University of Tokyo1, 
Oral and Maxillofacial surgery, Matsumoto Dental 
University2, Nagasaki University, Graduate School of 
Biomedical Science,Unit of Translational Medicine,3

O-2-4-23
自己骨髄間質細胞を用いた歯槽骨再生臨床研究

Ⅰ目的：　骨移植を必要とする重度の歯槽骨萎縮症患者に対
して，安全かつ侵襲の少ない骨再生治療を提供することが本
臨床研究の最終的な目標である．顆粒状の担体（β-TCP）
に対して最適化された自家骨髄間質細胞の培養，分化誘導条
件を用いて，作製された移植材料（以下「培養骨」）による
歯槽骨再生治療の安全性および有効性を評価する．
Ⅱ材料および方法：　本臨床研究は,「ヒト幹細胞を用いた
臨床研究に関する指針」に基づき，学内委員会および厚生労
働省の承認（21-1）を受けて実施中である．対象は骨移植を
必要とする重度の歯槽骨萎縮症患者で，インプラント治療を
希望するものである．症例検討会にて検討を行い，これまで
に第Ⅰ相相当として募集された15症例全例のエントリーが終
了している．局所麻酔下で腸骨より骨髄穿刺にて骨髄液を採
取し，東京大学医科学研究所内の細胞調整施設でプロトコル
に従って骨髄間質細胞の培養を行った．エントリーされた15
症例全症例に対して，培養骨移植後約 4 カ月で骨採取とイン
プラント埋入を行い，再生骨の評価を行った.
Ⅲ結果：　本研究で用いた細胞調製法により，個体差の影響
は軽減され，安定した細胞培養が可能であった．移植された
培養骨に関して，これまで安全性に関する問題は認めていな
い．全例で骨再生が得られており，骨生検により採取された
再生骨における骨占有率は平均41％であった．
Ⅳ考察および結論：　現在経過観察期間中であり，再生骨の
変化や再生骨中のインプラントの予後について引き続き評価
を行っていく予定である．これまでの結果からは，自家骨髄
間質細胞を用いた骨造成は，自家骨移植を必要とする重度の
歯槽骨萎縮症例に有用である可能性が示唆されている．

○宮林 秀企1，各務 秀明1, 2，田口 明1，井上 実1, 2，
杉野 紀幸1

松本歯科大学硬組織疾患制御再建学講座1，東京大学医科学
研究所2

The examination about the bone regeneration and the 
remodeling process by a cell transplant
○MIYABAYASHI H1, KAGAMI H1, 2, TAGUCHI A1, 
INOUE M1, 2, SUGINO N1

Matsumoto Dental Univ.1, Institute of Medical Science, the 
University of Tokyo2

O-2-4-24
細胞移植による骨再生およびリモデリング過程に
関する検討

Ⅰ目的：　再生骨と既存骨との違いを検討するとともに，長
期に及ぶ再生骨の経時的変化とその過程について理解する． 
Ⅱ材料および方法：　ImageJ を用いfilteringによって骨梁
構造を抽出し，再生骨中の骨梁形成過程を観察するととも
に，再生骨と既存骨の骨梁パターン比較を行う．また，CT
データから骨梁構造の抽出を行うため，骨量解析ソフト
（TRI/3D－BON）を用いて既存骨と再生骨を比較する．骨
量やフラクタル次元などの計測を行い既存骨と再生骨間の異
なるパラメーターを選択する．選択されたパラメーターを用
い骨再生およびリモデリングの過程を 3 次元的に解析する．
その後，filteringによって得られた骨梁構造も同様に比較を
行う．なおCT画像は細胞移植後 3 ，6 ，12カ月に撮影され
たものを用いた．画像は東京大学医科学研究所付属病院にて
自己骨髄間質細胞を用いた歯槽骨再生臨床研究を受けた被験
者 5 名のCT画像を用いている．なお，本臨床研究は東京大
学医科学研究所付属病院の画像解析研究承認（25-12）を受
けて実施中である． 
Ⅲ結果：　ImageJを用いた解析では骨再生量は経時的に減
少傾向にあった．抽出された骨梁構造は，経時的に既存骨に
近づく傾向がみられた．骨量解析ソフトを用いたフラクタル
次元などの計測も移植後 6 カ月から12カ月において既存骨に
近づく傾向が認められた． 
Ⅳ考察および結論：　再生骨と周囲骨との境界が不明瞭と
なっている．その原因として再生骨の吸収のみでなく，周囲
骨との境界が不明瞭となっていることによって境界の設定が
困難となることも一因と考えられた．

一般口演21（第7会場）発表7分－質疑3分
2015年9月23日（水・祝） 9：00～9：40

○佐藤 伸明1，加藤 世太1，杉田 好彦1, 2，久保 勝俊1, 2，
前田 初彦1, 2

愛知学院大学歯学部口腔病理学講座1, 愛知学院大学未来口
腔医療研究センター2

Differentiation of rat pulp cell on titanium disk
○SATO N1, KATO S1, SUGITA Y1, 2, KUBO K1, 2, 
MAEDA H1, 2

Department of Oral Pathology, School of Dentistry, Aichi 
Gakuin University1, Center for Future Oral Medical 
Research, Aichi Gakuin University2

Ｏ-2-7-1
ラット歯髄由来細胞のチタン上における
細胞分化能について

Ⅰ目的：　インプラント治療では，早期に良好なオッセオイ
ンテグレーションを獲得することが必須となる．近年，歯髄
中の間葉系幹細胞の存在が明らかになり，細胞培養によって
骨様の硬組織を形成することが報告されている．しかしなが
ら現在までに，歯髄由来の幹細胞をインプラント治療に応用
した報告はみられない．そこで本研究では，ラット切歯歯髄
由来幹細胞を骨芽細胞様細胞に分化させ，この細胞をチタン
ディスク上で培養し，その増殖能および分化能について検索
を行い，歯髄由来幹細胞のインプラント治療への応用の可能
性について検討した． 
Ⅱ材料および方法：　本研究では，雄性SDラット（ 8 週
齢）の切歯より歯髄細胞を採取し，α-MEM培養液を用い
て，チタンディスク上で細胞培養を行った．チタンディスク
はアルミナによるサンドブラスト処理後，硫酸による酸処理
を施して培養に使用した．細胞増殖能および細胞分化能の検
索には，WST-1，アルカリフォスファターゼ（ALP）活
性，アルカリフォスファターゼ（ALP）染色，Alizarin Red
染色を用いた．また，本実験における実験動物の取り扱い
は，愛知学院大学歯学部動物実験指針に従って行い，愛知学
院大学歯学部動物実験委員会の承認（承認番号282号）を受
けた．
Ⅲ結果：　SDラットの歯髄由来細胞のALP活性および，
ALP染色陽性部位の面積は培養開始 5 日後と比較して，10
日後において有意に増加していた．また，Alizarin Red染色
陽性部位の面積は培養開始10日後，20日後，30日後において
経時的に有意な増加がみられた．
Ⅳ考察および結論：　本研究の結果から，表面処理を施した
チタンディスク上において，SDラットの切歯歯髄由来骨芽
細胞様細胞は細胞増殖能および骨芽細胞への細胞分化能を保
持していることが判明した．これらの結果は今後，インプラ
ント治療において歯髄由来幹細胞を応用するにあたり有用な
足がかりとなると考えられた．

○八上 公利1，永沢 栄2，中村 美どり3，宇田川 信之3

松本歯科大学口腔インプラント科1，松本歯科大学歯科理工
学講座2，松本歯科大学生化学講座3

Does titanium promote osteogenesis by osteoblastic 
differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells?
○YAGAMI K1, NAGASAWA S2, NAKAMURA M3, 
UDAGAWA N3

Department of Oral Implantology, Matsumoto Dental 
University1, Department of Dental Materials, Matsumoto 
Dental University2, Department of Biochemistry, Matsumoto 
Dental University3

Ｏ-2-7-2
チタンは骨髄間葉系細胞の骨芽細胞分化による
骨形成を促進するか？

Ｉ目的：　インプラントなどの生体材料周囲における骨形成
は，周囲の既存骨より骨が成長する骨伝導性によるとされて
いる．そして，早く良質な骨の再生による骨結合を得るため
に，チタンやその他金属の表面には様々な加工が行われてい
る．近年，骨髄由来間葉系幹細胞が歯科用インプラント周囲
への骨形成のための移植に利用されつつある．また，多血小
板血漿（PRP）や骨形成タンパク（BMP）なども骨の成長
を促進するとして利用が試みられている．しかし，骨髄由来
の細胞がインプラントなどの材料表面へどのように骨を形成
していくかのin vivoでの詳細な報告はない．そこで，異なっ
たインプラント材に対する骨髄細胞の反応と骨髄内における
骨形成過程を解明することを目的として，ウサギの骨髄に円
筒型インプラントを埋入し組織学的観察を行った．
Ⅱ材料および方法：　純チタン，チタン合金，純金で作製し
た直径 3 mm，長さ 5 mmの円筒管を，機械研磨もしくはサ
ンドブラストおよび蓚酸処理を行った．全身麻酔下に18週齢
白色家兎の大腿骨骨幹部へ，円筒断端が骨髄内に突出するよ
うに固定し骨膜下に埋入した．埋入後，7 ，14，21日後に全
身麻酔下に灌流固定を行いサンプルを摘出し，レジン包埋切
片を作製し組織学的に観察した．尚，実験動物の管理および
研究内容は，松本歯科大学実験動物委員会の審査と承認を得
て行われた（No.200-11）．
Ⅲ結果：　何れの金属表面も，14日後では皮質骨内面より円
筒外側に沿うように新生骨が形成されていた．また，円筒内
側では血餅組織が結合組織に置換し骨膜側より線維性の骨お
よび軟骨組織の形成が見られた．しかし，28日後でもいずれ
の金属の円筒内側表面での骨新生は見られなかった．
Ⅳ考察および結論：　骨髄における純チタン，チタン合金，
純金周囲への骨形成は，骨髄組織や血餅中の細胞からではな
く，内骨膜もしくは骨膜より由来した骨芽細胞によるものと
推察された．
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○小正 聡1，田口 洋一郎2，楠本 哲次3，西崎 宏1，
岡崎 定司1

大阪歯科大学欠損歯列補綴咬合学講座1，大阪歯科大学歯周
病学講座2，大阪歯科大学有歯補綴咬合学講座3

Bioactivity of nanostructure on titanium surface by chemical 
processing and heat treatment
○KOMASA S1, TAGUCHI Y2, KUSUMOTO T3, 
NISHIZAKI Y1, OKAZAKI J1

Osaka Dental University, Department of Removable 
Prothodontics and Occlusion1, Osaka Dental University, 
Department of Periodontology2, Osaka Dental University, 
Department of Fixed Prothodontics and Occlusion3

Ｏ-2-7-3
純チタン金属表面に析出させたナノ構造への
加熱処理がラットの骨髄細胞の硬組織分化誘導に
与える影響について

Ⅰ目的：　ナノインプラント材料を医療材料として応用する
ためにはナノ結晶化が有用であり，加熱処理もその一つであ
る．われわれは，チタン合金表面のナノ構造の部分結晶化が
細胞接着および硬組織分化誘導能の向上に影響を与えること
を明らかにした．そこで，本研究ではこの加熱処理がラット
の骨髄細胞の硬組織分化誘導能にどのような影響を与えるか
検討を行ったので報告する．
Ⅱ材料および方法：　実験材料として市販の純チタン金属板
を使用し，表面にTNSを析出させたものを実験群，＃2000
まで研磨したものを対照群として使用した．その後，各種試
料を200，400，600，800 ℃にて加熱処理を行った．試料の表
面構造はSEM，SPMにて観察した．試料表面における元素分
析をXPSにて行った．また，各試料表面における結晶構造を
XRDにて解析した．生後7週齢のSD系雄性ラットの両側大
腿骨から骨髄間葉細胞を採取後，3 代目を実験に供した．培
養 7，14日後のALP活性および21，28日後のオステオカルシ
ンの産生量およびカルシウムの析出量を測定した．また，培
養開始 1，3，6，24時間後のウシ血清アルブミンの吸着量に
ついて比較・検討した．統計学的解析には，各測定値に一元
配置分散分析を行った後，Tukeyの多重比較検定を行った．
有意水準は 5%とした．
Ⅲ結果：　SEM，SPMの所見では，対照群で滑らかな像が
観察されるのに対し，200℃，400℃，600℃の加熱処理を施
した実験群ではナノレベルのネットワークのジュール構造が
観察された．XPSの観察では加熱温度変化による差異は認め
られなかった．XRDの解析では600℃で結晶が成長し始める
ことが明らかとなった．ALP活性，オステオカルシン量お
よびカルシウム量は全ての計測時間において，実験群で対照
群と比較して有意差が認められ600℃で最も高い値を示し
た．また，アルブミンの吸着量も600℃で最も高い値を示した．
Ⅳ考察および結論：　以上の結果により，濃アルカリ処理に
より純チタン金属表面に析出させたナノ構造への600℃加熱
処理がラットの硬組織分化誘導を最も向上させることが明ら
かとなった．

○深代 祐五1，雨宮 剛志1，中岡 一敏1，早川 徹2

鶴見大学歯学部口腔顎顔面外科学講座1，鶴見大学歯学部歯
科理工学講座2

Bone formation and epithelium attachment towards 
titanium surface with nanoscaled structure by laser 
irradiation
○FUKAYO Y1, AMEMIYA T1, NAKAOKA K1, 
HAYAKAWA T2

Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tsurumi 
University School of Dental Medicine1, Tsurumi University 
Department of Dental engineering, Tsurumi University 
School of Dental Medicine2

Ｏ-2-7-4
ナノパルスレーザにより微細加工された
チタンインプラント表面に対する骨形成及び上皮付着

Ⅰ目的：　チタンインプラントの早期骨接合を獲得するため
に様々な表面改質手法が開発されている．また近年，チタン
表面と歯肉上皮との付着に関する研究が注目されている．演
者らは，純チタンにナノパルスレーザ（ND:YVO4，波長
532 nm）の焦点ずらし量を調整した照射を行って微細な形
状を有する酸化皮膜をチタン表面に作製し，その生物学的特
性について検討してきた．本研究では，この微細加工チタン
表面の新生骨形成，上皮付着に与える影響ついて，動物埋入
実験を行い，病理組織学的に検討した．
Ⅱ材料および方法：　1．試料の作製　試料①直径3.5 mm×
長さ 7 mm，および試料②直径 1 mm×長さ4.5 mmの円柱状
純チタン表面にナノパルスレーザの焦点ずらし量，走査速度
を調整した照射を行い，nm～μmオーダの微細凹凸構造を
形成した．2．動物埋入実験　①骨形成実験：日本白色兎
（雌，10週齢，体重約 3 kg）の脛骨および大腿骨内側顆に
3.5 mmの埋入窩を形成し，試料①を埋入した．コントロー
ルとしてレーザー未加工チタン試料を埋入した，術後 4 週，
12週で試料を摘出した．（承認番号24A042）②上皮付着実
験：Wistar系ラット（雄，6 週齢，体重約150 g ）の上顎第
一大臼歯を抜歯後，近心根抜歯窩を拡大し，試料②を埋入し
た．術後 3 週で試料を摘出した．コントロールとしてレー
ザー未加工チタン試料を埋入した，（承認番号25A067）両埋
入実験共に，試料を摘出後，通法により脱水・固定後，樹脂
包埋し，70μm～100μmの非脱灰薄切研磨標本を作成した．
メチレンブルー・塩基性フクシンによる二重染色を行い，新
生骨形成状態，上皮付着状態の観察を行った．
Ⅲ結果：　ナノパルスレーザ加工により，試料①，試料②の
表面にはナノオーダの凹凸形状と，それが集合したマイクロ
オーダの溝を形成することができた．動物実験①において，
ウサギ脛骨および大腿骨内側顆骨欠損部共に，レーザ加工イ
ンプラント周囲に良好な骨形成が認められた．動物実験②に
おいて，レーザー加工インプラント表面に沿って上皮が付着
している様子が確認できた．レーザー未加工インプラントで
は上皮のダウングロースが進行していた．
Ⅳ考察および結論：　ナノパルスレーザー加工によって形成
された微細な凹凸形状を有する酸化皮膜が早期の骨接合を促
進し，さらに，マイクロオーダの溝に沿って上皮のダウング
ロースを抑制した可能性が示唆された．

一般口演22（第7会場）発表7分－質疑3分
2015年9月23日（水・祝） 10：00～10：50

○山口 葉子1，塩田 真2，安齋 顕吾1，茂木 知宏1，
尾関 雅彦1

昭和大学インプラント歯科学講座1, 東京医科歯科大学イン
プラント・口腔再生医学2

Influence of the thread pattern on the implant stability
○YAMAGUCHI Y1, SHIOTA M2, ANZAI K1, MOGI T1, 
OZEKI M1

Department of Implant Dentistry, Showa University1, 
Oral Implantology and Regenerative Dental Medicine, 
Tokyo Medical and Dental University2

Ｏ-2-7-5
インプラントのスレッド形状が維持力に及ぼす影響

Ⅰ目的：　オッセオインテグレーションを改善するための化
学的，生物学的アプローチとしてインプラントの表面改質は
有用である．一方で，初期固定を獲得しオッセオインテグ
レーションを進行させるためにインプラントのデザインを改
変することも重要であり各種の改良が行われている．それを
受けて演者らは，インプラントの長さやスレッド数，またス
トレートやテーパータイプといった形状の違いがトルク値に
及ぼす影響を調べてきた．今回，インプラント体の長さを変
えずにスレッドの長さを長くして維持力の増大を図るには，
ダブルスレッドとシングルスレッドのどちらが有効かシミュ
レーション実験にて検討した．
Ⅱ材料および方法：　インプラントは直径4.1 mm，長さ10 mm，
ピッチ1.2 mmを基本原型（12S）とし，これにスレッド角が同
じでピッチだけが1/2のダブルスレッド（06D），と06Dとピッ
チが同じシングルスレッド（06S）の 3 種類を試作し，模擬
骨に埋入したときの最大トルク値（IT）と除去した時の最大
トルク値（RT）を測定した．また，インプラント安定性指数
（ISQ）を測定し，考案した分割ブロック試片を用いてイン
プラント/模擬骨界面の観察をおこなった．
Ⅲ結果：　IT，RT，ISQの全てにおいて06S＞06D＞12Sの
順となった．ITとRTに関しては 3 種のインプラントの間に
有意差が認められた（ｐ＜0.05）．ITとRTの有意差検定の結
果では，06DのみRTが有意に低下した．ISQでは06Sと06D
との間には有意差が認められなかった．分割ブロック試片で
は，12Sの削片の付着はまばらで少なく，06Dではやや多量
の，06Sでは中程度の削片の付着を認めた．
Ⅳ考察および結論：　06Dのスレッドの長さは12Sの約 2 倍
であるが，IT，RTともに 2 倍に達しなかったのは，大きな
リード角のままピッチを小さくしたことで模擬骨が破壊され
たと示唆された．一方，06Sはスレッドの長さが12Sの 2 倍
あり，リード角が06Dよりも小さかったために最大値を示し
たと推察できた．ISQでは06D と06Sの間に有意差が認められ
ず，トルク値の方が鋭敏であることが示唆された．したがっ
て，インプラントの維持力の増大をはかる目的には，リード
角が小さいシングルスレッドインプラントが有用であること
が明らかとなった．

○勝田 康弘1，小澤 誠1，上田 一彦2，廣安 一彦2， 
渡邉 文彦1

日本歯科大学新潟生命歯学部歯科補綴学第2講座1, 
日本歯科大学新潟病院口腔インプラント科2

The effect of fluoride solution for the surface of pure titanium 
implant body
○KATSUTA Y1, OZAWA M1, UEDA K2, 
HIROYASU K2, WATANABE F1

Dept. of Crown and Bridge Prosthdontics, The Nippon Dental 
Univ. School of Life Dentistry at Niigat1, Oral Implant Care 
Unit, The Nippon Dental Univ. Niigata Hospital2

Ｏ-2-7-6
フッ化物溶液が純チタン製インプラント体表面に
及ぼす影響

Ⅰ目的：　現在，オッセオインテグレーテッドインプラント
体の材料として，主に純チタンおよびチタン合金が用いられ
ている．チタンの表面は，不動態被膜により高い腐食抵抗性
が期待される．しかし近年，歯磨剤に含まれるフッ化物によ
るチタンの腐食の可能性が報告されている．特に小児や矯正
治療患者，成人の根面齲蝕予防に対しては，フッ化物歯面塗
布が行われることがあり，高濃度のフッ素がインプラント体
へ接触することが危惧される．本研究の目的は，in vitroでフッ
化物溶液が純チタン製インプラント体表面に及ぼす影響を比
較検討することである．
Ⅱ材料および方法：　被検体として未使用のCamlog社製イ
ンプラント体を用いた．使用したフッ化物は日常臨床で使用
されるフッ化ナトリウム溶液のフルオール液（酸性，
9000 ppm，以下フルオール）およびフッ化ナトリウム液ネ
オ（中性，9000 ppm，以下ネオ）と，コントロール群とし
て蒸留水の計 3 群，各群それぞれ 5 試料，合計15試料とし
た．フッ化物溶液への浸漬群は，2 年間で 4 回のフッ化物歯
面塗布を行うことを想定し実験を行った．フッ化物溶液中に
30分間浸漬した後，蒸留水で洗浄する作業を 1 回とし，繰り
返し 4 回，合計 2 時間のフッ化物溶液中に浸漬した．コント
ロール群は，蒸留水中に 2 時間浸漬した．なお，3 群とも浸
漬中は恒温器にて37度で保管した．浸漬後の試料はエタノー
ルおよび蒸留水にて，各々15分ずつ超音波洗浄を行い，各条
件における試料表面の変化を比較するため，走査型電子顕微
鏡にて浸漬前後の試料を観察した． 
Ⅲ結果：　フルオ－ル浸漬群は，インプラント体の色調が黒
色に変化を認め，その他の群では明確な変色を認めなかっ
た．走査型電子顕微鏡像より，フルオール浸漬群ではマシン
サーフェイス部とラフサーフェイス部に表面の粗造化を認
め，気孔径の変化が生じた．ネオ浸漬群およびコントロール
群においては大きな変化を認めなかった．
Ⅳ考察および結論：　フルオール浸漬群で変化を認め，同
フッ素濃度であるネオ浸漬群で変化を認めなかったのは，
pH条件の違いによると推察される．過去の研究において
も，酸性のフッ化物溶液によりチタンの腐食を認めたとの報
告がある．そのため，インプラント患者の齲蝕予防として，
フッ化物を歯面に塗布する際には中性のものを選択する方
が，チタン製のインプラント体に対して影響が少なく，酸性
のものと比較して安全であることが示唆された．
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○小正 聡1，田口 洋一郎2，楠本 哲次3，西崎 宏1，
岡崎 定司1

大阪歯科大学欠損歯列補綴咬合学講座1，大阪歯科大学歯周
病学講座2，大阪歯科大学有歯補綴咬合学講座3

Bioactivity of nanostructure on titanium surface by chemical 
processing and heat treatment
○KOMASA S1, TAGUCHI Y2, KUSUMOTO T3, 
NISHIZAKI Y1, OKAZAKI J1

Osaka Dental University, Department of Removable 
Prothodontics and Occlusion1, Osaka Dental University, 
Department of Periodontology2, Osaka Dental University, 
Department of Fixed Prothodontics and Occlusion3

Ｏ-2-7-3
純チタン金属表面に析出させたナノ構造への
加熱処理がラットの骨髄細胞の硬組織分化誘導に
与える影響について

Ⅰ目的：　ナノインプラント材料を医療材料として応用する
ためにはナノ結晶化が有用であり，加熱処理もその一つであ
る．われわれは，チタン合金表面のナノ構造の部分結晶化が
細胞接着および硬組織分化誘導能の向上に影響を与えること
を明らかにした．そこで，本研究ではこの加熱処理がラット
の骨髄細胞の硬組織分化誘導能にどのような影響を与えるか
検討を行ったので報告する．
Ⅱ材料および方法：　実験材料として市販の純チタン金属板
を使用し，表面にTNSを析出させたものを実験群，＃2000
まで研磨したものを対照群として使用した．その後，各種試
料を200，400，600，800 ℃にて加熱処理を行った．試料の表
面構造はSEM，SPMにて観察した．試料表面における元素分
析をXPSにて行った．また，各試料表面における結晶構造を
XRDにて解析した．生後7週齢のSD系雄性ラットの両側大
腿骨から骨髄間葉細胞を採取後，3 代目を実験に供した．培
養 7，14日後のALP活性および21，28日後のオステオカルシ
ンの産生量およびカルシウムの析出量を測定した．また，培
養開始 1，3，6，24時間後のウシ血清アルブミンの吸着量に
ついて比較・検討した．統計学的解析には，各測定値に一元
配置分散分析を行った後，Tukeyの多重比較検定を行った．
有意水準は 5%とした．
Ⅲ結果：　SEM，SPMの所見では，対照群で滑らかな像が
観察されるのに対し，200℃，400℃，600℃の加熱処理を施
した実験群ではナノレベルのネットワークのジュール構造が
観察された．XPSの観察では加熱温度変化による差異は認め
られなかった．XRDの解析では600℃で結晶が成長し始める
ことが明らかとなった．ALP活性，オステオカルシン量お
よびカルシウム量は全ての計測時間において，実験群で対照
群と比較して有意差が認められ600℃で最も高い値を示し
た．また，アルブミンの吸着量も600℃で最も高い値を示した．
Ⅳ考察および結論：　以上の結果により，濃アルカリ処理に
より純チタン金属表面に析出させたナノ構造への600℃加熱
処理がラットの硬組織分化誘導を最も向上させることが明ら
かとなった．

○深代 祐五1，雨宮 剛志1，中岡 一敏1，早川 徹2

鶴見大学歯学部口腔顎顔面外科学講座1，鶴見大学歯学部歯
科理工学講座2

Bone formation and epithelium attachment towards 
titanium surface with nanoscaled structure by laser 
irradiation
○FUKAYO Y1, AMEMIYA T1, NAKAOKA K1, 
HAYAKAWA T2

Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tsurumi 
University School of Dental Medicine1, Tsurumi University 
Department of Dental engineering, Tsurumi University 
School of Dental Medicine2

Ｏ-2-7-4
ナノパルスレーザにより微細加工された
チタンインプラント表面に対する骨形成及び上皮付着

Ⅰ目的：　チタンインプラントの早期骨接合を獲得するため
に様々な表面改質手法が開発されている．また近年，チタン
表面と歯肉上皮との付着に関する研究が注目されている．演
者らは，純チタンにナノパルスレーザ（ND:YVO4，波長
532 nm）の焦点ずらし量を調整した照射を行って微細な形
状を有する酸化皮膜をチタン表面に作製し，その生物学的特
性について検討してきた．本研究では，この微細加工チタン
表面の新生骨形成，上皮付着に与える影響ついて，動物埋入
実験を行い，病理組織学的に検討した．
Ⅱ材料および方法：　1．試料の作製　試料①直径3.5 mm×
長さ 7 mm，および試料②直径 1 mm×長さ4.5 mmの円柱状
純チタン表面にナノパルスレーザの焦点ずらし量，走査速度
を調整した照射を行い，nm～μmオーダの微細凹凸構造を
形成した．2．動物埋入実験　①骨形成実験：日本白色兎
（雌，10週齢，体重約 3 kg）の脛骨および大腿骨内側顆に
3.5 mmの埋入窩を形成し，試料①を埋入した．コントロー
ルとしてレーザー未加工チタン試料を埋入した，術後 4 週，
12週で試料を摘出した．（承認番号24A042）②上皮付着実
験：Wistar系ラット（雄，6 週齢，体重約150 g ）の上顎第
一大臼歯を抜歯後，近心根抜歯窩を拡大し，試料②を埋入し
た．術後 3 週で試料を摘出した．コントロールとしてレー
ザー未加工チタン試料を埋入した，（承認番号25A067）両埋
入実験共に，試料を摘出後，通法により脱水・固定後，樹脂
包埋し，70μm～100μmの非脱灰薄切研磨標本を作成した．
メチレンブルー・塩基性フクシンによる二重染色を行い，新
生骨形成状態，上皮付着状態の観察を行った．
Ⅲ結果：　ナノパルスレーザ加工により，試料①，試料②の
表面にはナノオーダの凹凸形状と，それが集合したマイクロ
オーダの溝を形成することができた．動物実験①において，
ウサギ脛骨および大腿骨内側顆骨欠損部共に，レーザ加工イ
ンプラント周囲に良好な骨形成が認められた．動物実験②に
おいて，レーザー加工インプラント表面に沿って上皮が付着
している様子が確認できた．レーザー未加工インプラントで
は上皮のダウングロースが進行していた．
Ⅳ考察および結論：　ナノパルスレーザー加工によって形成
された微細な凹凸形状を有する酸化皮膜が早期の骨接合を促
進し，さらに，マイクロオーダの溝に沿って上皮のダウング
ロースを抑制した可能性が示唆された．

一般口演22（第7会場）発表7分－質疑3分
2015年9月23日（水・祝） 10：00～10：50

○山口 葉子1，塩田 真2，安齋 顕吾1，茂木 知宏1，
尾関 雅彦1

昭和大学インプラント歯科学講座1, 東京医科歯科大学イン
プラント・口腔再生医学2

Influence of the thread pattern on the implant stability
○YAMAGUCHI Y1, SHIOTA M2, ANZAI K1, MOGI T1, 
OZEKI M1

Department of Implant Dentistry, Showa University1, 
Oral Implantology and Regenerative Dental Medicine, 
Tokyo Medical and Dental University2

Ｏ-2-7-5
インプラントのスレッド形状が維持力に及ぼす影響

Ⅰ目的：　オッセオインテグレーションを改善するための化
学的，生物学的アプローチとしてインプラントの表面改質は
有用である．一方で，初期固定を獲得しオッセオインテグ
レーションを進行させるためにインプラントのデザインを改
変することも重要であり各種の改良が行われている．それを
受けて演者らは，インプラントの長さやスレッド数，またス
トレートやテーパータイプといった形状の違いがトルク値に
及ぼす影響を調べてきた．今回，インプラント体の長さを変
えずにスレッドの長さを長くして維持力の増大を図るには，
ダブルスレッドとシングルスレッドのどちらが有効かシミュ
レーション実験にて検討した．
Ⅱ材料および方法：　インプラントは直径4.1 mm，長さ10 mm，
ピッチ1.2 mmを基本原型（12S）とし，これにスレッド角が同
じでピッチだけが1/2のダブルスレッド（06D），と06Dとピッ
チが同じシングルスレッド（06S）の 3 種類を試作し，模擬
骨に埋入したときの最大トルク値（IT）と除去した時の最大
トルク値（RT）を測定した．また，インプラント安定性指数
（ISQ）を測定し，考案した分割ブロック試片を用いてイン
プラント/模擬骨界面の観察をおこなった．
Ⅲ結果：　IT，RT，ISQの全てにおいて06S＞06D＞12Sの
順となった．ITとRTに関しては 3 種のインプラントの間に
有意差が認められた（ｐ＜0.05）．ITとRTの有意差検定の結
果では，06DのみRTが有意に低下した．ISQでは06Sと06D
との間には有意差が認められなかった．分割ブロック試片で
は，12Sの削片の付着はまばらで少なく，06Dではやや多量
の，06Sでは中程度の削片の付着を認めた．
Ⅳ考察および結論：　06Dのスレッドの長さは12Sの約 2 倍
であるが，IT，RTともに 2 倍に達しなかったのは，大きな
リード角のままピッチを小さくしたことで模擬骨が破壊され
たと示唆された．一方，06Sはスレッドの長さが12Sの 2 倍
あり，リード角が06Dよりも小さかったために最大値を示し
たと推察できた．ISQでは06D と06Sの間に有意差が認められ
ず，トルク値の方が鋭敏であることが示唆された．したがっ
て，インプラントの維持力の増大をはかる目的には，リード
角が小さいシングルスレッドインプラントが有用であること
が明らかとなった．

○勝田 康弘1，小澤 誠1，上田 一彦2，廣安 一彦2， 
渡邉 文彦1

日本歯科大学新潟生命歯学部歯科補綴学第2講座1, 
日本歯科大学新潟病院口腔インプラント科2

The effect of fluoride solution for the surface of pure titanium 
implant body
○KATSUTA Y1, OZAWA M1, UEDA K2, 
HIROYASU K2, WATANABE F1

Dept. of Crown and Bridge Prosthdontics, The Nippon Dental 
Univ. School of Life Dentistry at Niigat1, Oral Implant Care 
Unit, The Nippon Dental Univ. Niigata Hospital2

Ｏ-2-7-6
フッ化物溶液が純チタン製インプラント体表面に
及ぼす影響

Ⅰ目的：　現在，オッセオインテグレーテッドインプラント
体の材料として，主に純チタンおよびチタン合金が用いられ
ている．チタンの表面は，不動態被膜により高い腐食抵抗性
が期待される．しかし近年，歯磨剤に含まれるフッ化物によ
るチタンの腐食の可能性が報告されている．特に小児や矯正
治療患者，成人の根面齲蝕予防に対しては，フッ化物歯面塗
布が行われることがあり，高濃度のフッ素がインプラント体
へ接触することが危惧される．本研究の目的は，in vitroでフッ
化物溶液が純チタン製インプラント体表面に及ぼす影響を比
較検討することである．
Ⅱ材料および方法：　被検体として未使用のCamlog社製イ
ンプラント体を用いた．使用したフッ化物は日常臨床で使用
されるフッ化ナトリウム溶液のフルオール液（酸性，
9000 ppm，以下フルオール）およびフッ化ナトリウム液ネ
オ（中性，9000 ppm，以下ネオ）と，コントロール群とし
て蒸留水の計 3 群，各群それぞれ 5 試料，合計15試料とし
た．フッ化物溶液への浸漬群は，2 年間で 4 回のフッ化物歯
面塗布を行うことを想定し実験を行った．フッ化物溶液中に
30分間浸漬した後，蒸留水で洗浄する作業を 1 回とし，繰り
返し 4 回，合計 2 時間のフッ化物溶液中に浸漬した．コント
ロール群は，蒸留水中に 2 時間浸漬した．なお，3 群とも浸
漬中は恒温器にて37度で保管した．浸漬後の試料はエタノー
ルおよび蒸留水にて，各々15分ずつ超音波洗浄を行い，各条
件における試料表面の変化を比較するため，走査型電子顕微
鏡にて浸漬前後の試料を観察した． 
Ⅲ結果：　フルオ－ル浸漬群は，インプラント体の色調が黒
色に変化を認め，その他の群では明確な変色を認めなかっ
た．走査型電子顕微鏡像より，フルオール浸漬群ではマシン
サーフェイス部とラフサーフェイス部に表面の粗造化を認
め，気孔径の変化が生じた．ネオ浸漬群およびコントロール
群においては大きな変化を認めなかった．
Ⅳ考察および結論：　フルオール浸漬群で変化を認め，同
フッ素濃度であるネオ浸漬群で変化を認めなかったのは，
pH条件の違いによると推察される．過去の研究において
も，酸性のフッ化物溶液によりチタンの腐食を認めたとの報
告がある．そのため，インプラント患者の齲蝕予防として，
フッ化物を歯面に塗布する際には中性のものを選択する方
が，チタン製のインプラント体に対して影響が少なく，酸性
のものと比較して安全であることが示唆された．
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○荒井 佑輔1，星 憲幸1，早川 徹2，大久保 力廣3, 
木本 克彦1

神奈川歯科大学大学院歯学研究科咀嚼機能制御補綴1，鶴見
大学歯学部歯科理工学講座2，鶴見大学歯学部有床義歯補綴
学講座3

Characterization of pure titanium by multi-directional 
forging（MDF）as implant material
○ARAI Y1, HOSHI N1, HAYAKAWA T2, OHKUBO C3, 
KIMOTO K1

Department of Proshtodontics and Oral Rehabilitation,
Graduate School,Kanagawa Dental University1, 
Department of Dental Engineering, Tsurumi University 
School of Dental Medicine2, Department of Removable 
Prosthodontics, Tsurumi University School of Dental 
Medicine3

Ｏ-2-7-7
多軸鍛造加工純チタンのインプラント応用の
ための特性評価

Ⅰ目的：　現在，チタン材料は優れた材料特徴からインプラ
ント材料として用いられている．しかし，純チタンは強度と
加工成形の面から，チタン合金は耐食性や生体適合性の面か
ら未だ問題点が指摘されている．そこで本研究では，MDF
（多軸鍛造）法を用いた純チタンの有効性を検討したので報
告する．
Ⅱ材料および方法：　試料は，Grade 2 純チタン（東邦チタニ
ウム社製，以下純チタン）と，これに MDF 加工（以下 MDF 
純チタン）した 2 種類とした．機械的性質の測定には，厚さ
0.4 mmの試験片及び酸処理用には，φ20 mm，厚さ1.0 mm
の円板を用いた（川本重工製）．測定項目は，Vickers硬さ
（HMV-20S Shimadzu），引張強さ，弾性率（AG-X plus 
Sh imadzu）の測定を行った．また光学顕微鏡（PME3 
Olympus）と電界放射型電子顕微鏡（JEM-2100F Jeol）で
表面と内部微細構造の観察を行った．また，酸処理による影
響を検討するために，67％硫酸を120 ℃に加熱し，75秒間
処理を行った酸処理群と未処理のコントロール群を純チタン
とMDF純チタンを各用意し，表面構造観察として，表面粗
さと走査型電子顕微鏡（6500F Jeol）による表面観察，及び
接触角の測定（DCA-VZ，協和界面科学）を行った．統計処
理は一元配置分散分析および Turkey 検定を行った．危険率
は 5%とした．
Ⅲ結果：　MDF 純チタンの Vickers 硬さは平均 Hv 293 ，
最大引張応力が約 1016 MPa でチタン合金と同程度以上の強
度を持っていた．弾性率は平均 51 GPaと一般的な純チタン
よりも低かった．光学顕微鏡観察では，MDF法により結晶
粒の分断と微細化が確認できた．TEM観察では，超微結晶
粒組織が確認された．また制限視野回折（SAD）像はほぼ
リング状で，組織が均一な超微細結晶粒によって構成され，
その平均結晶粒径は 100 nm 以下であった．酸処理後の MDF 
純チタンは，微細なナノ構造となっていたのが観察された．
接触角はコントロール群ではMDF 純チタンは純チタンに比
べて有意に疎水性を示したが，酸処理群では親水性へと変化
を示した．
Ⅳ考察および結論：　MDF 純チタンは純チタンの性状を保っ
たまま，高強度，低弾性率の優れた機械的特性と表面処理に
よる構造変化特性が得られたことから，インプラント材料と
して有効である可能性が示唆された．

○横上 智1，篠﨑 陽介2，松浦 尚志2，城戸 寛史3，
佐藤 博信2

福岡歯科大学口腔医療センター1，福岡歯科大学咬合修復学
講座冠橋義歯学分野2，福岡歯科大学咬合修復学講座口腔イ
ンプラント学分野3

The effect of the adhesion gives in a color on metal abutment 
in the highly translucent monolithic zirconia crown
○YOKOUE S1, SHINOZAKI Y2, MATSUURA T2, 
KIDO H3,  SATO H2

Center for Oral Diseases, Fukuoka Dental College1, Section 
of Fixed Prosthodontics, Department of Oral Rehabilitation, 
Fukuoka Dental College2, Section of Oral Implantology, 
Department of Oral Rehabilitation, Fukuoka Dental College3 

Ｏ-2-7-8
高透光性モノリシックジルコニアクラウンにおける
金属アバットメントへの接着が色調に与える
影響について

Ⅰ目的：　ジルコニアの透明性向上にともない，咬合面まで
すべてジルコニアで作製したモノリシックジルコニアクラウ
ンが普及しつつある．透明性があるためアバットメントが金
属である場合，審美性への影響が懸念されるが，どの程度影
響があるのかは明らかでない．また実際のクラウンにおける
厚さは様々であり，厚さや使用するセメントによって色調に
影響が及ぶと考えられる．本研究の目的は金属アバットメン
トに接着するセメント色とジルコニアの厚さによる色調への
影響を調べることである． 
Ⅱ材料および方法：　本研究では曲げ強度を600 MPa程度に
おさえて透光性を向上させた高透光性ジルコニアを使用し
た．半焼結の高透光性ジルコニアディスクを直径10 mm，厚
さが0.5 mm，1.0 mm，1.5 mm，2.0 mmになるよう切削し
た．完全焼結後，金属支台にレジンセメントのトライイン
ペーストを介在してジルコニア試料を載せ，分光光度計で色
調を測定した．トライインペーストには透過性が高いユニ
バーサル色と透過性が低いオペーク色の 2 色を使用した．支
台築造用レジン上にユニバーサル色のトライインペーストを
介在させた試料をコントロールとした．測定したL*a*b*か
らΔEを算出しコントロールとの色差を評価した．
Ⅲ結果：　コントロールとの色差ΔEは，金属支台にオペー
ク色を使用し，厚さが1.5 mm，2.0 mmの場合で1.6以下で
あったため臨床的に色の違いはなかった．金属支台のペース
ト色の違いによる比較では厚さ1.5 mmの試料を除いて，
ペーストの色の違いが色差ΔEに有意に影響を及ぼした．
Ⅳ考察および結論：　金属アバットメントに対して高透光性
モノリシックジルコニアクラウンを装着する際，クラウンの
厚さが1.0 mm以下になると，レジン支台に装着した場合と
比較して臨床的に色の差がみられることが示された．審美性
を確保するにはクラウンの歯頸部付近にはステインを使用す
るなどの工夫や，支台歯の色調，支台歯の選択，セメントの
種類，フィニッシュラインの設定位置などを総合的に判断し
てクラウンの製作をする必要があることが示唆された．

○梶本 忠保1, 2，都尾 元宣3，三浦 永理4，新家 光雄5，
堀田 正人2

中部インプラントアカデミー1，朝日大学歯学部口腔機能修
復学講座2，朝日大学歯学部口腔機能修復学講座歯科補綴学
分野3，兵庫県立大学大学院工学研究科　材料・放射光工学
専攻4，東北大学金属材料研究所5

Application of high-temperature oxide coated Ti-Nb-Ta-Zr 
to implant superstructure
○KAJIMOTO T1, 2, MIYAO M3, MIURA E4, 
NIINOMI M5, HOTTA M2

Chubu Implant Academy（CIA）1, Department of Operative 
Dentistry, Division of Oral Function Sciences and 
Rehabilitation, Asahi Univ2, Department of Prosthodontic 
Division of Oral Functional Sciences and Rehabilitation 
Asahi University3, Department of Materials and 
Synchrotron Radiation Engineering Engineering Univers4, 
Institute for Materials Research, Tohoku University5 

O-2-7-9
インプラント上部構造へのチタン合金の
高温酸化皮膜による白色化の応用の検討

Ⅰ目的：　患者のQOLへの関心の高まりに伴い，インプラ
ント治療による欠損機能回復だけでなく外観の回復，すなわ
ち審美性向上への要求は，今後ますます高まると推察され
る．そういう要求に応えるべく，現在では，上部構造にジル
コニア等のセラミック系材料が用いられている．しかし，セラ
ミック系材料の機械的性質や耐久性は，未だ金属には及ばな
い．それゆえ，臨床では，金属の優れた機械的性質や耐久性
等の諸性質を持ちながら，歯と同様な白さを持つ材料，すな
わち「白い金属」の開発が望まれている．それに対し，三浦
らは純チタンやチタン合金において，高温酸化処理により生
成する白色化法を報告している．
そこで，今回は，その白色化法を用いて白色化した新開発の
生体用低弾性率β型チタン合金（Ti-29Nb-13Ta-4.6Zr合金）
のインプラント上部構造への応用の可能性につき検討した．
Ⅱ方法：　試料は，熱間溝ロールを施したφ5 mmの丸棒の生
体用低弾性率β型合金（Ti-29Nb-13Ta-4.6Zr合金 以下TNTZ
と略す）を用い, 切削加工により円柱状試料（長さ10 mm，
外直径φ4 mmおよび内直径φ2.8 mm）に加工した．次いで，
円筒柱状試料の表面を#1500までのエメリー紙による研磨に
より，切削加工による表面加工層を除去し，脱脂した．さら
に，同円柱状試料に1273 Kの大気中にて1.8 ks保持する表面酸
化による白色化処理を施し，炉冷した．その後，白色化処理
を施した円柱状試料につき，万能試験機（EZ Graph, 島津製
作所社製）にて，クロスヘッドスピード1.0 mm/minで圧縮試
験を行った．
Ⅲ結果：　全ての白色化処理試料において，白色表面酸化層
の剥離が認められ, 剥離が生じた平均圧縮変形量は，約 1％
（0.1 mm）であった．
Ⅳ考察および結論：　TNTZの弾性率は，純チタンのそれよ
り低く，白色酸化層の剥離の一因としてセラミックである白
色酸化表層とのヤング率差が推察される．低い弾性率は，咬
合力の緩衝に有用ではあるが，弾性率のより大きい純チタン
やチタン合金への応用も今後の検討課題であると考えられ
る．また，今回の結果から，白色化処理したTNTZは，外力
負担の少ない部位，例えばアクセスホールやチタンネジの頂
部に応用できる可能性が示唆された．
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○荒井 佑輔1，星 憲幸1，早川 徹2，大久保 力廣3, 
木本 克彦1

神奈川歯科大学大学院歯学研究科咀嚼機能制御補綴1，鶴見
大学歯学部歯科理工学講座2，鶴見大学歯学部有床義歯補綴
学講座3

Characterization of pure titanium by multi-directional 
forging（MDF）as implant material
○ARAI Y1, HOSHI N1, HAYAKAWA T2, OHKUBO C3, 
KIMOTO K1

Department of Proshtodontics and Oral Rehabilitation,
Graduate School,Kanagawa Dental University1, 
Department of Dental Engineering, Tsurumi University 
School of Dental Medicine2, Department of Removable 
Prosthodontics, Tsurumi University School of Dental 
Medicine3

Ｏ-2-7-7
多軸鍛造加工純チタンのインプラント応用の
ための特性評価

Ⅰ目的：　現在，チタン材料は優れた材料特徴からインプラ
ント材料として用いられている．しかし，純チタンは強度と
加工成形の面から，チタン合金は耐食性や生体適合性の面か
ら未だ問題点が指摘されている．そこで本研究では，MDF
（多軸鍛造）法を用いた純チタンの有効性を検討したので報
告する．
Ⅱ材料および方法：　試料は，Grade 2 純チタン（東邦チタニ
ウム社製，以下純チタン）と，これに MDF 加工（以下 MDF 
純チタン）した 2 種類とした．機械的性質の測定には，厚さ
0.4 mmの試験片及び酸処理用には，φ20 mm，厚さ1.0 mm
の円板を用いた（川本重工製）．測定項目は，Vickers硬さ
（HMV-20S Shimadzu），引張強さ，弾性率（AG-X plus 
Sh imadzu）の測定を行った．また光学顕微鏡（PME3 
Olympus）と電界放射型電子顕微鏡（JEM-2100F Jeol）で
表面と内部微細構造の観察を行った．また，酸処理による影
響を検討するために，67％硫酸を120 ℃に加熱し，75秒間
処理を行った酸処理群と未処理のコントロール群を純チタン
とMDF純チタンを各用意し，表面構造観察として，表面粗
さと走査型電子顕微鏡（6500F Jeol）による表面観察，及び
接触角の測定（DCA-VZ，協和界面科学）を行った．統計処
理は一元配置分散分析および Turkey 検定を行った．危険率
は 5%とした．
Ⅲ結果：　MDF 純チタンの Vickers 硬さは平均 Hv 293 ，
最大引張応力が約 1016 MPa でチタン合金と同程度以上の強
度を持っていた．弾性率は平均 51 GPaと一般的な純チタン
よりも低かった．光学顕微鏡観察では，MDF法により結晶
粒の分断と微細化が確認できた．TEM観察では，超微結晶
粒組織が確認された．また制限視野回折（SAD）像はほぼ
リング状で，組織が均一な超微細結晶粒によって構成され，
その平均結晶粒径は 100 nm 以下であった．酸処理後の MDF 
純チタンは，微細なナノ構造となっていたのが観察された．
接触角はコントロール群ではMDF 純チタンは純チタンに比
べて有意に疎水性を示したが，酸処理群では親水性へと変化
を示した．
Ⅳ考察および結論：　MDF 純チタンは純チタンの性状を保っ
たまま，高強度，低弾性率の優れた機械的特性と表面処理に
よる構造変化特性が得られたことから，インプラント材料と
して有効である可能性が示唆された．

○横上 智1，篠﨑 陽介2，松浦 尚志2，城戸 寛史3，
佐藤 博信2

福岡歯科大学口腔医療センター1，福岡歯科大学咬合修復学
講座冠橋義歯学分野2，福岡歯科大学咬合修復学講座口腔イ
ンプラント学分野3

The effect of the adhesion gives in a color on metal abutment 
in the highly translucent monolithic zirconia crown
○YOKOUE S1, SHINOZAKI Y2, MATSUURA T2, 
KIDO H3,  SATO H2

Center for Oral Diseases, Fukuoka Dental College1, Section 
of Fixed Prosthodontics, Department of Oral Rehabilitation, 
Fukuoka Dental College2, Section of Oral Implantology, 
Department of Oral Rehabilitation, Fukuoka Dental College3 

Ｏ-2-7-8
高透光性モノリシックジルコニアクラウンにおける
金属アバットメントへの接着が色調に与える
影響について

Ⅰ目的：　ジルコニアの透明性向上にともない，咬合面まで
すべてジルコニアで作製したモノリシックジルコニアクラウ
ンが普及しつつある．透明性があるためアバットメントが金
属である場合，審美性への影響が懸念されるが，どの程度影
響があるのかは明らかでない．また実際のクラウンにおける
厚さは様々であり，厚さや使用するセメントによって色調に
影響が及ぶと考えられる．本研究の目的は金属アバットメン
トに接着するセメント色とジルコニアの厚さによる色調への
影響を調べることである． 
Ⅱ材料および方法：　本研究では曲げ強度を600 MPa程度に
おさえて透光性を向上させた高透光性ジルコニアを使用し
た．半焼結の高透光性ジルコニアディスクを直径10 mm，厚
さが0.5 mm，1.0 mm，1.5 mm，2.0 mmになるよう切削し
た．完全焼結後，金属支台にレジンセメントのトライイン
ペーストを介在してジルコニア試料を載せ，分光光度計で色
調を測定した．トライインペーストには透過性が高いユニ
バーサル色と透過性が低いオペーク色の 2 色を使用した．支
台築造用レジン上にユニバーサル色のトライインペーストを
介在させた試料をコントロールとした．測定したL*a*b*か
らΔEを算出しコントロールとの色差を評価した．
Ⅲ結果：　コントロールとの色差ΔEは，金属支台にオペー
ク色を使用し，厚さが1.5 mm，2.0 mmの場合で1.6以下で
あったため臨床的に色の違いはなかった．金属支台のペース
ト色の違いによる比較では厚さ1.5 mmの試料を除いて，
ペーストの色の違いが色差ΔEに有意に影響を及ぼした．
Ⅳ考察および結論：　金属アバットメントに対して高透光性
モノリシックジルコニアクラウンを装着する際，クラウンの
厚さが1.0 mm以下になると，レジン支台に装着した場合と
比較して臨床的に色の差がみられることが示された．審美性
を確保するにはクラウンの歯頸部付近にはステインを使用す
るなどの工夫や，支台歯の色調，支台歯の選択，セメントの
種類，フィニッシュラインの設定位置などを総合的に判断し
てクラウンの製作をする必要があることが示唆された．

○梶本 忠保1, 2，都尾 元宣3，三浦 永理4，新家 光雄5，
堀田 正人2

中部インプラントアカデミー1，朝日大学歯学部口腔機能修
復学講座2，朝日大学歯学部口腔機能修復学講座歯科補綴学
分野3，兵庫県立大学大学院工学研究科　材料・放射光工学
専攻4，東北大学金属材料研究所5

Application of high-temperature oxide coated Ti-Nb-Ta-Zr 
to implant superstructure
○KAJIMOTO T1, 2, MIYAO M3, MIURA E4, 
NIINOMI M5, HOTTA M2

Chubu Implant Academy（CIA）1, Department of Operative 
Dentistry, Division of Oral Function Sciences and 
Rehabilitation, Asahi Univ2, Department of Prosthodontic 
Division of Oral Functional Sciences and Rehabilitation 
Asahi University3, Department of Materials and 
Synchrotron Radiation Engineering Engineering Univers4, 
Institute for Materials Research, Tohoku University5 

O-2-7-9
インプラント上部構造へのチタン合金の
高温酸化皮膜による白色化の応用の検討

Ⅰ目的：　患者のQOLへの関心の高まりに伴い，インプラ
ント治療による欠損機能回復だけでなく外観の回復，すなわ
ち審美性向上への要求は，今後ますます高まると推察され
る．そういう要求に応えるべく，現在では，上部構造にジル
コニア等のセラミック系材料が用いられている．しかし，セラ
ミック系材料の機械的性質や耐久性は，未だ金属には及ばな
い．それゆえ，臨床では，金属の優れた機械的性質や耐久性
等の諸性質を持ちながら，歯と同様な白さを持つ材料，すな
わち「白い金属」の開発が望まれている．それに対し，三浦
らは純チタンやチタン合金において，高温酸化処理により生
成する白色化法を報告している．
そこで，今回は，その白色化法を用いて白色化した新開発の
生体用低弾性率β型チタン合金（Ti-29Nb-13Ta-4.6Zr合金）
のインプラント上部構造への応用の可能性につき検討した．
Ⅱ方法：　試料は，熱間溝ロールを施したφ5 mmの丸棒の生
体用低弾性率β型合金（Ti-29Nb-13Ta-4.6Zr合金 以下TNTZ
と略す）を用い, 切削加工により円柱状試料（長さ10 mm，
外直径φ4 mmおよび内直径φ2.8 mm）に加工した．次いで，
円筒柱状試料の表面を#1500までのエメリー紙による研磨に
より，切削加工による表面加工層を除去し，脱脂した．さら
に，同円柱状試料に1273 Kの大気中にて1.8 ks保持する表面酸
化による白色化処理を施し，炉冷した．その後，白色化処理
を施した円柱状試料につき，万能試験機（EZ Graph, 島津製
作所社製）にて，クロスヘッドスピード1.0 mm/minで圧縮試
験を行った．
Ⅲ結果：　全ての白色化処理試料において，白色表面酸化層
の剥離が認められ, 剥離が生じた平均圧縮変形量は，約 1％
（0.1 mm）であった．
Ⅳ考察および結論：　TNTZの弾性率は，純チタンのそれよ
り低く，白色酸化層の剥離の一因としてセラミックである白
色酸化表層とのヤング率差が推察される．低い弾性率は，咬
合力の緩衝に有用ではあるが，弾性率のより大きい純チタン
やチタン合金への応用も今後の検討課題であると考えられ
る．また，今回の結果から，白色化処理したTNTZは，外力
負担の少ない部位，例えばアクセスホールやチタンネジの頂
部に応用できる可能性が示唆された．
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一般口演23（第7会場）発表7分－質疑3分
2015年9月23日（水・祝） 11：10～12：00

○江﨑 大輔1，松下 恭之1，原 俊浩2，的野 良就1，
古谷野 潔1

九州大学大学院歯学研究院口腔機能修復学講座1，九州イン
プラント研究会2

Biomechanical consideration for the broken implant body
○ESAKI D1, MATSUSHITA Y1, HARA T2, 
MATONO Y1, KOYANO K1

Division of Oral Rehabilitation,Faculty of Dental Science, 
Kyushu University1, Kyushu Implant Research Group2

O-2-7-10
SEM観察による破折インプラントの
生体力学的検討

Ⅰ目的：　インプラント体の破折はGoodacreらによれば，
1％とその頻度は低いが，患者にとっては致命的な偶発症で
あり，回避すべきものの一つである．
今回，破折したインプラント体の外観観察およびSEM観察
を行い，未使用インプラント体との比較から破折原因の検討
を行った．
Ⅱ材料および方法：　患者は上顎無歯顎の男性．小臼歯相当
部より前方に 4 本のアンキロスインプラントを埋入し，バー
で連結しオーバーデンチャーとして用いていたが，機能開始
から 9 カ月後に１本が脱落，1 本が破折に至った．破折した
インプラント体の付着物を十分に取り除いた後，外観観察お
よび上部構造側の破折面のSEM観察を行なった．
Ⅲ結果：　破折したインプラント体はネック部から 3 ～ 4 ス
レッド目で折れており，マクロな観察からは複数のステップ
が見られた．起点はステップの状況から，ねじ底の数カ所と
考えられた．またそれらは一方向に集中していた．SEM観
察では，起点部およびその近傍のミクロ破面は，破断を助長
するような顕著な欠陥等は認められなかった．また，亀裂進
展部においてストライエーション様の模様が認められた．
未使用のインプラント体の外観を観察すると，破折相当位置
はアバットメントスクリューの先端の位置と一致していた．
ミクロ組織はアルファ単相で，純チタンに通常見られるもの
であり，異常は認められなかった．ネジ谷の硬さ値は，フラ
ンク部が191～211 HV，谷底部が192～203 HVと同程度で
あったが，ネジのR形状は先端側とネック側で異なってお
り，破折部位に近い先端側の方がR寸法は0.04 mmと小さ
かった．
Ⅳ考察および結論：　今回評価を行ったインプラントの破折
原因は，曲げ応力が作用した疲労損傷であると考えられた．
今後，インプラントが機能していた時の状況を想定した有限
要素解析を行い，更に生体力学的検討を加えて，インプラン
ト体の破折を防ぐための適切な補綴設計を検討していく予定
である．

○柴原 栄一郎1，山森 徹雄1, 2，村島 直道2，
関根 貴仁1, 2，伊藤 隼2

奥羽大学大学院歯学研究科1，奥羽大学歯学部歯科補綴学講
座2

Dental implants as the reinforcements for splinting of teeth
-Finite element analysis on the effects of binding conditions-
○SHIBAHARA E1, YAMAMORI T1, 2, MURASIMA N2, 
SEKINE T1, 2, ITO J2

Ohu University Graduate School of Dentistry1, Department of 
Prosthetic Dentistry, Ohu University School of Dentistry2

O-2-7-11
連結固定における歯科インプラントの活用
－連結条件の影響に対する有限要素解析－

Ⅰ目的：　連結固定の目的は，支持能力の減弱した歯への力
をコントロールし，長期的機能維持を図ることである．しか
し，多数歯に動揺がある症例では固定源が不十分となりやす
い．そのため，動揺歯に隣接して植立したインプラントとの
連結固定に着想し，三次元有限要素法により検討してきた．
第44回本学術大会において，骨レベルが低下した天然歯とイ
ンプラントを連結すると，天然歯周囲骨の応力値が正常な歯
周組織の場合に近似するが，インプラント体周囲骨の応力値
が増大することを報告した．これに対する解決策を検討する
ため，本研究では天然歯とインプラントとの連結条件を変更
した有限要素モデルを作成し解析を行った．
Ⅱ材料および方法：　下顎骨に 6 前歯を植立し，左右側小臼
歯部にインプラント体を 2 本ずつ埋入したモデルAを作成
し，骨レベルを5.5 mm低下させたものをモデルBとした．ま
たモデルBのインプラント上部構造と前歯歯冠部を連結した
ものをモデルCとし，モデルCの左右側犬歯と第一小臼歯部
上部構造間にPOMを介在させたものをモデルDとした．イ
ンプラント体と周囲骨間にGap要素を設定し，歯根膜を直行
異方性弾性材料と設定してそれぞれの被圧変位量を再現し
た．下顎骨遠心断面を完全拘束し，天然歯とインプラント上
部構造の咬合面中央部を荷重点として咬合平面に対して垂直
に5 kgfの荷重を付与し，線形静解析した．中切歯周囲骨と
第一小臼歯部インプラント体周囲骨における最大相当応力値
を評価に用いた．
Ⅲ結果：　中切歯周囲皮質骨における最大相当応力値は，モ
デルAで8.0 MPaであったのに対し，モデルBでは17.3 MPaに
増大し，モデルCでは5.7 MPa，モデルDでは5.3 MPaに減少
した．インプラント体周囲皮質骨の最大相当応力値は，モデ
ルAで5.9 MPa，モデルBで41.0 MPa，モデルCで44.7 MPa，
モデルDで23.6 MPaであった．
Ⅳ考察および結論：　骨レベル低下により中切歯周囲骨の応
力値は増大し，インプラントとの連結により正常な骨レベル
のモデルに近い値となった．またインプラントと天然歯を直
接連結したモデルに比較しPOMを介在させたモデルではイ
ンプラント体周囲骨における応力値の増大が抑制された．
よって，本研究の設定では天然歯を連結固定する場合の補強
としてインプラントが有用であること，天然歯とインプラン
トとの連結条件の設定により，機能圧の分布を調節できるこ
とが示唆された．

○鈴木 恭典1, 2，白井 麻衣1，小澤 大輔1，河野 健太郎1，
大久保 力廣1, 2

鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座1，鶴見大学歯学部附属
病院インプラントセンター2

Stress distribution of mini implant-retained overdenture
○SUZUKI Y1, 2, SHIRAI M1, OZAWA D1, KONO K1, 
OHKUBO C1, 2

Department of Removable Prosthodontics, Tsurumi 
University School of Dental Medicine1, Center of Oral and 
Maxillofacial Implantology, Tsurumi University Dental 
Hospital2

O-2-7-12
ミニインプラントを用いたオーバーデンチャーの
応力解析に関する研究

Ⅰ目的：　近年，直径が小さくアタッチメントと一体構造を
有するミニインプラントが開発，市販され，骨幅が狭く従来
のインプラントが埋入できない症例にも適応できることか
ら，オーバーデンチャーの維持源として用いられている．し
かし，長期経過症例では骨吸収が生じることによりインプラ
ント体へのさらなる応力集中も予想される．そこで今回，ミ
ニインプラントを用いたインプラントオーバーデンチャーの
荷重時におけるインプラント，顎堤粘膜の応力分布および義
歯の変位量について，インプラント周囲の骨吸収の有無およ
び荷重方向を変化させ実験的検討を行った．
Ⅱ材料および方法：　下顎無歯顎を想定し，ミニインプラン
ト（プラトン，φ2.7 mm，10 mm）を左右犬歯相当部に 2
本植立したシミュレーション模型を製作した．インプラント
周囲の骨条件は，全く骨吸収がない状態とインプラント体の
1/2まで骨吸収した状態を設定し，それぞれインプラントの
頸部および中央部にはひずみゲージ（KFR-02N，共和電
業）を2枚貼付し，ゲージ貼付位置までシミュレーション模
型に埋入し実験モデルとした．シミュレーション模型の顎堤
形態は単純化し，左右第一大臼歯相当部に超小型圧力セン
サー（PS-10KD, 共和電業）を設置した．アタッチメントは
磁性アタッチメント（愛知製鋼）を選択し，コントロールと
してインプラント支持なしの通常の全部床義歯も製作した．
測定方法は変位量計を組み込んだ定荷重圧縮試験機上に実験
モデルを設置し，荷重方向に50 Ncmまでの両側および片
側荷重を加えた．得られたデータは一元配置分散分析後，
Tukeyの多重比較検定により統計解析を行った．
Ⅲ結果：　両側荷重および片側荷重時のインプラントのひず
みは骨吸収がある状態はない状態に比較し有意に大きな値を
示した．顎堤粘膜の負担圧，義歯の沈下量は骨吸収，荷重方
向の相違に関係なく全部床義歯がミニインプラントオーバー
デンチャーに比較し有意に大きな値を示した．
Ⅳ考察および結論：　ミニインプラントオーバーデンチャー
は通常の全部床義歯に比較し顎堤粘膜の負担圧，義歯の沈下
量が小さく義歯の動揺が抑制されると考えられる．しかし骨
吸収が生じるとインプラント周囲のひずみが大きくなり，咬
合力の繰り返しによる変形，破折が懸念されるためインプラ
ントおよび上部構造の十分なメンテナンスが必要である．

○虻江 勝，松舘 芳樹，依田 信裕，小川 徹，佐々木 啓一
東北大学大学院歯学研究科　口腔システム補綴学分野

Biomechanical investigation of the attachment using in the 
two implant-supported overdenture for edentulous 
mandible
○ABUE M, MATSUDATE Y, YODA N, OGAWA T, 
SASAKI K
Division of Advanced Prosthetic Dentistry, 
Tohoku University Graduate School of Dentistry

O-2-7-13
下顎無歯顎に対するインプラント2 本支台
オーバーデンチャーのアタッチメントに関する
生体力学的研究

Ⅰ目的：　下顎無歯顎に対するインプラント支台オーバーデ
ンチャー（Implant supported Overdenture，以下，IOD）
に使用されるアタッチメントに関する力学的知見は不足して
いる．本研究は，機能時にIODの支台インプラントならびに
義歯床下粘膜に加わる荷重を模型上で測定し，各種アタッチ
メントの有する力学的特徴を検証することを目的とした．
Ⅱ方法：　インプラントに加わる荷重測定には小型水晶圧電
式荷重センサ（以下，圧電センサ）を，義歯床下荷重測定に
はフィルム式圧力分布測定タクタイルセンサ（以下，シート
センサ）を用いた．実験用下顎無歯顎模型の両側側切歯と犬
歯の中間部の 2 カ所に，インプラントを仮想咬合平面に垂直
に埋入し，圧電センサとアタッチメントをスクリュー固定し
た．被験アタッチメントは，ボールアタッチメント（BA），
ロケーターアタッチメント（LA），ラウンドバーアタッチメ
ント（RA）とした．顎堤部に付加型シリコーン印象材製の
人工粘膜を付与し，シートセンサを右側臼歯部に設置した．
実験用義歯の右側第一大臼歯相当部に，万能試験機（Instron
5685）により咬合平面に垂直に100 Ncmを負荷した．負荷様
式は静的負荷と動的負荷（2 Hz）の 2 パターンとした．各ア
タッチメント使用時の支台インプラント荷重の統計学的解析
には一元配置分散分析および Bonferroni検定を使用した．
Ⅲ結果：　アタッチメントの種類に関わらず，両側のインプ
ラントに加わる荷重方向は後方であり，また非荷重側のイン
プラントでは上方方向であった．静的荷重では，両側インプ
ラントとも荷重量はBAで最大となり，以下RA，LAの順で
あった．動的荷重ではインプラント荷重の時間的変化様相は
各アタッチメントで異なり，加わる荷重の力積は，両側イン
プラントともBAで最大となり，以下LA，RAの順であっ
た．義歯床下荷重量は，静的荷重ではRAで最大となり，以
下LA，BAの順であった．動的荷重時ではシートセンサ測定
範囲内における荷重中心の変化様相は各アタッチメントで異
なり，近心部よりも遠心部に大きい荷重が加わった．
Ⅳ考察および結論：　本研究で用いた測定手法により，各種
アタッチメント使用時におけるIODの支台インプラントに加
わる荷重ならびに義歯床下粘膜への荷重の相違を明らかにし
た．支台インプラントに加わる荷重はBA使用時に最大とな
り，また義歯床下粘膜に加わる荷重はRA使用時に最大と
なった．
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一般口演23（第7会場）発表7分－質疑3分
2015年9月23日（水・祝） 11：10～12：00

○江﨑 大輔1，松下 恭之1，原 俊浩2，的野 良就1，
古谷野 潔1

九州大学大学院歯学研究院口腔機能修復学講座1，九州イン
プラント研究会2

Biomechanical consideration for the broken implant body
○ESAKI D1, MATSUSHITA Y1, HARA T2, 
MATONO Y1, KOYANO K1

Division of Oral Rehabilitation,Faculty of Dental Science, 
Kyushu University1, Kyushu Implant Research Group2

O-2-7-10
SEM観察による破折インプラントの
生体力学的検討

Ⅰ目的：　インプラント体の破折はGoodacreらによれば，
1％とその頻度は低いが，患者にとっては致命的な偶発症で
あり，回避すべきものの一つである．
今回，破折したインプラント体の外観観察およびSEM観察
を行い，未使用インプラント体との比較から破折原因の検討
を行った．
Ⅱ材料および方法：　患者は上顎無歯顎の男性．小臼歯相当
部より前方に 4 本のアンキロスインプラントを埋入し，バー
で連結しオーバーデンチャーとして用いていたが，機能開始
から 9 カ月後に１本が脱落，1 本が破折に至った．破折した
インプラント体の付着物を十分に取り除いた後，外観観察お
よび上部構造側の破折面のSEM観察を行なった．
Ⅲ結果：　破折したインプラント体はネック部から 3 ～ 4 ス
レッド目で折れており，マクロな観察からは複数のステップ
が見られた．起点はステップの状況から，ねじ底の数カ所と
考えられた．またそれらは一方向に集中していた．SEM観
察では，起点部およびその近傍のミクロ破面は，破断を助長
するような顕著な欠陥等は認められなかった．また，亀裂進
展部においてストライエーション様の模様が認められた．
未使用のインプラント体の外観を観察すると，破折相当位置
はアバットメントスクリューの先端の位置と一致していた．
ミクロ組織はアルファ単相で，純チタンに通常見られるもの
であり，異常は認められなかった．ネジ谷の硬さ値は，フラ
ンク部が191～211 HV，谷底部が192～203 HVと同程度で
あったが，ネジのR形状は先端側とネック側で異なってお
り，破折部位に近い先端側の方がR寸法は0.04 mmと小さ
かった．
Ⅳ考察および結論：　今回評価を行ったインプラントの破折
原因は，曲げ応力が作用した疲労損傷であると考えられた．
今後，インプラントが機能していた時の状況を想定した有限
要素解析を行い，更に生体力学的検討を加えて，インプラン
ト体の破折を防ぐための適切な補綴設計を検討していく予定
である．

○柴原 栄一郎1，山森 徹雄1, 2，村島 直道2，
関根 貴仁1, 2，伊藤 隼2

奥羽大学大学院歯学研究科1，奥羽大学歯学部歯科補綴学講
座2

Dental implants as the reinforcements for splinting of teeth
-Finite element analysis on the effects of binding conditions-
○SHIBAHARA E1, YAMAMORI T1, 2, MURASIMA N2, 
SEKINE T1, 2, ITO J2

Ohu University Graduate School of Dentistry1, Department of 
Prosthetic Dentistry, Ohu University School of Dentistry2

O-2-7-11
連結固定における歯科インプラントの活用
－連結条件の影響に対する有限要素解析－

Ⅰ目的：　連結固定の目的は，支持能力の減弱した歯への力
をコントロールし，長期的機能維持を図ることである．しか
し，多数歯に動揺がある症例では固定源が不十分となりやす
い．そのため，動揺歯に隣接して植立したインプラントとの
連結固定に着想し，三次元有限要素法により検討してきた．
第44回本学術大会において，骨レベルが低下した天然歯とイ
ンプラントを連結すると，天然歯周囲骨の応力値が正常な歯
周組織の場合に近似するが，インプラント体周囲骨の応力値
が増大することを報告した．これに対する解決策を検討する
ため，本研究では天然歯とインプラントとの連結条件を変更
した有限要素モデルを作成し解析を行った．
Ⅱ材料および方法：　下顎骨に 6 前歯を植立し，左右側小臼
歯部にインプラント体を 2 本ずつ埋入したモデルAを作成
し，骨レベルを5.5 mm低下させたものをモデルBとした．ま
たモデルBのインプラント上部構造と前歯歯冠部を連結した
ものをモデルCとし，モデルCの左右側犬歯と第一小臼歯部
上部構造間にPOMを介在させたものをモデルDとした．イ
ンプラント体と周囲骨間にGap要素を設定し，歯根膜を直行
異方性弾性材料と設定してそれぞれの被圧変位量を再現し
た．下顎骨遠心断面を完全拘束し，天然歯とインプラント上
部構造の咬合面中央部を荷重点として咬合平面に対して垂直
に5 kgfの荷重を付与し，線形静解析した．中切歯周囲骨と
第一小臼歯部インプラント体周囲骨における最大相当応力値
を評価に用いた．
Ⅲ結果：　中切歯周囲皮質骨における最大相当応力値は，モ
デルAで8.0 MPaであったのに対し，モデルBでは17.3 MPaに
増大し，モデルCでは5.7 MPa，モデルDでは5.3 MPaに減少
した．インプラント体周囲皮質骨の最大相当応力値は，モデ
ルAで5.9 MPa，モデルBで41.0 MPa，モデルCで44.7 MPa，
モデルDで23.6 MPaであった．
Ⅳ考察および結論：　骨レベル低下により中切歯周囲骨の応
力値は増大し，インプラントとの連結により正常な骨レベル
のモデルに近い値となった．またインプラントと天然歯を直
接連結したモデルに比較しPOMを介在させたモデルではイ
ンプラント体周囲骨における応力値の増大が抑制された．
よって，本研究の設定では天然歯を連結固定する場合の補強
としてインプラントが有用であること，天然歯とインプラン
トとの連結条件の設定により，機能圧の分布を調節できるこ
とが示唆された．

○鈴木 恭典1, 2，白井 麻衣1，小澤 大輔1，河野 健太郎1，
大久保 力廣1, 2

鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座1，鶴見大学歯学部附属
病院インプラントセンター2

Stress distribution of mini implant-retained overdenture
○SUZUKI Y1, 2, SHIRAI M1, OZAWA D1, KONO K1, 
OHKUBO C1, 2

Department of Removable Prosthodontics, Tsurumi 
University School of Dental Medicine1, Center of Oral and 
Maxillofacial Implantology, Tsurumi University Dental 
Hospital2

O-2-7-12
ミニインプラントを用いたオーバーデンチャーの
応力解析に関する研究

Ⅰ目的：　近年，直径が小さくアタッチメントと一体構造を
有するミニインプラントが開発，市販され，骨幅が狭く従来
のインプラントが埋入できない症例にも適応できることか
ら，オーバーデンチャーの維持源として用いられている．し
かし，長期経過症例では骨吸収が生じることによりインプラ
ント体へのさらなる応力集中も予想される．そこで今回，ミ
ニインプラントを用いたインプラントオーバーデンチャーの
荷重時におけるインプラント，顎堤粘膜の応力分布および義
歯の変位量について，インプラント周囲の骨吸収の有無およ
び荷重方向を変化させ実験的検討を行った．
Ⅱ材料および方法：　下顎無歯顎を想定し，ミニインプラン
ト（プラトン，φ2.7 mm，10 mm）を左右犬歯相当部に 2
本植立したシミュレーション模型を製作した．インプラント
周囲の骨条件は，全く骨吸収がない状態とインプラント体の
1/2まで骨吸収した状態を設定し，それぞれインプラントの
頸部および中央部にはひずみゲージ（KFR-02N，共和電
業）を2枚貼付し，ゲージ貼付位置までシミュレーション模
型に埋入し実験モデルとした．シミュレーション模型の顎堤
形態は単純化し，左右第一大臼歯相当部に超小型圧力セン
サー（PS-10KD, 共和電業）を設置した．アタッチメントは
磁性アタッチメント（愛知製鋼）を選択し，コントロールと
してインプラント支持なしの通常の全部床義歯も製作した．
測定方法は変位量計を組み込んだ定荷重圧縮試験機上に実験
モデルを設置し，荷重方向に50 Ncmまでの両側および片
側荷重を加えた．得られたデータは一元配置分散分析後，
Tukeyの多重比較検定により統計解析を行った．
Ⅲ結果：　両側荷重および片側荷重時のインプラントのひず
みは骨吸収がある状態はない状態に比較し有意に大きな値を
示した．顎堤粘膜の負担圧，義歯の沈下量は骨吸収，荷重方
向の相違に関係なく全部床義歯がミニインプラントオーバー
デンチャーに比較し有意に大きな値を示した．
Ⅳ考察および結論：　ミニインプラントオーバーデンチャー
は通常の全部床義歯に比較し顎堤粘膜の負担圧，義歯の沈下
量が小さく義歯の動揺が抑制されると考えられる．しかし骨
吸収が生じるとインプラント周囲のひずみが大きくなり，咬
合力の繰り返しによる変形，破折が懸念されるためインプラ
ントおよび上部構造の十分なメンテナンスが必要である．

○虻江 勝，松舘 芳樹，依田 信裕，小川 徹，佐々木 啓一
東北大学大学院歯学研究科　口腔システム補綴学分野

Biomechanical investigation of the attachment using in the 
two implant-supported overdenture for edentulous 
mandible
○ABUE M, MATSUDATE Y, YODA N, OGAWA T, 
SASAKI K
Division of Advanced Prosthetic Dentistry, 
Tohoku University Graduate School of Dentistry

O-2-7-13
下顎無歯顎に対するインプラント2 本支台
オーバーデンチャーのアタッチメントに関する
生体力学的研究

Ⅰ目的：　下顎無歯顎に対するインプラント支台オーバーデ
ンチャー（Implant supported Overdenture，以下，IOD）
に使用されるアタッチメントに関する力学的知見は不足して
いる．本研究は，機能時にIODの支台インプラントならびに
義歯床下粘膜に加わる荷重を模型上で測定し，各種アタッチ
メントの有する力学的特徴を検証することを目的とした．
Ⅱ方法：　インプラントに加わる荷重測定には小型水晶圧電
式荷重センサ（以下，圧電センサ）を，義歯床下荷重測定に
はフィルム式圧力分布測定タクタイルセンサ（以下，シート
センサ）を用いた．実験用下顎無歯顎模型の両側側切歯と犬
歯の中間部の 2 カ所に，インプラントを仮想咬合平面に垂直
に埋入し，圧電センサとアタッチメントをスクリュー固定し
た．被験アタッチメントは，ボールアタッチメント（BA），
ロケーターアタッチメント（LA），ラウンドバーアタッチメ
ント（RA）とした．顎堤部に付加型シリコーン印象材製の
人工粘膜を付与し，シートセンサを右側臼歯部に設置した．
実験用義歯の右側第一大臼歯相当部に，万能試験機（Instron
5685）により咬合平面に垂直に100 Ncmを負荷した．負荷様
式は静的負荷と動的負荷（2 Hz）の 2 パターンとした．各ア
タッチメント使用時の支台インプラント荷重の統計学的解析
には一元配置分散分析および Bonferroni検定を使用した．
Ⅲ結果：　アタッチメントの種類に関わらず，両側のインプ
ラントに加わる荷重方向は後方であり，また非荷重側のイン
プラントでは上方方向であった．静的荷重では，両側インプ
ラントとも荷重量はBAで最大となり，以下RA，LAの順で
あった．動的荷重ではインプラント荷重の時間的変化様相は
各アタッチメントで異なり，加わる荷重の力積は，両側イン
プラントともBAで最大となり，以下LA，RAの順であっ
た．義歯床下荷重量は，静的荷重ではRAで最大となり，以
下LA，BAの順であった．動的荷重時ではシートセンサ測定
範囲内における荷重中心の変化様相は各アタッチメントで異
なり，近心部よりも遠心部に大きい荷重が加わった．
Ⅳ考察および結論：　本研究で用いた測定手法により，各種
アタッチメント使用時におけるIODの支台インプラントに加
わる荷重ならびに義歯床下粘膜への荷重の相違を明らかにし
た．支台インプラントに加わる荷重はBA使用時に最大とな
り，また義歯床下粘膜に加わる荷重はRA使用時に最大と
なった．
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○志村 雄太，佐藤 裕二，北川 昇，内田 圭一郎，
大森 美由紀
昭和大学歯学部高齢者歯科学講座

The effect of offset placement in the edentulous posterior 
mandible
○SHIMURA Y, SATO Y, KITAGAWA N, UCHIDA K, 
OMORI M
Department of Geriatric Dentistry, Showa University 
School of Dentistry

O-2-7-14
下顎臼歯部欠損におけるオフセット配置の効果

Ⅰ目的：　インプラントの長期的な安定のためには, 適切な
インプラント配置が重要である. 近年，インプラント配置と
インプラント周囲の応力の関係性を明らかにするために，多
数の生体力学的研究が行われてきた．臼歯部欠損に複数のイ
ンプラントを埋入する際の配置に関して，幾何学解析や三次
元有限要素解析（FEA），模型実験等が行われてきた．しか
し，同一の条件で複数の解析を行った研究は報告されていな
い．
そこで本研究では，下顎臼歯部欠損において，オフセット配
置によるインプラント周囲骨の生体力学的効果を明らかにす
ることを目的に，FEAとひずみゲージを用いて比較・検討
を行った．
Ⅱ材料および方法：　擬似下顎骨にインプラント体を 3 本埋
入し，チタン製上部構造体を装着したモデル（実験モデル）
を製作した．3 本のインプラント体は第一小臼歯，第二小臼
歯，第一大臼歯相当部に埋入した．上部構造体の第一大臼歯
相当部に 3 か所の荷重点（頬側・中央・舌側）を設定した．
インプラント体を直線配置したモデルと，第二小臼歯相当部
のインプラント体を頬・舌側にそれぞれ 1 mmオフセットさ
せたモデル 2 種類の計 3 種類を各 3 個製作した．さらに，第
一大臼歯相当部インプラント周囲に 4 枚のひずみゲージを貼
付した．
実験モデルをマイクロCT撮影し，DICOMデータからFEA
モデルを製作した．実験モデルと，FEAモデルの 3 つの荷
重点に 100 Ncmの垂直荷重を加えた．被圧変位量およびイ
ンプラント周囲骨のひずみを実験モデルとFEAモデルで比
較・検討した．
Ⅲ結果：　実験モデルとFEAモデルともに，全ての配置で
中央荷重時の被圧変位量が最も小さかった．また 3 種類の配
置間の被圧変位量は同程度であった．ひずみの解析について
は，3 種類全ての配置で荷重側の圧縮ひずみが最も大きかっ
た．3 種類のモデルにおける，ひずみ分布は同様の傾向を示
した．
Ⅳ考察および結論：　下顎臼歯部欠損において，オフセット
配置がインプラント周囲骨に与える生体力学的効果は小さい
可能性が示唆された．

○甲斐 智之
日本臨床インプラント研究会

Improvement case of the mandibular displacement with an 
implant and the provisional restoration
○KAI S
Clinical Implant Society of Japan

O-2-7-15
インプラントとプロビジョナルレストレーションによる
下顎偏位の改善症例

Ⅰ目的：　歯周炎による臼歯の近心傾斜，欠損等によるバー
ティカルストップの喪失に伴い，下顎が偏位を起こす可能性
は高い．従って，アダプテーションできる顆頭安定位に誘導
し，その下顎位で咬頭嵌合させることは正常な顎機能運動の
回復を行う上で重要である．今回，下顎偏位をインプラント
とプロビジョナルレストレーションを用いて改善し，その後
最終上部構造装着 4 年良好に経過を経ている症例について，
下顎偏位の改善方法及び顎運動記録等を報告する．
Ⅱ症例の概要：　58歳の女性，咀嚼障害を主訴に来院され
た．口腔内全体にわたり，歯周病は進行し，補綴歯のカリエ
スが多く認められた．う蝕や歯周病，残存歯質の問題などか
ら，すべての歯が保存困難と診断し，すべての歯を抜歯し
て，上下顎をインプラント支持補綴装置で治療する方法を提
案し，患者の同意を得るとともに，適正な咬合機能の回復を
目指し，下顎偏位の改善も行う治療計画を立てた．咬合高
径，咬合平面を暫間義歯でほぼ決定した後にインプラント埋
入を行った．オッセオインテグレーション後は，プロビジョ
ナルレストレーションを装着した．咬合平面角度はフェイ
シャルパターンに応じて設定し，極力左右シンメトリックに
なる様な調整を行った．上顎咬合平面設定後，下顎偏位の改
善をスタビリゼーション型スプリントを併用して行った．術
前の顎運動測定装置（アルカスディグマ，カボ社）の顎運動
記録では矢状面，水平面における顆頭の開閉運動時の軌跡及
び，切歯路が一致することなく大きくずれていたが，下顎偏
位が改善された最終調整終了時には収束が見られた．
Ⅲ経過：　術後 4 年経過した現在，機能，審美ともに良好な
結果が得られ，X線所見でも，インプラント周囲支持組織の
安定が得られている．顎機能運動も顆路の開閉時の軌跡は安
定している.
Ⅳ考察および結論：　下顎偏位が疑われる症例には，欠損補
綴のみの処置だけでなく，顎偏位の是正を行う必要があると
思われる．また，顎運動解析装置などを用いて，顎機能検査
を行い，機能的な評価を行うことで，適正下顎位の評価がで
きるものと考える．最後に，強固な咬合支持が得られるイン
プラントを欠損補綴に用いることは有効で，スプリントを併
用し，インプラント上のプロビジョナルレストレーションを
用いることで適正な下顎位に誘導することができる．

○石井 彰夫，岩本 宏，堀内 克啓
ジャシド

A case report of performing the functional recovery with 
orthodontic treatment by anchor of temporary implant and 
implant prosthodontics
○ISHII A, IWAMOTO H, HORIUCHI K
JACID

O-2-7-16
暫間インプラントを固定源にした矯正と
インプラント補綴にて機能回復を行った一症例

Ⅰ目的：　歯列不正を伴った咬合異常に対して機能回復を行
う場合，歯の位置異常の改善を行ってから咬合関係を改善さ
せる必要に迫られることがある．今回，暫間インプラントを
固定源とした矯正治療を行い，欠損部へはインプラント補綴
を行い良好な咀嚼機能の回復が得られた症例を経験したので
報告する．
Ⅱ症例の概要：　患者は28歳女性．14，16，36，37の欠損に
よる咀嚼障害の改善を主訴に2009年 8 月当院を受診．骨格性
の下顎前突を認め，顔貌の改善のためには外科矯正が必要と
の提案を行ったが希望されなかったため，歯槽性の改善での
機能回復を目指し治療を行うことで同意を得た．上下歯列弓
形態の不調和と下顎叢生の改善のため，36，37へImmediate 
Provisional Implant（Nobel Biocare）を埋入し，固定源とし
た．下顎歯列のレベリング・アライメントの後に下顎全歯の
後方移動を行った．両側犬歯関係がAngle ClassⅢからAngle 
ClassⅠに改善されたことを確認したため，2010年10月矯正
治療を終了した．欠損部に対しては，2010年11月にインプ
ラントを埋入する１次手術を14はNobel Replace Tapered
（NobelBiocare）で行い，36，37は Nobel Replace Select
（Nobel Biocare）で行った．16欠損部は，両隣在歯を支台と
したブリッジで対応した．埋入したサイズは，14（直径3.5
mm，長さ13 mm），36（直径3.5 mm，長さ13 mm），37（直
径4.3 mm，長さ10 mm）で，3 カ月後に 2 次手術を行い，
2011年4月に最終補綴装置（陶材焼付鋳造冠）を仮着セメン
トにて装着した．
Ⅲ経過：　インプラント上部構造装着後 3カ月毎にメインテ
ナンスを行って 3 年以上経過しているが，エックス線写真上
での骨吸収や口腔内診査での異常所見は見られず，歯列も安
定しており，審美的・機能的にも患者は十分に満足してい
る．
Ⅳ考察および結論：　歯列不正を伴い，かつ欠損を有する場
合，咬合関係の改善のため矯正治療の必要性があっても，固
定源をどこに求めるかで苦慮することがある．本症例では，
暫間インプラントを有効活用することにより適正な位置へ天
然歯を移動し，欠損部へはインプラント補綴を行うことによ
り上下歯列弓の不正関係の調和と機能的咬合関係が獲得でき
たと考えている．今後，治療後の咬合関係が維持され，上部
構造の破損やインプラント周囲組織の炎症といった問題が起
こらないよう注意深く観察していく必要がある．

一般口演24（第7会場）発表7分－質疑3分
2015年9月23日（水・祝） 13：30～14：20
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○志村 雄太，佐藤 裕二，北川 昇，内田 圭一郎，
大森 美由紀
昭和大学歯学部高齢者歯科学講座

The effect of offset placement in the edentulous posterior 
mandible
○SHIMURA Y, SATO Y, KITAGAWA N, UCHIDA K, 
OMORI M
Department of Geriatric Dentistry, Showa University 
School of Dentistry

O-2-7-14
下顎臼歯部欠損におけるオフセット配置の効果

Ⅰ目的：　インプラントの長期的な安定のためには, 適切な
インプラント配置が重要である. 近年，インプラント配置と
インプラント周囲の応力の関係性を明らかにするために，多
数の生体力学的研究が行われてきた．臼歯部欠損に複数のイ
ンプラントを埋入する際の配置に関して，幾何学解析や三次
元有限要素解析（FEA），模型実験等が行われてきた．しか
し，同一の条件で複数の解析を行った研究は報告されていな
い．
そこで本研究では，下顎臼歯部欠損において，オフセット配
置によるインプラント周囲骨の生体力学的効果を明らかにす
ることを目的に，FEAとひずみゲージを用いて比較・検討
を行った．
Ⅱ材料および方法：　擬似下顎骨にインプラント体を 3 本埋
入し，チタン製上部構造体を装着したモデル（実験モデル）
を製作した．3 本のインプラント体は第一小臼歯，第二小臼
歯，第一大臼歯相当部に埋入した．上部構造体の第一大臼歯
相当部に 3 か所の荷重点（頬側・中央・舌側）を設定した．
インプラント体を直線配置したモデルと，第二小臼歯相当部
のインプラント体を頬・舌側にそれぞれ 1 mmオフセットさ
せたモデル 2 種類の計 3 種類を各 3 個製作した．さらに，第
一大臼歯相当部インプラント周囲に 4 枚のひずみゲージを貼
付した．
実験モデルをマイクロCT撮影し，DICOMデータからFEA
モデルを製作した．実験モデルと，FEAモデルの 3 つの荷
重点に 100 Ncmの垂直荷重を加えた．被圧変位量およびイ
ンプラント周囲骨のひずみを実験モデルとFEAモデルで比
較・検討した．
Ⅲ結果：　実験モデルとFEAモデルともに，全ての配置で
中央荷重時の被圧変位量が最も小さかった．また 3 種類の配
置間の被圧変位量は同程度であった．ひずみの解析について
は，3 種類全ての配置で荷重側の圧縮ひずみが最も大きかっ
た．3 種類のモデルにおける，ひずみ分布は同様の傾向を示
した．
Ⅳ考察および結論：　下顎臼歯部欠損において，オフセット
配置がインプラント周囲骨に与える生体力学的効果は小さい
可能性が示唆された．

○甲斐 智之
日本臨床インプラント研究会

Improvement case of the mandibular displacement with an 
implant and the provisional restoration
○KAI S
Clinical Implant Society of Japan

O-2-7-15
インプラントとプロビジョナルレストレーションによる
下顎偏位の改善症例

Ⅰ目的：　歯周炎による臼歯の近心傾斜，欠損等によるバー
ティカルストップの喪失に伴い，下顎が偏位を起こす可能性
は高い．従って，アダプテーションできる顆頭安定位に誘導
し，その下顎位で咬頭嵌合させることは正常な顎機能運動の
回復を行う上で重要である．今回，下顎偏位をインプラント
とプロビジョナルレストレーションを用いて改善し，その後
最終上部構造装着 4 年良好に経過を経ている症例について，
下顎偏位の改善方法及び顎運動記録等を報告する．
Ⅱ症例の概要：　58歳の女性，咀嚼障害を主訴に来院され
た．口腔内全体にわたり，歯周病は進行し，補綴歯のカリエ
スが多く認められた．う蝕や歯周病，残存歯質の問題などか
ら，すべての歯が保存困難と診断し，すべての歯を抜歯し
て，上下顎をインプラント支持補綴装置で治療する方法を提
案し，患者の同意を得るとともに，適正な咬合機能の回復を
目指し，下顎偏位の改善も行う治療計画を立てた．咬合高
径，咬合平面を暫間義歯でほぼ決定した後にインプラント埋
入を行った．オッセオインテグレーション後は，プロビジョ
ナルレストレーションを装着した．咬合平面角度はフェイ
シャルパターンに応じて設定し，極力左右シンメトリックに
なる様な調整を行った．上顎咬合平面設定後，下顎偏位の改
善をスタビリゼーション型スプリントを併用して行った．術
前の顎運動測定装置（アルカスディグマ，カボ社）の顎運動
記録では矢状面，水平面における顆頭の開閉運動時の軌跡及
び，切歯路が一致することなく大きくずれていたが，下顎偏
位が改善された最終調整終了時には収束が見られた．
Ⅲ経過：　術後 4 年経過した現在，機能，審美ともに良好な
結果が得られ，X線所見でも，インプラント周囲支持組織の
安定が得られている．顎機能運動も顆路の開閉時の軌跡は安
定している.
Ⅳ考察および結論：　下顎偏位が疑われる症例には，欠損補
綴のみの処置だけでなく，顎偏位の是正を行う必要があると
思われる．また，顎運動解析装置などを用いて，顎機能検査
を行い，機能的な評価を行うことで，適正下顎位の評価がで
きるものと考える．最後に，強固な咬合支持が得られるイン
プラントを欠損補綴に用いることは有効で，スプリントを併
用し，インプラント上のプロビジョナルレストレーションを
用いることで適正な下顎位に誘導することができる．

○石井 彰夫，岩本 宏，堀内 克啓
ジャシド

A case report of performing the functional recovery with 
orthodontic treatment by anchor of temporary implant and 
implant prosthodontics
○ISHII A, IWAMOTO H, HORIUCHI K
JACID

O-2-7-16
暫間インプラントを固定源にした矯正と
インプラント補綴にて機能回復を行った一症例

Ⅰ目的：　歯列不正を伴った咬合異常に対して機能回復を行
う場合，歯の位置異常の改善を行ってから咬合関係を改善さ
せる必要に迫られることがある．今回，暫間インプラントを
固定源とした矯正治療を行い，欠損部へはインプラント補綴
を行い良好な咀嚼機能の回復が得られた症例を経験したので
報告する．
Ⅱ症例の概要：　患者は28歳女性．14，16，36，37の欠損に
よる咀嚼障害の改善を主訴に2009年 8 月当院を受診．骨格性
の下顎前突を認め，顔貌の改善のためには外科矯正が必要と
の提案を行ったが希望されなかったため，歯槽性の改善での
機能回復を目指し治療を行うことで同意を得た．上下歯列弓
形態の不調和と下顎叢生の改善のため，36，37へImmediate 
Provisional Implant（Nobel Biocare）を埋入し，固定源とし
た．下顎歯列のレベリング・アライメントの後に下顎全歯の
後方移動を行った．両側犬歯関係がAngle ClassⅢからAngle 
ClassⅠに改善されたことを確認したため，2010年10月矯正
治療を終了した．欠損部に対しては，2010年11月にインプ
ラントを埋入する１次手術を14はNobel Replace Tapered
（NobelBiocare）で行い，36，37は Nobel Replace Select
（Nobel Biocare）で行った．16欠損部は，両隣在歯を支台と
したブリッジで対応した．埋入したサイズは，14（直径3.5
mm，長さ13 mm），36（直径3.5 mm，長さ13 mm），37（直
径4.3 mm，長さ10 mm）で，3 カ月後に 2 次手術を行い，
2011年4月に最終補綴装置（陶材焼付鋳造冠）を仮着セメン
トにて装着した．
Ⅲ経過：　インプラント上部構造装着後 3カ月毎にメインテ
ナンスを行って 3 年以上経過しているが，エックス線写真上
での骨吸収や口腔内診査での異常所見は見られず，歯列も安
定しており，審美的・機能的にも患者は十分に満足してい
る．
Ⅳ考察および結論：　歯列不正を伴い，かつ欠損を有する場
合，咬合関係の改善のため矯正治療の必要性があっても，固
定源をどこに求めるかで苦慮することがある．本症例では，
暫間インプラントを有効活用することにより適正な位置へ天
然歯を移動し，欠損部へはインプラント補綴を行うことによ
り上下歯列弓の不正関係の調和と機能的咬合関係が獲得でき
たと考えている．今後，治療後の咬合関係が維持され，上部
構造の破損やインプラント周囲組織の炎症といった問題が起
こらないよう注意深く観察していく必要がある．

一般口演24（第7会場）発表7分－質疑3分
2015年9月23日（水・祝） 13：30～14：20
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○米田 晋也
ジャシド

A case of occlusal reconstruction for a patient who 
received implant treatment at another dental clinic
○YONEDA S
JACID

O-2-7-17
他院にてインプラント治療の既往がある
患者に対して咬合再構成を行った一症例

Ⅰ目的：　インプラント治療が普及するにつれて，他院にお
けるインプラント治療の既往がある患者に対し治療を行う機
会にも遭遇する．そのような患者に対して治療計画を立てる
際，既存のインプラントの扱いに困惑することがしばしばあ
る．今回他院にてインプラント治療の既往がある咬合崩壊症
例に対し咬合再構成を行い，良好な結果を得たので報告す
る．
Ⅱ症例の概要：　患者は66歳女性．2009年 6 月検診を希望し
て来院した．口腔内の診察，検査より臼歯部に保存困難な歯
（14，36，47）を複数認めた．またエックス線検査より13部
はインプラントにて，上顎臼歯部は義歯にて補綴処置がなさ
れていた．患者に口腔内の現状を説明したところ，可能であ
れば臼歯部に対してもインプラント治療をして欲しいとのこ
とであった．術前のワックスアップより，デンチャースペー
スの確保のためには咬合挙上が必要であり，また前歯部の適
切な被蓋関係を得るためには全顎的な補綴処置が必要と診断
した．初期治療の後，臼歯欠損部にインプラント体 8 本（い
ずれも直径3.75 mm，長さ10 mm）を埋入した．十分な免荷
期間の後，プロビジョナルレストレーションを装着した．機
能的にも審美的にも問題がないことを確認し，最終補綴へ移
行した．作製したオールセラミッククラウンを天然歯部はク
リアフィルエステティックセメント（クラレ）にて，インプ
ラント部はハイボンドテンポラリーセメントソフト（松風）
にて装着した．
Ⅲ経過：　術後約 3 年 4 カ月が経過したが口腔内に異常所見
は認めず，またエックス線写真においても骨吸収像等の異常
所見は認めない．現在，3 カ月に 1 回のメンテナンスを行っ
ているがインプラント部を含めて経過は良好であり患者の高
い満足が得られている．
Ⅳ考察および結論：　口腔内に既に他院にて埋入されたイン
プラントが存在する場合，患者はそのインプラントを利用し
て治療を行うことを望む場合が多く，そのような症例におい
ては既存のインプラントの存在が治療計画を立てる際の制約
となることが少なくない．本症例においても矯正治療を併用
すれば補綴範囲が少なくなる可能性があったが，患者の同意
を得られず，既存のインプラントを利用した．今回審美と機
能の両立を目指し全顎的な補綴処置を行い患者の満足を得る
ことができた．

○石橋 知代子，柴田 慶郎，三冨 純一，白鳥 香理，
早川 邦雄
北海道形成歯科研究会

Extensive occlusal reconstruction using implants in partially 
edentulous patient with no occlusal stop by natural teeth
○ISHIBASHI C, SHIBATA Y, MITOMI J, SHIRATORI K, 
HAYAKAWA K
Institute of Hokkaido Plastic Dentistry

O-2-7-18
インプラントを用いて咬合再構成をした
すれ違い咬合の１症例

Ⅰ目的：　すれ違い咬合の臨床的問題点としては，咬合の不
安定，咬合高径，咬合平面の乱れ，顎堤の異常吸収などが挙
げられ，したがって治療が困難で，良好な予後の獲得が難し
い症例となることが多い．今回，すれ違い咬合患者にインプ
ラント治療を応用し良好な結果を得，約 8 年経過したので報
告する．
Ⅱ症例の概要：　患者は62歳男性．上顎前歯部，右上臼歯
部，左下臼歯部が欠損で完全なすれ違い咬合を伴う審美障害
および咀嚼障害を主訴に2006年12月，当院に来院した．う蝕
にて歯牙欠損に至り長年放置していた．既往歴には高血圧症
があった．可撤性義歯を拒否され，インプラント治療を行う
こととした．口腔内写真，パノラマX線，CT撮影および診
断用模型を作製し，2007年 2 月に静脈内鎮静法下で埋入手術
を施行．上顎欠損部16，15，13，11，21，下顎欠損部33，35，
36にReplace Select Tapered インプラント（φ5.0×10 mm，
φ4.3×13 mm or 10 mm）8 本埋入．前歯部の唇側骨の不足部
には右上臼歯部の頬側より採取した自家骨およびβ-TCP ，
吸収性メンブレンを利用しGBRを行った．
同年 3 月 2 次手術，プロビジョナルブリッジを装着し顎位を
安定させ，同年 8 月には最終印象を行い，プロビジョナルブ
リッジを利用し咬合器にマウントして前装鋳造冠を作製，仮
着セメントにて装着した．X線写真および口腔内写真撮影後
治療終了とし，定期健診に移行した．
Ⅲ経過：　2010年 8 月（ 3 年後），口腔内に異常所見は確認さ
れずX線所見においても骨吸収像やインプラント周囲炎など
観察されなかったことから経過良好と判断した．患者は審美
的機能的に十分満足している．2015年 4 月，約 8 年経った現
在も良好に経過している．
Ⅳ考察および結論：　すれ違い咬合は臨床的対応の難しさか
ら難症例の代名詞となっている．すれ違い咬合の本症例にイ
ンプラント補綴を行ったことで失われた咬合位を回復させる
こと，回復させた咬合位を長期的に維持・安定させることが
可能となり，患者の咀嚼機能は著しく改善，審美性も回復
し，QOLは高まった．すれ違い咬合に対してインプラント
治療を選択することは非常に有用である．
今後も特に咬合位を長期にわたって安定させるためには定期
的な予後観察は不可欠である．

○寺澤 真祐美，佐藤 裕二，大澤 淡紅子，今村 嘉希，
岡田 征彦
昭和大学　高齢者歯科学講座

The time-dependent change of occlusal condition of the 
implant superstructures at the mandibular first molar from 
immediate and 3 months of implant placement
○TERAZAWA M, SATO Y, OSAWA T, IMAMURA Y, 
OKADA Y
Department of Geriatric Dentistry, Showa University, 
School of Dentistry

O-2-7-19
装着直後から3ヵ月後の下顎第一大臼歯部
インプラント補綴装置の咬合状態の変化

Ⅰ目的：　インプラント治療を成功に導くためには，力学的
因子が重要である．そこで，インプラント補綴装置の咬合状
態の経時的変化を明らかにすることを目的に，下顎第一大臼
歯一歯中間欠損部のインプラント補綴装置の装着直後と 3 カ
月後の咬合接触状態を測定し，比較・検討した．　
Ⅱ方法：　被験者は全歯列が天然歯で，中切歯から第二大臼
歯までの上下顎27本が揃っており，下顎第一大臼歯一歯中間
欠損部にインプラント補綴を行った者とした．研究期間中，
当院インプラントセンターを受診した700名のうち該当者28
名，うち同意が取れ，装着直後と 3 カ月後を計測できた者 4
名とした．咬筋筋活動量をモニターし，歯列間に何も介在
させない状態で，最大かみしめ強さ100% MVC（maximum 
voluntary contraction）を規定し，咬合力測定システム（オ
クルーザーFPD707Ⓡ）を用い，咬合荷重量と咬合接触面積
の測定を行った．咬合力診断用感圧フィルム（デンタルプレ
スケールⓇ）を使用し，ビジュアルフィードバックにより40，
60，80，100% MVC での各かみしめ強さにおいて 3 回ずつ
計測した．さらに適合試験材（ブルーシリコーンⓇ）と歯接
触分析装置（BiteEye BE-IⓇ）を用い，咬合接触面積の測定
を20，40，60% MVCでの各かみしめ強さにおいて 1 回ずつ
計測した．採得された資料より，両側臼歯部，インプラント
補綴装置部（以下IMP部），反対側同名歯部（以下反対側 6
部）の咬合荷重量，咬合接触面積を解析し，補綴装置装着直
後と 3 カ月後で比較・検討した．
なお，本研究は昭和大学医の倫理委員会の承認（承認番号
2012‐020号）を得て実施した．
Ⅲ結果：　臼歯部全体の咬合荷重量・咬合接触面積は，補綴
装置装着直後，3 カ月後を比較すると全てのかみしめ強さに
おいて増加傾向を示した．IMP部，および反対側 6 部の咬合
荷重量・咬合接触面積も，共に，全てのかみしめ強さにおい
て増加傾向を示した．しかし，臼歯部全体に対するIMP部・
反対側 6 部の割合を補綴装置装着直後と 3 カ月後で比較する
と，共に増加傾向は認められなかった．
Ⅳ考察および結論：　結果より，インプラント補綴装置が経
時的に口腔内に調和することにより，咬合のバランスが向上
し，IMP部だけではなく歯列全体として咬合荷重量・咬合接
触面積が増加したと考えられる．今後，被験者数の増加，追
跡調査を行うことで，インプラント補綴装置，および歯列全
体の咬合状態の変化を明らかにしていきたい．
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○米田 晋也
ジャシド

A case of occlusal reconstruction for a patient who 
received implant treatment at another dental clinic
○YONEDA S
JACID

O-2-7-17
他院にてインプラント治療の既往がある
患者に対して咬合再構成を行った一症例

Ⅰ目的：　インプラント治療が普及するにつれて，他院にお
けるインプラント治療の既往がある患者に対し治療を行う機
会にも遭遇する．そのような患者に対して治療計画を立てる
際，既存のインプラントの扱いに困惑することがしばしばあ
る．今回他院にてインプラント治療の既往がある咬合崩壊症
例に対し咬合再構成を行い，良好な結果を得たので報告す
る．
Ⅱ症例の概要：　患者は66歳女性．2009年 6 月検診を希望し
て来院した．口腔内の診察，検査より臼歯部に保存困難な歯
（14，36，47）を複数認めた．またエックス線検査より13部
はインプラントにて，上顎臼歯部は義歯にて補綴処置がなさ
れていた．患者に口腔内の現状を説明したところ，可能であ
れば臼歯部に対してもインプラント治療をして欲しいとのこ
とであった．術前のワックスアップより，デンチャースペー
スの確保のためには咬合挙上が必要であり，また前歯部の適
切な被蓋関係を得るためには全顎的な補綴処置が必要と診断
した．初期治療の後，臼歯欠損部にインプラント体 8 本（い
ずれも直径3.75 mm，長さ10 mm）を埋入した．十分な免荷
期間の後，プロビジョナルレストレーションを装着した．機
能的にも審美的にも問題がないことを確認し，最終補綴へ移
行した．作製したオールセラミッククラウンを天然歯部はク
リアフィルエステティックセメント（クラレ）にて，インプ
ラント部はハイボンドテンポラリーセメントソフト（松風）
にて装着した．
Ⅲ経過：　術後約 3 年 4 カ月が経過したが口腔内に異常所見
は認めず，またエックス線写真においても骨吸収像等の異常
所見は認めない．現在，3 カ月に 1 回のメンテナンスを行っ
ているがインプラント部を含めて経過は良好であり患者の高
い満足が得られている．
Ⅳ考察および結論：　口腔内に既に他院にて埋入されたイン
プラントが存在する場合，患者はそのインプラントを利用し
て治療を行うことを望む場合が多く，そのような症例におい
ては既存のインプラントの存在が治療計画を立てる際の制約
となることが少なくない．本症例においても矯正治療を併用
すれば補綴範囲が少なくなる可能性があったが，患者の同意
を得られず，既存のインプラントを利用した．今回審美と機
能の両立を目指し全顎的な補綴処置を行い患者の満足を得る
ことができた．

○石橋 知代子，柴田 慶郎，三冨 純一，白鳥 香理，
早川 邦雄
北海道形成歯科研究会

Extensive occlusal reconstruction using implants in partially 
edentulous patient with no occlusal stop by natural teeth
○ISHIBASHI C, SHIBATA Y, MITOMI J, SHIRATORI K, 
HAYAKAWA K
Institute of Hokkaido Plastic Dentistry

O-2-7-18
インプラントを用いて咬合再構成をした
すれ違い咬合の１症例

Ⅰ目的：　すれ違い咬合の臨床的問題点としては，咬合の不
安定，咬合高径，咬合平面の乱れ，顎堤の異常吸収などが挙
げられ，したがって治療が困難で，良好な予後の獲得が難し
い症例となることが多い．今回，すれ違い咬合患者にインプ
ラント治療を応用し良好な結果を得，約 8 年経過したので報
告する．
Ⅱ症例の概要：　患者は62歳男性．上顎前歯部，右上臼歯
部，左下臼歯部が欠損で完全なすれ違い咬合を伴う審美障害
および咀嚼障害を主訴に2006年12月，当院に来院した．う蝕
にて歯牙欠損に至り長年放置していた．既往歴には高血圧症
があった．可撤性義歯を拒否され，インプラント治療を行う
こととした．口腔内写真，パノラマX線，CT撮影および診
断用模型を作製し，2007年 2 月に静脈内鎮静法下で埋入手術
を施行．上顎欠損部16，15，13，11，21，下顎欠損部33，35，
36にReplace Select Tapered インプラント（φ5.0×10 mm，
φ4.3×13 mm or 10 mm）8 本埋入．前歯部の唇側骨の不足部
には右上臼歯部の頬側より採取した自家骨およびβ-TCP ，
吸収性メンブレンを利用しGBRを行った．
同年 3 月 2 次手術，プロビジョナルブリッジを装着し顎位を
安定させ，同年 8 月には最終印象を行い，プロビジョナルブ
リッジを利用し咬合器にマウントして前装鋳造冠を作製，仮
着セメントにて装着した．X線写真および口腔内写真撮影後
治療終了とし，定期健診に移行した．
Ⅲ経過：　2010年 8 月（ 3 年後），口腔内に異常所見は確認さ
れずX線所見においても骨吸収像やインプラント周囲炎など
観察されなかったことから経過良好と判断した．患者は審美
的機能的に十分満足している．2015年 4 月，約 8 年経った現
在も良好に経過している．
Ⅳ考察および結論：　すれ違い咬合は臨床的対応の難しさか
ら難症例の代名詞となっている．すれ違い咬合の本症例にイ
ンプラント補綴を行ったことで失われた咬合位を回復させる
こと，回復させた咬合位を長期的に維持・安定させることが
可能となり，患者の咀嚼機能は著しく改善，審美性も回復
し，QOLは高まった．すれ違い咬合に対してインプラント
治療を選択することは非常に有用である．
今後も特に咬合位を長期にわたって安定させるためには定期
的な予後観察は不可欠である．

○寺澤 真祐美，佐藤 裕二，大澤 淡紅子，今村 嘉希，
岡田 征彦
昭和大学　高齢者歯科学講座

The time-dependent change of occlusal condition of the 
implant superstructures at the mandibular first molar from 
immediate and 3 months of implant placement
○TERAZAWA M, SATO Y, OSAWA T, IMAMURA Y, 
OKADA Y
Department of Geriatric Dentistry, Showa University, 
School of Dentistry

O-2-7-19
装着直後から3ヵ月後の下顎第一大臼歯部
インプラント補綴装置の咬合状態の変化

Ⅰ目的：　インプラント治療を成功に導くためには，力学的
因子が重要である．そこで，インプラント補綴装置の咬合状
態の経時的変化を明らかにすることを目的に，下顎第一大臼
歯一歯中間欠損部のインプラント補綴装置の装着直後と 3 カ
月後の咬合接触状態を測定し，比較・検討した．　
Ⅱ方法：　被験者は全歯列が天然歯で，中切歯から第二大臼
歯までの上下顎27本が揃っており，下顎第一大臼歯一歯中間
欠損部にインプラント補綴を行った者とした．研究期間中，
当院インプラントセンターを受診した700名のうち該当者28
名，うち同意が取れ，装着直後と 3 カ月後を計測できた者 4
名とした．咬筋筋活動量をモニターし，歯列間に何も介在
させない状態で，最大かみしめ強さ100% MVC（maximum 
voluntary contraction）を規定し，咬合力測定システム（オ
クルーザーFPD707Ⓡ）を用い，咬合荷重量と咬合接触面積
の測定を行った．咬合力診断用感圧フィルム（デンタルプレ
スケールⓇ）を使用し，ビジュアルフィードバックにより40，
60，80，100% MVC での各かみしめ強さにおいて 3 回ずつ
計測した．さらに適合試験材（ブルーシリコーンⓇ）と歯接
触分析装置（BiteEye BE-IⓇ）を用い，咬合接触面積の測定
を20，40，60% MVCでの各かみしめ強さにおいて 1 回ずつ
計測した．採得された資料より，両側臼歯部，インプラント
補綴装置部（以下IMP部），反対側同名歯部（以下反対側 6
部）の咬合荷重量，咬合接触面積を解析し，補綴装置装着直
後と 3 カ月後で比較・検討した．
なお，本研究は昭和大学医の倫理委員会の承認（承認番号
2012‐020号）を得て実施した．
Ⅲ結果：　臼歯部全体の咬合荷重量・咬合接触面積は，補綴
装置装着直後，3 カ月後を比較すると全てのかみしめ強さに
おいて増加傾向を示した．IMP部，および反対側 6 部の咬合
荷重量・咬合接触面積も，共に，全てのかみしめ強さにおい
て増加傾向を示した．しかし，臼歯部全体に対するIMP部・
反対側 6 部の割合を補綴装置装着直後と 3 カ月後で比較する
と，共に増加傾向は認められなかった．
Ⅳ考察および結論：　結果より，インプラント補綴装置が経
時的に口腔内に調和することにより，咬合のバランスが向上
し，IMP部だけではなく歯列全体として咬合荷重量・咬合接
触面積が増加したと考えられる．今後，被験者数の増加，追
跡調査を行うことで，インプラント補綴装置，および歯列全
体の咬合状態の変化を明らかにしていきたい．
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一般口演25（第7会場）発表7分－質疑3分
2015年9月23日（水・祝） 14：40～15：20

○小森谷 亮1，阿久津 透一1，溝口 尚1，簗瀬 武史1，
入江 靖雄1, 2，
公益社団法人日本歯科先端技術研究所1，口腔インプラント
生涯研修センター2

Systemization of intravenous sedation with dental implant 
procedure: The development of a software and outer 
display technology of total doses for intravenous sedation
○KOMORIYA R1, AKUTSU S1, MIZOGUCHI T1, 
YANASE T1, IRIE Y1, 2

Japan Institute for Advanced Dentistry1, Life Long 
Educational Center for Oral Implantology2

O-2-7-20
インプラント体埋入施術時における静脈内鎮静法
のシステム化 －静脈内鎮静法施行ソフトおよび
総投与量外部表示技術の開発－

Ⅰ目的：　インプラント施術患者の安全性確保には静脈内鎮
静法（Intravenous Sedation : IVS）はきわめて有用である．
IVSのシステム化の一環として，鎮静薬ミダゾラム（MZ） 
をシリンジポンプ（SP）を用いて投与することとし，投与
量をSPの設定値に変換する投与ソフトを作成した．用量管
理の重要性から，総投与量を常時表示するサブシステムを開
発し，臨床応用を目指した．
Ⅱ材料および方法：　投与ソフトの作成には，投与量，投与
法に関する専門学会誌からの知見およびガイドライン等から
計算式を導き，吟味したうえでプログラミングした．バグを
除去した後にWindows XP以上で動作するMZ版投与ソフト
とした．総投与量の表示方法は，SPのモータの回転数を検
知するパルス信号を，アイソレーションアンプを介して外部
出力した．この信号を，術中画像にモニタの値をスーパーイ
ンポーズするVideo Overlay Monitoring System（VOLMS） 
に信号処理ソフトを加えて，総投与量と時間要素を追加表示
させた．82歳男性患者に説明し同意を得たうえで，本システ
ムをインプラント埋入施術時に臨床応用した．なお，本研究
は（公社）日本歯科先端技術研究所倫理審査委員会の承認を
得ている（承認番号：JIAD-00005）．
Ⅲ結果：　1 . 投与ソフトおよびVOLMS に加えた表示ソフ
トは正確に動作した． 2 . SPから外部出力したパルス信号
は，投与速度とパルス数が正比例した． 3 . 投与量の分解能は
SPが0.1 mL，VOLMSは0.05 mLと分周率を変え表示を厳密
にした．4 . 本システムによる画像解析から，SBPは導入前
が180 mmHgと亢進していたが，2 mg/4 minで導入後は術前
値の125 mmHg付近に降下し，1.2 mL/hの持続投与法にて74
分間の至適鎮静状態が維持された．総投与量は3.05 mg．回
復室にて帰宅に向け，62分間の術後管理をした．
Ⅳ考察および結論：　投与ソフトは作成過程からみて，妥当
な用法・用量が示され，危険性は排除される．本症例におい
て術中のバイタルサインが安定し，良質な鎮静状態が続いた
ことから，導入量と維持量は適切であったことが示唆され
た．シリンジポンプとモニタの情報をVOLMSの大画面に一
括表示したことは重要な情報の1元化であり，術中は術者・
介補者がIVS施行下の患者の容態について終始，共通認識を
得ているので異常時の発見と対処に有用である．収録された
画像解析からは，豊かな学術的情報が得られる．

○阿久津 透一1，小森谷 亮1，志賀 泰昭1，倉本 弘樹1，
入江 靖雄1, 2

公益社団法人日本歯科先端技術研究所1，口腔インプラント
生涯研修センター2

Systemization of intravenous sedation with dental implant 
procedure:The development of time series data display 
system for intravenous sedation
○AKUTSU S1, KOMORIYA R1, SIGA Y1, 
KURAMOTO H1, IRIE Y1, 2

Japan Institute for Advanced Dentistry1, 
Life Long Educational Center for Oral Implantology2

O-2-7-21
インプラント体埋入施術時における静脈内鎮静法
のシステム化 －静脈内鎮静法施行時における
時系列データ表示システムの開発－

Ⅰ目的：　インプラント施術時に静脈内鎮静法（Intravenous 
Sedation : IVS）はリスクの高い患者にも適切に施行すれば
安全性が確保される．前報告のとおり，IVS施行下の患者
のバイタルサインと鎮静剤（ミダゾラム : MZ）の投与状況
はVOLMSの画面上で1元管理が可能となったが，心電図以
外はデジタル表示法のために変動を把握しにくい．そこで時
系列アナログ表示法による自動術中記録制作システム（オー
トチャート）を開発し，インプラントの臨床に応用した．
Ⅱ材料および方法：　1 . モニタのRS-232C出力端子からのバ
イタルサインと時間，およびシリンジポンプからの総投与量
表示信号は，専用ソフトを搭載したPCに入力した．2 . 画面
はVOLMSと同型の52インチで，座標軸は左端をバイタルサ
イン，右端を総投与量，水平方向を時間軸とした．
3 . 術中に医療行為を特定するEvent codeを入力できるので，
オートチャート単独でも術後の解析が可能とした．4 . デー
タはPCに保存し，データ処理に備えた．5 . 本システムは臨
床応用前にDummy Data GeneratorおよびDose Generatorを
用いてバイタルサインと投与量を非日常的な値まで出力し，
システムが正しく応答することを確認した．投与量と時間は
JIS医療規格に準じた動作試験を実施し，患者の同意を得た
うえで臨床応用を行った．なお，本研究は（公社）日本歯科
先端技術研究所倫理審査委員会の承認を得ている（承認番
号：JIAD-00006）．
Ⅲ結果：　1 . 前述の 5 に従った試験結果は，各パラメータ
値，総投与量および時間に誤動作は認められずVOLMSと一
致した．2 . 前症例で本システムをVOLMSと同時運用した
が，オートチャートは設計どおり動作し，終了後にはデータ
ファイルが得られた． 3 . パラメータ別のヒストグラムを描
いたところ，中心は術前値の近傍に収束し，両端の異常値の
部分は少なかった．
Ⅳ考察および結論：　IVSに不可欠なバイタルサインと投与
量の表示は，VOLMSの正確さとオートチャートによる時系
列表示法の利点が得られた．2 種類のDisplayは，本ソフト
をベースとした安全なIVSへの思考過程を能動的に支援し，
術者・介補者は患者の容態について強力な共通認識下におか
れる．本症例を通して，インプラント療法患者は高齢者が多
く，予備力が低下した有病者も含まれることから，採血等に
よる術前検査の必要性が示唆された．データファイルはレト
ロスペクティブな研究にも有用である．

○小山田 勇太郎，金村 清孝，田邉 憲昌，小熊 ひろみ，
近藤 尚知
岩手医科大学　補綴・インプラント学講座

Analysis of damage for implant supported superstructures 
and muscular active mass with portable EMG
○OYAMADA Y, KANEMURA K, TANABE N, 
OGUMA H, KONDO H
Department of Prosthodontics and Oral Implantology, 
School of Dentistry, Iwate Medical University

O-2-7-22
携帯型筋電計によるインプラント上部構造破損
患者の破損程度と終日筋活動量の解析

Ⅰ目的：　口腔インプラント治療の合併症として技術的合併
症は最も多く報告されており，中でも上部構造前装部のチッ
ピングや咬耗が大きな割合を占めている．その原因としてブ
ラキシズムの関与が考えられているが，その相関関係につい
ての客観的な評価はされていない．今回携帯型筋電計を使用
し，上部構造破損を繰り返す患者の終日の筋活動動態につい
て記録，解析を行ったので報告する．
Ⅱ材料および方法：　本学歯科医療センター口腔インプラン
ト科を受診している患者で，上部構造装着後に前装部材料の
破損がみとめられ，研究に同意の得られた 9 名を被験者とし
た．測定装置には携帯型筋電計（寸法：64×21×12.5 mm，重
量：15 g）を使用した．同装置は小型のため被験者の日常の
生活動作を規制することなく測定が可能である．終日の日常
行動と筋活動の照合のため行動記録表の記載の指示と睡眠と
覚醒の判定のため活動量計を装着した．今回，機能的に問題
が生じうる上部構造の破折や過度の咬耗がみとめられた群 5
名（Catastrophic failure: CF群）と機能的に問題は生じない
上部構造の咬耗やチッピングなどの小規模の破損がみとめら
れた群 4 名（Insignificant failure：IF群）の 2 群に分けて
各々の筋活動動態の解析を行った．筋電図記録では電極を左
側咬筋部に貼付し，データロガー部は胸ポケットに装着し
た．得られたデータはパーソナルコンピュータ上で分析を行
い，行動記録を対応させた．ブラキシズムの識別閾値は，非
機能運動時に20%MVCを越えて 3 秒継続した筋活動を認め
た場合とした．なお，本研究は岩手医科大学倫理委員会の承
認（No.01191）を得て行われた．
Ⅲ結果：　全被験者に覚醒時と睡眠時の両方においてブラキ
シズム様イベントが観察された．CF群はIF群と比較し覚醒時
と睡眠時の非機能運動時における単位時間あたりの筋活動量
が有意に高い値を示した（p<0.05 Mann-Whitney U-test）．
また，機能運動時における単位時間あたりの筋活動量に有意
差はみとめられなかった．
Ⅳ考察および結論：　咀嚼筋筋電図解析から上部構造の破損
を呈する患者の非機能運動を客観的に観察することが可能で
あり，破損の原因の１つとしてブラキシズムが関与すること
が示唆された．また破損状況の観点からの分析で，CF群は
IF群に比較し有意に高い筋活動量が計測されたことからイ
ンプラント上部構造の破損の程度と咀嚼筋筋活動の強さには
関連があることが示唆された．

○今北 千春1，塩田 真1，三田 稔1，春日井 昇平1，
角 保徳2

東京医科歯科大学インプラント・口腔再生医学分野1，
国立長寿医療研究センター歯科口腔先端診療開発部2

Application of Optical Coherence Tomography to detect 
residual cement in peri-implant pockets
○IMAKITA C1, SHIOTA M1, SANDA M1, 
KASUGAI S1, SUMI Y2

Oral Implantology and Regenerative Dental Medicine, 
Tokyo Medical and Dental University1, Department for 
Advanced Dental Research, National Center for Geriatrics 
and Gerontology2

O-2-7-23
光干渉断層画像診断法によるポケット内
残留セメント検知への応用

Ⅰ目的：　インプラント周囲炎を惹起する原因のひとつとし
て，インプラント上部構造をセメントにて装着する際の余剰
セメントのポケット内残留が挙げられている．しかし，近遠
心の残留セメントはX線写真で確認が行えるが，頬舌側の残
留の有無を外科的介入なしに確認するのは困難である．光干
渉画像診断法（OCT）は近赤外線を用いた画像診断法で，
近年歯科領域での応用が検討されており，被曝が無いこと，
リアルタイムで撮影できることなどの利点が注目されてい
る．また，唇側や咬合面側からの形態把握が可能である．今
回，OCTを用いてヒトの歯肉を介して唇側のセメントの残
留が確認できるか天然歯およびインプラントについて検討を
行った．
Ⅱ材料および方法：　本臨床研究は，東京医科歯科大学歯学
部倫理審査委員会の承認を得ており（承認番号1151），全て
の被験者について同意を得た上で行った．天然歯に関して
は，上部構造に見立てたレジンシェルを即時重合レジンで作
製し，歯肉溝内に挿入した状態と，歯肉縁下部分にセメント
を添加してから挿入した状態でOCTを撮影した．インプラ
ントに関しては，上部構造試適時と，装着時セメントアウト
前，セメントアウト後にOCTを撮影した．
Ⅲ結果：　天然歯では，OCTにより高い割合で残留セメン
トを検出できたが，インプラントではセメント検知は明瞭に
はできなかった．被験者の天然歯の歯肉の厚さは全て 1 mm
程度であったが，インプラントでは周囲粘膜の厚さは 2 mm
程度であり，それが結果に反映した可能性がある． 
Ⅳ考察および結論：　OCTによる粘膜を介した検査はヘモ
グロビンの含有量などの粘膜の状態によって大きく影響され
ることが理解されている．前回までに行った血流の無いブタ
粘膜を用いた場合と同様の結果が今回血流の有るヒト歯肉を
介した観察で得られたため，OCTが臨床的に有用性を持つ
可能性のあることが示唆された．現在のOCTの機能ではよ
り厚い粘膜を介すると内部の撮影が困難であるが，撮影機能
の向上により将来的には様々な厚さの粘膜での撮影も可能と
なることが期待される． 
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一般口演25（第7会場）発表7分－質疑3分
2015年9月23日（水・祝） 14：40～15：20

○小森谷 亮1，阿久津 透一1，溝口 尚1，簗瀬 武史1，
入江 靖雄1, 2，
公益社団法人日本歯科先端技術研究所1，口腔インプラント
生涯研修センター2

Systemization of intravenous sedation with dental implant 
procedure: The development of a software and outer 
display technology of total doses for intravenous sedation
○KOMORIYA R1, AKUTSU S1, MIZOGUCHI T1, 
YANASE T1, IRIE Y1, 2

Japan Institute for Advanced Dentistry1, Life Long 
Educational Center for Oral Implantology2

O-2-7-20
インプラント体埋入施術時における静脈内鎮静法
のシステム化 －静脈内鎮静法施行ソフトおよび
総投与量外部表示技術の開発－

Ⅰ目的：　インプラント施術患者の安全性確保には静脈内鎮
静法（Intravenous Sedation : IVS）はきわめて有用である．
IVSのシステム化の一環として，鎮静薬ミダゾラム（MZ） 
をシリンジポンプ（SP）を用いて投与することとし，投与
量をSPの設定値に変換する投与ソフトを作成した．用量管
理の重要性から，総投与量を常時表示するサブシステムを開
発し，臨床応用を目指した．
Ⅱ材料および方法：　投与ソフトの作成には，投与量，投与
法に関する専門学会誌からの知見およびガイドライン等から
計算式を導き，吟味したうえでプログラミングした．バグを
除去した後にWindows XP以上で動作するMZ版投与ソフト
とした．総投与量の表示方法は，SPのモータの回転数を検
知するパルス信号を，アイソレーションアンプを介して外部
出力した．この信号を，術中画像にモニタの値をスーパーイ
ンポーズするVideo Overlay Monitoring System（VOLMS） 
に信号処理ソフトを加えて，総投与量と時間要素を追加表示
させた．82歳男性患者に説明し同意を得たうえで，本システ
ムをインプラント埋入施術時に臨床応用した．なお，本研究
は（公社）日本歯科先端技術研究所倫理審査委員会の承認を
得ている（承認番号：JIAD-00005）．
Ⅲ結果：　1 . 投与ソフトおよびVOLMS に加えた表示ソフ
トは正確に動作した． 2 . SPから外部出力したパルス信号
は，投与速度とパルス数が正比例した． 3 . 投与量の分解能は
SPが0.1 mL，VOLMSは0.05 mLと分周率を変え表示を厳密
にした．4 . 本システムによる画像解析から，SBPは導入前
が180 mmHgと亢進していたが，2 mg/4 minで導入後は術前
値の125 mmHg付近に降下し，1.2 mL/hの持続投与法にて74
分間の至適鎮静状態が維持された．総投与量は3.05 mg．回
復室にて帰宅に向け，62分間の術後管理をした．
Ⅳ考察および結論：　投与ソフトは作成過程からみて，妥当
な用法・用量が示され，危険性は排除される．本症例におい
て術中のバイタルサインが安定し，良質な鎮静状態が続いた
ことから，導入量と維持量は適切であったことが示唆され
た．シリンジポンプとモニタの情報をVOLMSの大画面に一
括表示したことは重要な情報の1元化であり，術中は術者・
介補者がIVS施行下の患者の容態について終始，共通認識を
得ているので異常時の発見と対処に有用である．収録された
画像解析からは，豊かな学術的情報が得られる．

○阿久津 透一1，小森谷 亮1，志賀 泰昭1，倉本 弘樹1，
入江 靖雄1, 2

公益社団法人日本歯科先端技術研究所1，口腔インプラント
生涯研修センター2

Systemization of intravenous sedation with dental implant 
procedure:The development of time series data display 
system for intravenous sedation
○AKUTSU S1, KOMORIYA R1, SIGA Y1, 
KURAMOTO H1, IRIE Y1, 2

Japan Institute for Advanced Dentistry1, 
Life Long Educational Center for Oral Implantology2

O-2-7-21
インプラント体埋入施術時における静脈内鎮静法
のシステム化 －静脈内鎮静法施行時における
時系列データ表示システムの開発－

Ⅰ目的：　インプラント施術時に静脈内鎮静法（Intravenous 
Sedation : IVS）はリスクの高い患者にも適切に施行すれば
安全性が確保される．前報告のとおり，IVS施行下の患者
のバイタルサインと鎮静剤（ミダゾラム : MZ）の投与状況
はVOLMSの画面上で1元管理が可能となったが，心電図以
外はデジタル表示法のために変動を把握しにくい．そこで時
系列アナログ表示法による自動術中記録制作システム（オー
トチャート）を開発し，インプラントの臨床に応用した．
Ⅱ材料および方法：　1 . モニタのRS-232C出力端子からのバ
イタルサインと時間，およびシリンジポンプからの総投与量
表示信号は，専用ソフトを搭載したPCに入力した．2 . 画面
はVOLMSと同型の52インチで，座標軸は左端をバイタルサ
イン，右端を総投与量，水平方向を時間軸とした．
3 . 術中に医療行為を特定するEvent codeを入力できるので，
オートチャート単独でも術後の解析が可能とした．4 . デー
タはPCに保存し，データ処理に備えた．5 . 本システムは臨
床応用前にDummy Data GeneratorおよびDose Generatorを
用いてバイタルサインと投与量を非日常的な値まで出力し，
システムが正しく応答することを確認した．投与量と時間は
JIS医療規格に準じた動作試験を実施し，患者の同意を得た
うえで臨床応用を行った．なお，本研究は（公社）日本歯科
先端技術研究所倫理審査委員会の承認を得ている（承認番
号：JIAD-00006）．
Ⅲ結果：　1 . 前述の 5 に従った試験結果は，各パラメータ
値，総投与量および時間に誤動作は認められずVOLMSと一
致した．2 . 前症例で本システムをVOLMSと同時運用した
が，オートチャートは設計どおり動作し，終了後にはデータ
ファイルが得られた． 3 . パラメータ別のヒストグラムを描
いたところ，中心は術前値の近傍に収束し，両端の異常値の
部分は少なかった．
Ⅳ考察および結論：　IVSに不可欠なバイタルサインと投与
量の表示は，VOLMSの正確さとオートチャートによる時系
列表示法の利点が得られた．2 種類のDisplayは，本ソフト
をベースとした安全なIVSへの思考過程を能動的に支援し，
術者・介補者は患者の容態について強力な共通認識下におか
れる．本症例を通して，インプラント療法患者は高齢者が多
く，予備力が低下した有病者も含まれることから，採血等に
よる術前検査の必要性が示唆された．データファイルはレト
ロスペクティブな研究にも有用である．

○小山田 勇太郎，金村 清孝，田邉 憲昌，小熊 ひろみ，
近藤 尚知
岩手医科大学　補綴・インプラント学講座

Analysis of damage for implant supported superstructures 
and muscular active mass with portable EMG
○OYAMADA Y, KANEMURA K, TANABE N, 
OGUMA H, KONDO H
Department of Prosthodontics and Oral Implantology, 
School of Dentistry, Iwate Medical University

O-2-7-22
携帯型筋電計によるインプラント上部構造破損
患者の破損程度と終日筋活動量の解析

Ⅰ目的：　口腔インプラント治療の合併症として技術的合併
症は最も多く報告されており，中でも上部構造前装部のチッ
ピングや咬耗が大きな割合を占めている．その原因としてブ
ラキシズムの関与が考えられているが，その相関関係につい
ての客観的な評価はされていない．今回携帯型筋電計を使用
し，上部構造破損を繰り返す患者の終日の筋活動動態につい
て記録，解析を行ったので報告する．
Ⅱ材料および方法：　本学歯科医療センター口腔インプラン
ト科を受診している患者で，上部構造装着後に前装部材料の
破損がみとめられ，研究に同意の得られた 9 名を被験者とし
た．測定装置には携帯型筋電計（寸法：64×21×12.5 mm，重
量：15 g）を使用した．同装置は小型のため被験者の日常の
生活動作を規制することなく測定が可能である．終日の日常
行動と筋活動の照合のため行動記録表の記載の指示と睡眠と
覚醒の判定のため活動量計を装着した．今回，機能的に問題
が生じうる上部構造の破折や過度の咬耗がみとめられた群 5
名（Catastrophic failure: CF群）と機能的に問題は生じない
上部構造の咬耗やチッピングなどの小規模の破損がみとめら
れた群 4 名（Insignificant failure：IF群）の 2 群に分けて
各々の筋活動動態の解析を行った．筋電図記録では電極を左
側咬筋部に貼付し，データロガー部は胸ポケットに装着し
た．得られたデータはパーソナルコンピュータ上で分析を行
い，行動記録を対応させた．ブラキシズムの識別閾値は，非
機能運動時に20%MVCを越えて 3 秒継続した筋活動を認め
た場合とした．なお，本研究は岩手医科大学倫理委員会の承
認（No.01191）を得て行われた．
Ⅲ結果：　全被験者に覚醒時と睡眠時の両方においてブラキ
シズム様イベントが観察された．CF群はIF群と比較し覚醒時
と睡眠時の非機能運動時における単位時間あたりの筋活動量
が有意に高い値を示した（p<0.05 Mann-Whitney U-test）．
また，機能運動時における単位時間あたりの筋活動量に有意
差はみとめられなかった．
Ⅳ考察および結論：　咀嚼筋筋電図解析から上部構造の破損
を呈する患者の非機能運動を客観的に観察することが可能で
あり，破損の原因の１つとしてブラキシズムが関与すること
が示唆された．また破損状況の観点からの分析で，CF群は
IF群に比較し有意に高い筋活動量が計測されたことからイ
ンプラント上部構造の破損の程度と咀嚼筋筋活動の強さには
関連があることが示唆された．

○今北 千春1，塩田 真1，三田 稔1，春日井 昇平1，
角 保徳2

東京医科歯科大学インプラント・口腔再生医学分野1，
国立長寿医療研究センター歯科口腔先端診療開発部2

Application of Optical Coherence Tomography to detect 
residual cement in peri-implant pockets
○IMAKITA C1, SHIOTA M1, SANDA M1, 
KASUGAI S1, SUMI Y2

Oral Implantology and Regenerative Dental Medicine, 
Tokyo Medical and Dental University1, Department for 
Advanced Dental Research, National Center for Geriatrics 
and Gerontology2

O-2-7-23
光干渉断層画像診断法によるポケット内
残留セメント検知への応用

Ⅰ目的：　インプラント周囲炎を惹起する原因のひとつとし
て，インプラント上部構造をセメントにて装着する際の余剰
セメントのポケット内残留が挙げられている．しかし，近遠
心の残留セメントはX線写真で確認が行えるが，頬舌側の残
留の有無を外科的介入なしに確認するのは困難である．光干
渉画像診断法（OCT）は近赤外線を用いた画像診断法で，
近年歯科領域での応用が検討されており，被曝が無いこと，
リアルタイムで撮影できることなどの利点が注目されてい
る．また，唇側や咬合面側からの形態把握が可能である．今
回，OCTを用いてヒトの歯肉を介して唇側のセメントの残
留が確認できるか天然歯およびインプラントについて検討を
行った．
Ⅱ材料および方法：　本臨床研究は，東京医科歯科大学歯学
部倫理審査委員会の承認を得ており（承認番号1151），全て
の被験者について同意を得た上で行った．天然歯に関して
は，上部構造に見立てたレジンシェルを即時重合レジンで作
製し，歯肉溝内に挿入した状態と，歯肉縁下部分にセメント
を添加してから挿入した状態でOCTを撮影した．インプラ
ントに関しては，上部構造試適時と，装着時セメントアウト
前，セメントアウト後にOCTを撮影した．
Ⅲ結果：　天然歯では，OCTにより高い割合で残留セメン
トを検出できたが，インプラントではセメント検知は明瞭に
はできなかった．被験者の天然歯の歯肉の厚さは全て 1 mm
程度であったが，インプラントでは周囲粘膜の厚さは 2 mm
程度であり，それが結果に反映した可能性がある． 
Ⅳ考察および結論：　OCTによる粘膜を介した検査はヘモ
グロビンの含有量などの粘膜の状態によって大きく影響され
ることが理解されている．前回までに行った血流の無いブタ
粘膜を用いた場合と同様の結果が今回血流の有るヒト歯肉を
介した観察で得られたため，OCTが臨床的に有用性を持つ
可能性のあることが示唆された．現在のOCTの機能ではよ
り厚い粘膜を介すると内部の撮影が困難であるが，撮影機能
の向上により将来的には様々な厚さの粘膜での撮影も可能と
なることが期待される． 
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一般口演26（第8会場）発表7分－質疑3分
2015年9月23日（水・祝） 9：00～9：50

○真壁 康，高梨 琢也，本間 慎也，古谷 義隆，矢島 安朝
東京歯科大学口腔インプラント学講座

Intraosseous stability evaluation of dental implant with a 
surface texture on double-rough structure
○MAKABE Y, TAKANASHI T, HOMMA S, FURUYA Y, 
YAJIMA Y
Department of Oral and Maxillofacial Implantology, Tokyo 
Dental College

O-2-8-1
表面性状に二重凹凸構造を有する
インプラント体の骨内安定性評価

Ⅰ目的：　インプラント体がオッセオインテグレーションす
るまでには，初期固定力が既存骨の吸収にともない低下して
いく段階と，新生骨が形成されオッセオインテグレーション
を獲得するまでの段階の谷間で，一時的に安定性が低下する
時期があることが報告されている．このような不安定な段階
が解消もしくは短縮されれば，インプラント治療の精度の向
上，さらには治療期間の短縮が期待できる．その為に，現在
まで様々なインプラント体が開発されてきた．本研究では，
共鳴振動周波数分析装置を用いて，二重凹凸構造を有するイ
ンプラント体の骨内安定性を経時的に追跡し，適切な免荷期
間を評価することを目的とした．
Ⅱ材料および方法：　対象は東京歯科大学付属病院口腔イン
プラント科を受診し，研究プロトコルの説明をうけ，同意の
得られた患者 8 名（男性 2 名，女性 6 名，平均年齢48.8±10.6
歳）とした．対象部位は抜歯後 4 カ月以上経過し，骨造成を
必要としない下顎大臼歯部とした．埋入手術は 1 回法にて
行い，インプラント体（ジェネシオⓇ Plusストレート，ジー
シー）を計10本埋入した．評価方法として，共鳴振動周波数
分析装置（OsstellⓇ）を用い，埋入時をベースラインに，2 週，
4 週，6 週，8 週，12週経過時のImplant Stability Quotient
（ISQ値）を測定した．尚，本研究は東京歯科大学倫理審査
委員会の承認を得て実施された（承認番号：416）．
Ⅲ結果：　研究期間12週までに脱落したインプラント体はな
く，生存率は100％であった．臨床所見においてもインプラ
ント体の動揺，疼痛，発赤，滲出液，排膿など予後不良な所
見は認められず，全ての症例において良好な経過を示した．
ISQ値の結果は，埋入時平均72.5±8.8，2 週平均71.1±13.6，4
週平均75.3±5.5，6 週平均77.7±4.8，8 週平均78.3±5.3，12週
平均80.5±3.0と研究期間を通じて安定した結果が得られた．
Ⅳ考察および結論：　今回の結果より，二重凹凸構造を有す
るインプラント体は，オッセオインテグレーションを獲得す
るといわれている術後 3 カ月には良好な骨内安定性が得られ
ていることから，他のインプラント体と比較しても非劣性で
あることが示された． また 6 週以降のISQ値は，全ての症例
においてベースラインを越え安定していることから，下顎大
臼歯部においての早期荷重が行える可能性も示唆された．今
後は上顎臼歯部欠損の症例を追加し，さらに評価を行ってい
く予定である．

○月岡 庸之1，金田 隆1，小川 秀仁1，岡田 素平太1，
川股 亮太2

日本大学松戸歯学部放射線学講座1，神奈川歯科大学大学院
放射線応用科学講座2

Assessments of relationships between implant initial 
stabilization and trabecular bone analysis
○TSUKIOKA T1, KANEDA T1, OGAWA H1, 
OKADA S1, KAWAMATA R2

Dept.Radiology , Nihon Univ. Dent. Matsudo1, Department 
of Radiopraxis science, Kanagawa dental university2

O-2-8-2
骨梁解析によるインプラント初期固定性との
関連性評価

Ⅰ目的：　インプラント治療において埋入時の初期固定は治
療成功への不可欠要因となっている．初期固定の影響要素は
骨量や骨密度が論議されているが未だ明確な報告は乏しい. 
今回我々はインプラント埋入部位の骨梁に注目し，口内法単
純エックス線検査（以下口内法とする）で得られた画像の濃
度情報を用いてインプラント埋入部の骨梁解析を行い，その
解析パラメータと埋入トルク値，ISQ値との関連性を検討し
たので報告する．
Ⅱ材料および方法：　対象はインプラント治療および同検討
に同意を得た患者17名で男性 4 名，女性13名，埋入インプラ
ント体は17本であった．これら患者は重篤な歯周炎や血液疾
患等の患者は除外した．本検討は日本大学松戸歯学部倫理委
員会の承認（EC12-009号）を得ている．インプラント埋入
予定部位に直径 5 mm長さ10 mmの円筒形アルミニウムの
サージカルテンプレートを装着し口内法を撮影した．取得さ
れたエックス線像上で，サージカルテンプレートの寸法を基
準とした埋入位置および深さの解析領域を設定した．次に，
イメージングプレート上の投影像として幅1.1 mm以上の骨
梁をSkeleton処理によって骨格として抽出し，単位面積あた
りの骨格周囲長（Sk.Pm/T.Ar），骨格数（Sk.N），骨格間距
離（Sk.Sp），骨格中心間距離（Sk.Spac）の各骨形態計測パ
ラメータについて計測 （Bone, IDEA GARDEN Co. Ltd., 
Tokyo）を行った．それぞれの骨形態パラメータとインプラ
ント埋入時の初期固定性評価であるインプラント埋入トルク
及びISQ値との関連性を回帰分析した．回帰分析にはSPSSを
用いた．
Ⅲ結果：　ISQ値とそれぞれの骨形態計測パラメータとは回
帰直線に近似し，相関係数はR=-0.694,  -0.691,  0.653,  0.685で
あった．トルク値と骨形態計測パラメータとの間には関係性
を認めなかった．
Ⅳ考察および結論：　口内法エックス線写真による関心領域
の骨梁解析の結果，インプラント初期固定性の評価において
は，インプラントの動揺度を示すISQ値は解析パラメータと
の関連性から骨形態を反映する可能性があると示唆された．
しかしながら，インプラント埋入トルクは骨形態に影響を受
ける可能性が低いと示唆された．

○坂井 拓弥1，森永 健三1，横上 智2，古賀 千尋2，
城戸 寛史1

福岡歯科大学咬合修復学講座口腔インプラント学分野1，
福岡歯科大学口腔医療センター2

Evaluation of the intraosseous stability on dental implant 
with a new developed surface
○SAKAI T1, MORINAGA K1, YOKOUE S2, KOGA C2, 
KIDO H1

Section of Oral Implantology,Department of Oral 
Rehabilitation,Fukuoka Dental College1, Center of Oral 
Disease,Fukuoka Dental College2

O-2-8-3
新規開発された粗面をもつインプラント体の
骨内安定性の評価

Ⅰ目的：　骨との結合強さの強化や骨結合を達成する期間の
短縮のためにインプラント表面性状の改質が長い間試みられ
てきた．多くのインプラントシステムが最適と思われる粗面
を開発しているが，免荷期間の短縮について科学的根拠をも
つものは多くない．そこで，本研究では新しく開発された粗
面をもつインプラント体について，人の顎骨に埋入された後
の安定性を経時的に評価し，免荷期間の短縮の可能性を検討
した．
Ⅱ材料および方法：　2013年 1 月から2014年 9 月までに福岡
歯科大学医科歯科総合病院および福岡歯科大学口腔医療セン
ターに来院した患者で，研究の趣旨およびプロトコールの説
明を受け同意した11名（男性 6 名，女性 5 名，平均53.6歳）
を被験者とした．対象部位は骨造成を必要としない下顎大臼
歯部とした．サンドブラスト及び酸処理されたインプラント
体（GenesioPlus，ジーシー）を埋入し，埋入当日，埋入から
2 ，4 ，6 ，8 ，12週後に共鳴振動周波数分析装置（Osstell 
ISQ）を用いてImplant Stability Quatient（以下ISQ値）を測
定した．本研究は福岡歯科大学倫理委員会の承認を受けて
行った（承認番号第213号）．
Ⅲ結果：　合計11本のインプラント体を埋入した．埋入後 2
週目のスマートペグ装着時に 1 本のインプラント体が回転し
たため評価から除外した．経過を追うことができた10本のイ
ンプラントの直径は3.8 mmが 2 本，4.4 mmが 8 本で長さは
10 mmが 6 本，12 mmが 4 本であった．埋入部位は36部に 4
本，37部に 2 本，46部に 2 本，47部に 2 本であった．埋入ト
ルクは20～45 Ncm，平均34.5 Ncmであった．埋入当日の
ISQ値は17～77，平均62.6であった．6 週後にはISQ値は62～
80，平均73.5となった．12週後では53～86，平均74.9となり
埋入直後から12週後までの変化量は－15～58，平均12.4で
あった．
Ⅳ考察および結論：　埋入直後からISQ値が高値であったも
のが一例あった．2 ，4 週目に低値を示し 4 週目移行にISQ
値が上昇傾向に転じる傾向が見られ，6 週後よりISQ値が安
定したことから，下顎大臼歯部においては埋入後 6 週目に荷
重が可能であることが示唆された．本研究は下顎大臼歯部に
限局した調査であったが，症例数を増やし対象部位を小臼歯
部やさらに上顎にも広げ検討していく必要があると考えられ
る．

○中川 貴之，太田 耕司，二宮 嘉昭，小野 重弘，武知 正晃
広島大学大学院医歯薬保健学研究院口腔外科学

Clinical study of the bone augmentation using the 
interconnected porous calcium hydroxyapatite for dental 
implant treatment.
○NAKAGAWA T, OHTA K, NINOMIYA Y, ONO S, 
TAKECHI M
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Hiroshima 
University.

O-2-8-4
当科においてインプラント治療のために
連通多孔体ハイドロキシアパタイト骨補填剤を
用いた骨造成についての臨床的検討

Ⅰ目的：　インプラント治療において顎堤高度萎縮症例で
は，自家骨移植を用いた方法が現在の治療の主流となってい
る．しかしながら自家骨を用いた骨造成法は，術後の骨吸収
などの問題が予後に影響を及ぼすことが知られている．連通
多孔体ハイドロキシアパタイト骨補填材（NEOBONEⓇ）は
多数の気孔が互いに連通する独自の多孔体を有しており，多
孔体内部に細胞が侵入し形成された新生骨と一体化する．ま
た2010年 1 月に厚生労働省に薬事承認され，インプラント埋
入時での使用を含む歯科領域における唯一の骨補填剤であ
る．今回，われわれは当科においてインプラント治療のため
にNEOBONEⓇを用いた骨造成症例に対し臨床的検討を行っ
たので，その概要を報告する．
Ⅱ対象および方法：　2007年 3 月から2015年 3 月までに当科
でインプラント治療のためNEOBONEⓇを用いて顎骨造成を
行った73例（女性44例，男性29例）に対し，性別・年齢，埋
入本数，骨造成部位，骨造成法，自家骨採取部位，埋入時
期・待機期間の項目について臨床的検討を行った．尚，
NEOBONEⓇの使用に際しては，広島大学病院倫理委員会の
承認（承認番号No.21500BZZ00315000）を得て，さらに患者
に口頭で説明し文書での同意を得た上で使用した．
Ⅲ結果：　年齢は18歳から75歳，平均51.3歳であった．全症
例数は73例，埋入本数は140本で部位別では上顎臼歯部が44
例（93本）と最も多く，上顎前歯部21例（29本），下顎臼歯
部 7 例（16本），下顎前歯部 1 例（ 2 本）であった．骨造成
法はサイナスリフトが41例と最も多く，ベニアグラフトが10
例，GBRが16例，スプリットクレストが 4 例，抜歯窩内填
入症例が 2 例であった．自家骨採取部位は下顎枝前縁が35
例，埋入部周囲骨が29例，上顎結節部は 2 例，下顎隆起が 1
例で，6 例はNEOBONEⓇ単独での骨造成を行った．また埋
入時期は同時埋入が39例，待時埋入が34例で待時期間は 6 カ
月が18例と最も多かった．現在までほぼ全症例において術後
感染，神経損傷などの合併症，後遺症もなく経過良好であっ
た．
Ⅳ考察および結論：　NEOBONEⓇは優れた骨形成能，長期
の骨量維持や優れたオッセオインテグレーションが得られ，
インプラント治療において顎堤高度萎縮症例に対して
NEOBONEⓇを用いた骨造成法が非常に有用であることが示
唆された．今後はNEOBONEⓇ単独での骨造成の可能性につ
いて症例を重ね検討していく予定である．
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一般口演26（第8会場）発表7分－質疑3分
2015年9月23日（水・祝） 9：00～9：50

○真壁 康，高梨 琢也，本間 慎也，古谷 義隆，矢島 安朝
東京歯科大学口腔インプラント学講座

Intraosseous stability evaluation of dental implant with a 
surface texture on double-rough structure
○MAKABE Y, TAKANASHI T, HOMMA S, FURUYA Y, 
YAJIMA Y
Department of Oral and Maxillofacial Implantology, Tokyo 
Dental College

O-2-8-1
表面性状に二重凹凸構造を有する
インプラント体の骨内安定性評価

Ⅰ目的：　インプラント体がオッセオインテグレーションす
るまでには，初期固定力が既存骨の吸収にともない低下して
いく段階と，新生骨が形成されオッセオインテグレーション
を獲得するまでの段階の谷間で，一時的に安定性が低下する
時期があることが報告されている．このような不安定な段階
が解消もしくは短縮されれば，インプラント治療の精度の向
上，さらには治療期間の短縮が期待できる．その為に，現在
まで様々なインプラント体が開発されてきた．本研究では，
共鳴振動周波数分析装置を用いて，二重凹凸構造を有するイ
ンプラント体の骨内安定性を経時的に追跡し，適切な免荷期
間を評価することを目的とした．
Ⅱ材料および方法：　対象は東京歯科大学付属病院口腔イン
プラント科を受診し，研究プロトコルの説明をうけ，同意の
得られた患者 8 名（男性 2 名，女性 6 名，平均年齢48.8±10.6
歳）とした．対象部位は抜歯後 4 カ月以上経過し，骨造成を
必要としない下顎大臼歯部とした．埋入手術は 1 回法にて
行い，インプラント体（ジェネシオⓇ Plusストレート，ジー
シー）を計10本埋入した．評価方法として，共鳴振動周波数
分析装置（OsstellⓇ）を用い，埋入時をベースラインに，2 週，
4 週，6 週，8 週，12週経過時のImplant Stability Quotient
（ISQ値）を測定した．尚，本研究は東京歯科大学倫理審査
委員会の承認を得て実施された（承認番号：416）．
Ⅲ結果：　研究期間12週までに脱落したインプラント体はな
く，生存率は100％であった．臨床所見においてもインプラ
ント体の動揺，疼痛，発赤，滲出液，排膿など予後不良な所
見は認められず，全ての症例において良好な経過を示した．
ISQ値の結果は，埋入時平均72.5±8.8，2 週平均71.1±13.6，4
週平均75.3±5.5，6 週平均77.7±4.8，8 週平均78.3±5.3，12週
平均80.5±3.0と研究期間を通じて安定した結果が得られた．
Ⅳ考察および結論：　今回の結果より，二重凹凸構造を有す
るインプラント体は，オッセオインテグレーションを獲得す
るといわれている術後 3 カ月には良好な骨内安定性が得られ
ていることから，他のインプラント体と比較しても非劣性で
あることが示された． また 6 週以降のISQ値は，全ての症例
においてベースラインを越え安定していることから，下顎大
臼歯部においての早期荷重が行える可能性も示唆された．今
後は上顎臼歯部欠損の症例を追加し，さらに評価を行ってい
く予定である．

○月岡 庸之1，金田 隆1，小川 秀仁1，岡田 素平太1，
川股 亮太2

日本大学松戸歯学部放射線学講座1，神奈川歯科大学大学院
放射線応用科学講座2

Assessments of relationships between implant initial 
stabilization and trabecular bone analysis
○TSUKIOKA T1, KANEDA T1, OGAWA H1, 
OKADA S1, KAWAMATA R2

Dept.Radiology , Nihon Univ. Dent. Matsudo1, Department 
of Radiopraxis science, Kanagawa dental university2

O-2-8-2
骨梁解析によるインプラント初期固定性との
関連性評価

Ⅰ目的：　インプラント治療において埋入時の初期固定は治
療成功への不可欠要因となっている．初期固定の影響要素は
骨量や骨密度が論議されているが未だ明確な報告は乏しい. 
今回我々はインプラント埋入部位の骨梁に注目し，口内法単
純エックス線検査（以下口内法とする）で得られた画像の濃
度情報を用いてインプラント埋入部の骨梁解析を行い，その
解析パラメータと埋入トルク値，ISQ値との関連性を検討し
たので報告する．
Ⅱ材料および方法：　対象はインプラント治療および同検討
に同意を得た患者17名で男性 4 名，女性13名，埋入インプラ
ント体は17本であった．これら患者は重篤な歯周炎や血液疾
患等の患者は除外した．本検討は日本大学松戸歯学部倫理委
員会の承認（EC12-009号）を得ている．インプラント埋入
予定部位に直径 5 mm長さ10 mmの円筒形アルミニウムの
サージカルテンプレートを装着し口内法を撮影した．取得さ
れたエックス線像上で，サージカルテンプレートの寸法を基
準とした埋入位置および深さの解析領域を設定した．次に，
イメージングプレート上の投影像として幅1.1 mm以上の骨
梁をSkeleton処理によって骨格として抽出し，単位面積あた
りの骨格周囲長（Sk.Pm/T.Ar），骨格数（Sk.N），骨格間距
離（Sk.Sp），骨格中心間距離（Sk.Spac）の各骨形態計測パ
ラメータについて計測 （Bone, IDEA GARDEN Co. Ltd., 
Tokyo）を行った．それぞれの骨形態パラメータとインプラ
ント埋入時の初期固定性評価であるインプラント埋入トルク
及びISQ値との関連性を回帰分析した．回帰分析にはSPSSを
用いた．
Ⅲ結果：　ISQ値とそれぞれの骨形態計測パラメータとは回
帰直線に近似し，相関係数はR=-0.694,  -0.691,  0.653,  0.685で
あった．トルク値と骨形態計測パラメータとの間には関係性
を認めなかった．
Ⅳ考察および結論：　口内法エックス線写真による関心領域
の骨梁解析の結果，インプラント初期固定性の評価において
は，インプラントの動揺度を示すISQ値は解析パラメータと
の関連性から骨形態を反映する可能性があると示唆された．
しかしながら，インプラント埋入トルクは骨形態に影響を受
ける可能性が低いと示唆された．

○坂井 拓弥1，森永 健三1，横上 智2，古賀 千尋2，
城戸 寛史1

福岡歯科大学咬合修復学講座口腔インプラント学分野1，
福岡歯科大学口腔医療センター2

Evaluation of the intraosseous stability on dental implant 
with a new developed surface
○SAKAI T1, MORINAGA K1, YOKOUE S2, KOGA C2, 
KIDO H1

Section of Oral Implantology,Department of Oral 
Rehabilitation,Fukuoka Dental College1, Center of Oral 
Disease,Fukuoka Dental College2

O-2-8-3
新規開発された粗面をもつインプラント体の
骨内安定性の評価

Ⅰ目的：　骨との結合強さの強化や骨結合を達成する期間の
短縮のためにインプラント表面性状の改質が長い間試みられ
てきた．多くのインプラントシステムが最適と思われる粗面
を開発しているが，免荷期間の短縮について科学的根拠をも
つものは多くない．そこで，本研究では新しく開発された粗
面をもつインプラント体について，人の顎骨に埋入された後
の安定性を経時的に評価し，免荷期間の短縮の可能性を検討
した．
Ⅱ材料および方法：　2013年 1 月から2014年 9 月までに福岡
歯科大学医科歯科総合病院および福岡歯科大学口腔医療セン
ターに来院した患者で，研究の趣旨およびプロトコールの説
明を受け同意した11名（男性 6 名，女性 5 名，平均53.6歳）
を被験者とした．対象部位は骨造成を必要としない下顎大臼
歯部とした．サンドブラスト及び酸処理されたインプラント
体（GenesioPlus，ジーシー）を埋入し，埋入当日，埋入から
2 ，4 ，6 ，8 ，12週後に共鳴振動周波数分析装置（Osstell 
ISQ）を用いてImplant Stability Quatient（以下ISQ値）を測
定した．本研究は福岡歯科大学倫理委員会の承認を受けて
行った（承認番号第213号）．
Ⅲ結果：　合計11本のインプラント体を埋入した．埋入後 2
週目のスマートペグ装着時に 1 本のインプラント体が回転し
たため評価から除外した．経過を追うことができた10本のイ
ンプラントの直径は3.8 mmが 2 本，4.4 mmが 8 本で長さは
10 mmが 6 本，12 mmが 4 本であった．埋入部位は36部に 4
本，37部に 2 本，46部に 2 本，47部に 2 本であった．埋入ト
ルクは20～45 Ncm，平均34.5 Ncmであった．埋入当日の
ISQ値は17～77，平均62.6であった．6 週後にはISQ値は62～
80，平均73.5となった．12週後では53～86，平均74.9となり
埋入直後から12週後までの変化量は－15～58，平均12.4で
あった．
Ⅳ考察および結論：　埋入直後からISQ値が高値であったも
のが一例あった．2 ，4 週目に低値を示し 4 週目移行にISQ
値が上昇傾向に転じる傾向が見られ，6 週後よりISQ値が安
定したことから，下顎大臼歯部においては埋入後 6 週目に荷
重が可能であることが示唆された．本研究は下顎大臼歯部に
限局した調査であったが，症例数を増やし対象部位を小臼歯
部やさらに上顎にも広げ検討していく必要があると考えられ
る．

○中川 貴之，太田 耕司，二宮 嘉昭，小野 重弘，武知 正晃
広島大学大学院医歯薬保健学研究院口腔外科学

Clinical study of the bone augmentation using the 
interconnected porous calcium hydroxyapatite for dental 
implant treatment.
○NAKAGAWA T, OHTA K, NINOMIYA Y, ONO S, 
TAKECHI M
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Hiroshima 
University.

O-2-8-4
当科においてインプラント治療のために
連通多孔体ハイドロキシアパタイト骨補填剤を
用いた骨造成についての臨床的検討

Ⅰ目的：　インプラント治療において顎堤高度萎縮症例で
は，自家骨移植を用いた方法が現在の治療の主流となってい
る．しかしながら自家骨を用いた骨造成法は，術後の骨吸収
などの問題が予後に影響を及ぼすことが知られている．連通
多孔体ハイドロキシアパタイト骨補填材（NEOBONEⓇ）は
多数の気孔が互いに連通する独自の多孔体を有しており，多
孔体内部に細胞が侵入し形成された新生骨と一体化する．ま
た2010年 1 月に厚生労働省に薬事承認され，インプラント埋
入時での使用を含む歯科領域における唯一の骨補填剤であ
る．今回，われわれは当科においてインプラント治療のため
にNEOBONEⓇを用いた骨造成症例に対し臨床的検討を行っ
たので，その概要を報告する．
Ⅱ対象および方法：　2007年 3 月から2015年 3 月までに当科
でインプラント治療のためNEOBONEⓇを用いて顎骨造成を
行った73例（女性44例，男性29例）に対し，性別・年齢，埋
入本数，骨造成部位，骨造成法，自家骨採取部位，埋入時
期・待機期間の項目について臨床的検討を行った．尚，
NEOBONEⓇの使用に際しては，広島大学病院倫理委員会の
承認（承認番号No.21500BZZ00315000）を得て，さらに患者
に口頭で説明し文書での同意を得た上で使用した．
Ⅲ結果：　年齢は18歳から75歳，平均51.3歳であった．全症
例数は73例，埋入本数は140本で部位別では上顎臼歯部が44
例（93本）と最も多く，上顎前歯部21例（29本），下顎臼歯
部 7 例（16本），下顎前歯部 1 例（ 2 本）であった．骨造成
法はサイナスリフトが41例と最も多く，ベニアグラフトが10
例，GBRが16例，スプリットクレストが 4 例，抜歯窩内填
入症例が 2 例であった．自家骨採取部位は下顎枝前縁が35
例，埋入部周囲骨が29例，上顎結節部は 2 例，下顎隆起が 1
例で，6 例はNEOBONEⓇ単独での骨造成を行った．また埋
入時期は同時埋入が39例，待時埋入が34例で待時期間は 6 カ
月が18例と最も多かった．現在までほぼ全症例において術後
感染，神経損傷などの合併症，後遺症もなく経過良好であっ
た．
Ⅳ考察および結論：　NEOBONEⓇは優れた骨形成能，長期
の骨量維持や優れたオッセオインテグレーションが得られ，
インプラント治療において顎堤高度萎縮症例に対して
NEOBONEⓇを用いた骨造成法が非常に有用であることが示
唆された．今後はNEOBONEⓇ単独での骨造成の可能性につ
いて症例を重ね検討していく予定である．
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○二宮 嘉昭，武知 正晃，太田 耕司，小野 重弘，中川 貴之
広島大学大学院　口腔外科学研究室

A Clinical study of maxilary sinus floor elevation using 
interconnected calcium hydroxyapatite
○NINOMIYA Y, TAKECHI M, OHTA K, ONO S, 
NAKAGAWA T
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Applied Life 
Science, Hiroshima University

O-2-8-5
連通多孔体ハイドロキシアパタイトを用いた
上顎洞底拳上術症例の臨床統計的検討

Ⅰ目的：　近年，上顎臼歯部欠損に対するインプラント治療
において上顎洞底挙上術は有用な術式であり， 症例も増加傾
向である. その際, 自家骨移植による骨造成が一般的に行われ
ているが術後の骨吸収などに問題が生じ, インプラント予後
に影響を及ぼすことが報告されている． 連通多孔体ハイドロ
キシアパタイト骨補填材（NEOBONEⓇ）は多数の気孔が互
いに連通する独自の多孔体を有しており， 多孔体内部に細胞
が侵入し形成された新生骨と一体化する．われわれは顎骨欠
損部およびインプラント埋入時の補填に対するNEOBONEⓇ

の臨床試験を行い良好な結果を得， 2010 年 1 月に国内で唯一
のインプラント埋入時を含む歯科領域における骨補填材とし
て厚生労働省の薬事承認を得た． 今回さらに, NEOBONEⓇ

を使用した上顎洞底挙上術症例について臨床統計的検討（t-
検定）を行った．
Ⅱ材料および方法：　広島大学歯学部倫理委員会の承認（承
認番号21500BZZ00315000）ならびに患者の同意を得た後，
2007年 4 月から2015年 3 月までの 8 年間に，上顎洞底拳上術
症例を32例36側（NEOBONEⓇ単独使用 8 側，NEOBONEⓇ

と自家骨を併用した28側）施行した．年齢は30歳から75歳，
平均は54.8歳で，性別では，男性14名，女性16名であった．
対象歯牙欠損数は 2 歯から 4 歯欠損で，採骨部位の内訳は，
下顎枝部20例，上顎結節部 1 例，下顎隆起 1 例，埋入周囲骨
3 例であった．またインプラント同時埋入が15例16側，待時
埋入が17例20側であった．上顎洞底挙上術の経時的骨吸収の
高さの変化を，NEOBONEⓇ単独使用群とNEOBONEⓇと自
家骨併用群の 2 群で比較検討した．
Ⅲ結果：　経時的骨吸収の高さの平均値はNEOBONEⓇ単
独使用群で0.64±0.55 mm，NEOBONEⓇと自家骨併用群では
4.51±2.53 mmであった．さらに，2 群間での骨吸収の高さを
t-検定を用いて統計学的に検討したところ，NEOBONEⓇ単
独使用群ではNEOBONEⓇと自家骨併用群と比較して，骨吸
収の高さは有意に低値を示した（p＜0.01）． 
Ⅳ考察および結論：　統計学的検討から，NEOBONEⓇ単独
使用群の方がNEOBONEⓇと自家骨併用群と比較して，骨吸
収の高さは有意に少ないことが明らかとなった．以上より,
NEOBONEⓇ単独使用の上顎洞底挙上術症例は上顎臼歯部の
インプラントを行う上で臨床的に非常に有用であると考えら
れた．今後， 骨吸収や骨形成に関して長期的に経過観察して
いく予定である．

一般口演27（第8会場）発表7分－質疑3分
2015年9月23日（水・祝） 10：10～11：00

○五十嵐 靖之，原 淳，佐々木 健，久保田 将史，近藤 尚知
岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座

Vascular Endothelial Growth Factor （VEGF） -C enhances 
proliferation and migration ability of bone marrow-derived 
mesenchymal stem cells.
○IGARASHI Y, HARA A, SASAI K, KUBOTA M, 
KONDO H
Department of Prosthodontics and Implant, School of dentistry, 
Iwate Medical University

Ｏ-2-8-6
血管内皮細胞増殖因子（VEGF）
-Cは骨髄由来間葉系幹細胞の増殖や遊走を促進する

Ⅰ目的：　インプラント治療においては様々な硬組織および
軟組織再生療法が適用されており，近年，間葉系幹細胞
（MSC）の組織再生療法への応用が注目されている．我々
は，GFPマウスの骨髄よりTGF-β1やBMP-2に対して感受性
の異なる 3 系統のMSC株（SG2，SG3，SG5）を樹立し，そ
の特性について報告した．TGF-β1に高い感受性を示すSG2
は，マウスMSCマーカーであるSca-1を最も強く発現し，骨
芽細胞ならびに脂肪細胞へ高い分化能を有していた．本研究
では，SG2が特異的に発現する遺伝子を同定し，その遺伝子
産物に依存するMSCとしての特異性を解析した．
Ⅱ方法：　SG2で特異的に発現する遺伝子をDNAマイクロ
アレイで網羅的に検索した結果，血管内皮細胞増殖因子受容
体3（VEGFR3）が同定された．細胞表面に存在するVEGFR3
の発現をフローサイトメトリーで確認するとともに，各
MSC株をVEGFR3の特異的リガンドであるVEGF-Cで処理
し，WST-1 assayで細胞増殖能を，trance-well migration 
assayで細胞遊走能を評価した．また，MAPキナーゼファミ
リーのリン酸化をウェスタンブロットで検討することで，
VEGF-C/VEGFR3に依存するシグナル伝達経路を調査した．
なお，本研究は岩手医科大学動物実験委員会の承認（23-075）
を得て行われた．
Ⅲ結果：　フローサイトメトリーの結果から，VEGFR3は
SG2の細胞表面に発現することが確認されたが，SG3ならび
にSG5では検出されなかった．また，各MSC株をVEGF-Cで
処理したところ，細胞増殖能ならびに細胞遊走能ともにSG2
のみで有意に促進された．さらに，SG2におけるVEGF-C処
理はERK1/2のリン酸化を増強した．
Ⅳ考察および結論：　我々が樹立したGFPマウス骨髄由来
MSC株の中で，最もMSCとしての潜在的能力の高いSG2の
みでVEGFR3の発現が認められた．また，VEGFR3を発現す
るSG2をVEGF-Cで処理するとERK1/2のリン酸化が増強さ
れることから，VEGF-C/VEGFR3は細胞内シグナル伝達経
路であるMAPキナーゼカスケードの活性化を経て，細胞増
殖能ならびに細胞遊走能を促進することが予測された．した
がって，VEGF-C/VEGFR3は，MSCとしての潜在的能力で
ある細胞増殖能や細胞遊走能を維持する可能性が示唆され
た．上記より，MSCの適用とVEGFシグナルの制御によっ
て，部位特異的かつ効率的な幹細胞治療が可能となり，イン
プラント治療関連の組織再生療法の確立に繋がることが期待
される．

○貝淵 信之1, 2，岡本 俊宏1，片岡 利之1，熊坂 士1，
福澤 智1

東京女子医科大学医学部歯科口腔外科学教室1，東京女子医
科大学先端生命医科学研究所2

Development of porcine multipotent mesenchymal stromal 
cell sheet using mini pig
○KAIBUCHI N1, 2, OKAMOTO T1, KATAOKA T1, 
KUMASAKA A1, FUKUZAWA S1

Department of Oral and Maxillofacial Surgery, 
TokyoWomen‘s Medical University, School of Medicine1, 
Institute of Advanced Biomedical Engineering and Science, 
Tokyo Women‘s Medical University2

Ｏ-2-8-7
ミニブタを用いた間葉系幹細胞シートの開発

Ⅰ目的：　再生医療におけるトランスレーショナルリサーチ
としての大動物実験は必要であるが，これまで主にイヌ，サ
ルが中心であった．しかし，イヌは伴侶動物であり，サルも
多産・多胎でないことなどから，これらに替わる動物種とし
てミニブタが注目されてきた．ミニブタは臓器や顔面のサイ
ズがヒトに近く，口腔顎顔面領域の研究においても有用と考
えられている．細胞シートはこれまで様々な疾患に対して臨
床応用がなされており，今後，間葉系幹細胞シートもその多
くの効能から臨床応用が期待されている．今回われわれは，
様々な組織から間葉系幹細胞（MSCs）を採取し細胞シートの
作製を行い比較検討した．
Ⅱ方法：　東京女子医科大学動物実験倫理委員会の承認（承
認番号15-13号）を得た後，10月齢のNIBS系ミニブタから
MSCsを採取した．大腿骨より骨髄を採取，腹部より皮下脂
肪を採取，臼歯を抜歯し歯根膜を採取，また，歯肉，骨膜を
切除し採取した．報告されている方法をもとにMSCsを分
離，培養し，P（5）まで継代したのち，細胞増殖能，コロ
ニー形成能，骨分化能，脂肪分化能，タンパク質分泌量，
MSCマーカーの発現について検討した．また，温度応答性
培養皿（UpCellⓇ）に播種し，細胞シート作製を行った．
Ⅲ結果：　細胞増殖能は骨膜，歯肉由来MSCsが他の組織と
比較し良好であった．コロニー形成能も骨膜，歯肉由来
MSCsが良好であった．骨分化能は歯根膜，骨膜由来MSCs
が良く，脂肪分化能は骨膜由来MSCsが良好であった．HGF
の分泌量は歯根膜由来MSCsが最も高かった．MSCマーカー
の発現に差はみられなかった．同条件下にて細胞シートの作
製を行ったところ，骨髄，脂肪，骨膜由来MSCsではシート
が作製できたが，歯根膜，歯肉由来MSCsでは作製できな
かった．
Ⅳ考察および結論：　採取する組織によってMSCsの性能に
違いがあるため，シート作製条件にはさらなる最適化が必要
であるとともに，疾患の病態に応じた細胞シートの効能の検
討が必要であると思われた．
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○二宮 嘉昭，武知 正晃，太田 耕司，小野 重弘，中川 貴之
広島大学大学院　口腔外科学研究室

A Clinical study of maxilary sinus floor elevation using 
interconnected calcium hydroxyapatite
○NINOMIYA Y, TAKECHI M, OHTA K, ONO S, 
NAKAGAWA T
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Applied Life 
Science, Hiroshima University

O-2-8-5
連通多孔体ハイドロキシアパタイトを用いた
上顎洞底拳上術症例の臨床統計的検討

Ⅰ目的：　近年，上顎臼歯部欠損に対するインプラント治療
において上顎洞底挙上術は有用な術式であり， 症例も増加傾
向である. その際, 自家骨移植による骨造成が一般的に行われ
ているが術後の骨吸収などに問題が生じ, インプラント予後
に影響を及ぼすことが報告されている． 連通多孔体ハイドロ
キシアパタイト骨補填材（NEOBONEⓇ）は多数の気孔が互
いに連通する独自の多孔体を有しており， 多孔体内部に細胞
が侵入し形成された新生骨と一体化する．われわれは顎骨欠
損部およびインプラント埋入時の補填に対するNEOBONEⓇ

の臨床試験を行い良好な結果を得， 2010 年 1 月に国内で唯一
のインプラント埋入時を含む歯科領域における骨補填材とし
て厚生労働省の薬事承認を得た． 今回さらに, NEOBONEⓇ

を使用した上顎洞底挙上術症例について臨床統計的検討（t-
検定）を行った．
Ⅱ材料および方法：　広島大学歯学部倫理委員会の承認（承
認番号21500BZZ00315000）ならびに患者の同意を得た後，
2007年 4 月から2015年 3 月までの 8 年間に，上顎洞底拳上術
症例を32例36側（NEOBONEⓇ単独使用 8 側，NEOBONEⓇ

と自家骨を併用した28側）施行した．年齢は30歳から75歳，
平均は54.8歳で，性別では，男性14名，女性16名であった．
対象歯牙欠損数は 2 歯から 4 歯欠損で，採骨部位の内訳は，
下顎枝部20例，上顎結節部 1 例，下顎隆起 1 例，埋入周囲骨
3 例であった．またインプラント同時埋入が15例16側，待時
埋入が17例20側であった．上顎洞底挙上術の経時的骨吸収の
高さの変化を，NEOBONEⓇ単独使用群とNEOBONEⓇと自
家骨併用群の 2 群で比較検討した．
Ⅲ結果：　経時的骨吸収の高さの平均値はNEOBONEⓇ単
独使用群で0.64±0.55 mm，NEOBONEⓇと自家骨併用群では
4.51±2.53 mmであった．さらに，2 群間での骨吸収の高さを
t-検定を用いて統計学的に検討したところ，NEOBONEⓇ単
独使用群ではNEOBONEⓇと自家骨併用群と比較して，骨吸
収の高さは有意に低値を示した（p＜0.01）． 
Ⅳ考察および結論：　統計学的検討から，NEOBONEⓇ単独
使用群の方がNEOBONEⓇと自家骨併用群と比較して，骨吸
収の高さは有意に少ないことが明らかとなった．以上より,
NEOBONEⓇ単独使用の上顎洞底挙上術症例は上顎臼歯部の
インプラントを行う上で臨床的に非常に有用であると考えら
れた．今後， 骨吸収や骨形成に関して長期的に経過観察して
いく予定である．

一般口演27（第8会場）発表7分－質疑3分
2015年9月23日（水・祝） 10：10～11：00

○五十嵐 靖之，原 淳，佐々木 健，久保田 将史，近藤 尚知
岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座

Vascular Endothelial Growth Factor （VEGF） -C enhances 
proliferation and migration ability of bone marrow-derived 
mesenchymal stem cells.
○IGARASHI Y, HARA A, SASAI K, KUBOTA M, 
KONDO H
Department of Prosthodontics and Implant, School of dentistry, 
Iwate Medical University

Ｏ-2-8-6
血管内皮細胞増殖因子（VEGF）
-Cは骨髄由来間葉系幹細胞の増殖や遊走を促進する

Ⅰ目的：　インプラント治療においては様々な硬組織および
軟組織再生療法が適用されており，近年，間葉系幹細胞
（MSC）の組織再生療法への応用が注目されている．我々
は，GFPマウスの骨髄よりTGF-β1やBMP-2に対して感受性
の異なる 3 系統のMSC株（SG2，SG3，SG5）を樹立し，そ
の特性について報告した．TGF-β1に高い感受性を示すSG2
は，マウスMSCマーカーであるSca-1を最も強く発現し，骨
芽細胞ならびに脂肪細胞へ高い分化能を有していた．本研究
では，SG2が特異的に発現する遺伝子を同定し，その遺伝子
産物に依存するMSCとしての特異性を解析した．
Ⅱ方法：　SG2で特異的に発現する遺伝子をDNAマイクロ
アレイで網羅的に検索した結果，血管内皮細胞増殖因子受容
体3（VEGFR3）が同定された．細胞表面に存在するVEGFR3
の発現をフローサイトメトリーで確認するとともに，各
MSC株をVEGFR3の特異的リガンドであるVEGF-Cで処理
し，WST-1 assayで細胞増殖能を，trance-well migration 
assayで細胞遊走能を評価した．また，MAPキナーゼファミ
リーのリン酸化をウェスタンブロットで検討することで，
VEGF-C/VEGFR3に依存するシグナル伝達経路を調査した．
なお，本研究は岩手医科大学動物実験委員会の承認（23-075）
を得て行われた．
Ⅲ結果：　フローサイトメトリーの結果から，VEGFR3は
SG2の細胞表面に発現することが確認されたが，SG3ならび
にSG5では検出されなかった．また，各MSC株をVEGF-Cで
処理したところ，細胞増殖能ならびに細胞遊走能ともにSG2
のみで有意に促進された．さらに，SG2におけるVEGF-C処
理はERK1/2のリン酸化を増強した．
Ⅳ考察および結論：　我々が樹立したGFPマウス骨髄由来
MSC株の中で，最もMSCとしての潜在的能力の高いSG2の
みでVEGFR3の発現が認められた．また，VEGFR3を発現す
るSG2をVEGF-Cで処理するとERK1/2のリン酸化が増強さ
れることから，VEGF-C/VEGFR3は細胞内シグナル伝達経
路であるMAPキナーゼカスケードの活性化を経て，細胞増
殖能ならびに細胞遊走能を促進することが予測された．した
がって，VEGF-C/VEGFR3は，MSCとしての潜在的能力で
ある細胞増殖能や細胞遊走能を維持する可能性が示唆され
た．上記より，MSCの適用とVEGFシグナルの制御によっ
て，部位特異的かつ効率的な幹細胞治療が可能となり，イン
プラント治療関連の組織再生療法の確立に繋がることが期待
される．

○貝淵 信之1, 2，岡本 俊宏1，片岡 利之1，熊坂 士1，
福澤 智1

東京女子医科大学医学部歯科口腔外科学教室1，東京女子医
科大学先端生命医科学研究所2

Development of porcine multipotent mesenchymal stromal 
cell sheet using mini pig
○KAIBUCHI N1, 2, OKAMOTO T1, KATAOKA T1, 
KUMASAKA A1, FUKUZAWA S1

Department of Oral and Maxillofacial Surgery, 
TokyoWomen‘s Medical University, School of Medicine1, 
Institute of Advanced Biomedical Engineering and Science, 
Tokyo Women‘s Medical University2

Ｏ-2-8-7
ミニブタを用いた間葉系幹細胞シートの開発

Ⅰ目的：　再生医療におけるトランスレーショナルリサーチ
としての大動物実験は必要であるが，これまで主にイヌ，サ
ルが中心であった．しかし，イヌは伴侶動物であり，サルも
多産・多胎でないことなどから，これらに替わる動物種とし
てミニブタが注目されてきた．ミニブタは臓器や顔面のサイ
ズがヒトに近く，口腔顎顔面領域の研究においても有用と考
えられている．細胞シートはこれまで様々な疾患に対して臨
床応用がなされており，今後，間葉系幹細胞シートもその多
くの効能から臨床応用が期待されている．今回われわれは，
様々な組織から間葉系幹細胞（MSCs）を採取し細胞シートの
作製を行い比較検討した．
Ⅱ方法：　東京女子医科大学動物実験倫理委員会の承認（承
認番号15-13号）を得た後，10月齢のNIBS系ミニブタから
MSCsを採取した．大腿骨より骨髄を採取，腹部より皮下脂
肪を採取，臼歯を抜歯し歯根膜を採取，また，歯肉，骨膜を
切除し採取した．報告されている方法をもとにMSCsを分
離，培養し，P（5）まで継代したのち，細胞増殖能，コロ
ニー形成能，骨分化能，脂肪分化能，タンパク質分泌量，
MSCマーカーの発現について検討した．また，温度応答性
培養皿（UpCellⓇ）に播種し，細胞シート作製を行った．
Ⅲ結果：　細胞増殖能は骨膜，歯肉由来MSCsが他の組織と
比較し良好であった．コロニー形成能も骨膜，歯肉由来
MSCsが良好であった．骨分化能は歯根膜，骨膜由来MSCs
が良く，脂肪分化能は骨膜由来MSCsが良好であった．HGF
の分泌量は歯根膜由来MSCsが最も高かった．MSCマーカー
の発現に差はみられなかった．同条件下にて細胞シートの作
製を行ったところ，骨髄，脂肪，骨膜由来MSCsではシート
が作製できたが，歯根膜，歯肉由来MSCsでは作製できな
かった．
Ⅳ考察および結論：　採取する組織によってMSCsの性能に
違いがあるため，シート作製条件にはさらなる最適化が必要
であるとともに，疾患の病態に応じた細胞シートの効能の検
討が必要であると思われた．
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○中谷 佑哉，住田 吉慶，古賀 喬充，朝比奈 泉
長崎大学大学院顎口腔再生外科学分野

The efficacy of freeze-dried platelet-rich plasma on bone 
engineering
○NAKATANI Y, SUMITA Y, KOGA T, ASAHINA I
Department of Regenerative Oral Surgery, Graduate School 
of Biomedical Sciences, Nagasaki University

Ｏ-2-8-8
フリーズドライ保存した多血小板血漿

（Platelet-Rich Plasma） は骨再生に有用である

Ⅰ目的：　血小板の濃縮液であるPlatelet-Rich Plasma（以下
PRP）は，皮膚や粘膜，骨，歯周組織など様々な組織の再生
治療に有効であることが知られている．しかしながら，PRP
は用事調製が原則であり，手術中あるいは処置中にPRPを調
製するには，人員や設備の整備が必要であり，採血手技や調
製時間も要求されることから，小規模な医院では臨床応用の
妨げとなる場合がある．そこで，事前に調製したPRPが保存
可能であれば，その利便性，有用性に格段の向上が期待でき
る．本研究では，フリーズドライ保存したPRPの有用性につ
いて検討を行った．なお本研究は，長崎大学大学院医歯薬学
総合研究科（歯学系）倫理委員会の承認（承認番号1180号）
および長崎大学動物実験委員会の承認（承認番号130423-1
号）を得て行った．
Ⅱ材料および方法：　3 名のドナーより採取した静脈血で
PRPを調製した．1）静脈血とPRPの血球計測を行い，血小
板濃縮率を算出した．PRPに凍結乾燥処理を加え，1 か月保
存したフリーズドライPRP（以下FD-PRP）に対して，PRP
を対照とし，2）成長因子（PDGF-BB，TGF-β1，VEGF）
濃度の測定，3）ゲル化能（フィブリン化能）の観察，4）
ヌードマウス頭蓋骨膜下移植モデル（雄，6 週齢）でのPRP
－β-TCPゲルによる骨再生促進効果，以上について比較検
討を行った．また，FD-PRPは加水時の滅菌水分量を等量，
1/3量にすることにより，等倍FD-PRP，3 倍濃縮FD-PRP
（以下×1FD-PRP，×3FD-PRP）を調製し，検討を行った．
検定はTukey-Kramer法で行った．
Ⅲ結果：　1）PRPの血小板濃縮率は約 6 倍であった．2）×
1FD-PRPのPRPに対する成長因子濃度の比は，PDGF-BBお
よびTGF-β1では有意な差を認めず（PDGF-BB：1.25±0.10，
TGF-β1：0.84±0.10），×3FD-PRPではほぼ濃縮率に比例し
た高値を示していた（PDGF-BB：2.79±0.22，TGF-β1：
2.48±0.52）．3）FD-PRPのゲル化能は保存 1 か月後も良好に
維持されていた．4）移植4週後での骨新生率は，β-TCP
（コントロール）群の6.6±3.1%に対し，PRP群15.3±4.0%，×
1FD-PRP 群13.0±2.1%，×3FD-PRP群19.0±3.8%といずれの群
も有意に高かった．また，×3FD-PRP群の骨新生率は×1FD-PRP
群と比較して有意に高かった（p<0.01）．
Ⅳ考察および結論：　フリーズドライはPRPの機能を失うこ
となく長期的に保存する方法として有効であり，またフリー
ズドライ処理をすることで使用時にPRPを濃縮することがで
き，組織再生をより促進しうることが示唆された．

○田村 佳代，山口 昭彦，中尾 一祐，高橋 克，別所 和久
京都大学大学院医学研究科口腔外科学分野

Bone regeneration of controlled release basic fibroblast 
growth factor from biodegradable gelatin hydrogel.
○TAMURA K, YAMAGUCHI A, NAKAO K, 
TAKAHASHI K, BESSYO K
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Kyoto 
University

Ｏ-2-8-9
bFGF徐放化生体吸収性ゼラチンハイドロゲル
による骨再生

Ⅰ目的：　近年, 既存の骨再生材料の問題点を解決するため
に細胞, 細胞増殖因子, 細胞外マトリックスを組み合わせた
tissue engineering技法を用いた骨再生に関する基礎的, 臨床
的研究が行われてきた. 本研究では, 歯槽堤萎縮症患者に対す
る歯科インプラント埋入のための骨造成術の骨移植材料の代
替として塩基性線維芽細胞増殖因子（basic fibroblast growth 
factor：bFGF）徐放化ゼラチンハイドロゲルを応用するこ
とを目的とした. 今回は, 基礎的実験として実験動物を使用し, 
bFGF徐放化ゼラチンハイドロゲルによる骨形成について検
討した.
Ⅱ材料および方法：　本研究は, 京都大学動物実験委員会の承
認（承認番号：Med Kyo 14358, 14359）を得て行った. 豚皮
由来ゼラチンハイドロゲルシートを5×5×1 mm大に成形し, 
bFGF水溶液を0, 10, 20, 40, 80, 100μgの濃度で含浸させ, 
ラット（Wistar 系雄性11週齢）の上顎歯槽部の骨膜下に填入
した. また, 同様のゼラチンハイドロゲルシートを10×10×1 mm
大に成形し, bFGF水溶液を0.100μgの濃度で含浸させ, 日本
白色兎（JW/CSK, 2.5～3.0 kg）の上顎洞粘膜下に填入した. 
各々, 術後４週間後に組織標本にて評価した. 
Ⅲ結果：　ラットの組織標本において, bFGF 20μg添加ゼ
ラチンハイドロゲル群において最も骨形成を認めた. しかし, 
bFGF 80μg以上の添加したゼラチンハイドロゲル群では明
らかな骨形成は確認できなかった.　また, ウサギでは, bFGF 
100μg添加ゼラチンハイドロゲル群において有意に骨形成を
認めた. 
Ⅳ考察および結論：　bFGF徐放性ゼラチンハイドロゲルは
再生医療用の骨補填材料として有用であることが示唆され
た．

○渡辺 孝夫1，清水 治彦2，岩野 清史2，池田 哲哉3，
松尾 雅斗1

神奈川歯科大学大学院歯学研究院　歯科解剖学講座1, 
関東・甲信越支部2, 九州支部3

A long-term animal experiment of osseointegration with 
new bone in one stage sinus floor elevation
○WATANABE T1, SHIMIZU H2, IWANO K2, 
IKEDA T3, MATSUO M1

Dental Anatomy, Deprt. of Oral Science, Graduate School of 
Dentistry, Kanagawa Dental Univ.1, Kanto-Koshinetsu 
Branch2,Kyushu Branch3

Ｏ-2-8-10
一期法上顎洞底挙上術における新生骨の
オッセオインテグレーションに関する長期動物実験

Ⅰ目的：　我々は一期法上顎洞底挙上術（sinus floor elevation: 
SFE）動物実験で挙上洞粘膜下スペース（space under the 
lifted sinus membrane：SULM）中では新生骨は術後 1 週で
洞壁より増殖し，術後 3 カ月をピークとして増加，その後減
少，術後 6 カ月では痕跡程度に洞壁に残留していたことを観
察した．しかし，その後の動物実験で，機械研磨チタンイン
プラントでは新生骨との間で十分なオッセオインテグレー
ション（osseointegration：OI）を観ることができなかった．
昨年の本学会総会にて，粗面処理チタン（rough surface：
RS）インプラントとハイドロキシアパタイトコーティッド
チタン（hydroxyapatite：HA）インプラントとのOIについ
て発表した．今回は術後 2 年経過のHAインプラントのOIに
ついて追加し，比較検討したので報告する．
Ⅱ材料および方法：　閉経後ビーグル犬 7 匹，HAインプラ
ント20本（HA群）およびRSインプラント 8 本（RS群），合
計28本を使用した．観察期間は 3 ，6 カ月およびHA群のみ
2 年とした．方法は前頭洞に骨窓およびSULMを形成後，前
頭洞上壁からSULMの中隔に沿ってインプラントを埋入し，
補填材を使わず閉鎖，縫合した．評価はインプラントを含む
前頭洞のヘマトキシリンエオジン重染色研磨標本についての
光学顕微鏡による組織所見および形態計測結果を用いて行っ
た．本実験は神奈川歯科大学実験動物倫理規定（認定番号
259）に従って行った． 
Ⅲ結果：　いずれの群もSULM中のインプラント周囲および
前頭洞上壁表面に新生骨が残留していた．HA群では，
SULM中のインプラント全周長に対する周囲の残留新生骨が
被覆するインプラント周長の割合（新生骨被覆率）は 3 カ月
64.3±12.9%, 6 カ月78.5±8.8%および 2 年61.2±30.2%，インプ
ラント周囲の残留新生骨との間のbone implant contact rate
（BIC）は同79.9±9.9%, 79.9±14.7%および92.3±0.5%で，術後
2 年の長期経過例でも短期と同程度の残留新生骨およびOIが
観察された．しかし，RS群では新生骨被覆率は 3 カ月
49.0±17.1%および 6 カ月40.7±3.5%でHA群と同程度であった
が，BICは同3.8±3.5%および0.0%で不良であった．
Ⅳ考察および結論：　これらのことから，一期法SFEでは，
SULM中で術後に増殖してくる新生骨との間のOIは長期的
にHA群とRS群間のインプラント表面性状の違いに影響を受
けるものと考えられた．
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○中谷 佑哉，住田 吉慶，古賀 喬充，朝比奈 泉
長崎大学大学院顎口腔再生外科学分野

The efficacy of freeze-dried platelet-rich plasma on bone 
engineering
○NAKATANI Y, SUMITA Y, KOGA T, ASAHINA I
Department of Regenerative Oral Surgery, Graduate School 
of Biomedical Sciences, Nagasaki University

Ｏ-2-8-8
フリーズドライ保存した多血小板血漿

（Platelet-Rich Plasma） は骨再生に有用である

Ⅰ目的：　血小板の濃縮液であるPlatelet-Rich Plasma（以下
PRP）は，皮膚や粘膜，骨，歯周組織など様々な組織の再生
治療に有効であることが知られている．しかしながら，PRP
は用事調製が原則であり，手術中あるいは処置中にPRPを調
製するには，人員や設備の整備が必要であり，採血手技や調
製時間も要求されることから，小規模な医院では臨床応用の
妨げとなる場合がある．そこで，事前に調製したPRPが保存
可能であれば，その利便性，有用性に格段の向上が期待でき
る．本研究では，フリーズドライ保存したPRPの有用性につ
いて検討を行った．なお本研究は，長崎大学大学院医歯薬学
総合研究科（歯学系）倫理委員会の承認（承認番号1180号）
および長崎大学動物実験委員会の承認（承認番号130423-1
号）を得て行った．
Ⅱ材料および方法：　3 名のドナーより採取した静脈血で
PRPを調製した．1）静脈血とPRPの血球計測を行い，血小
板濃縮率を算出した．PRPに凍結乾燥処理を加え，1 か月保
存したフリーズドライPRP（以下FD-PRP）に対して，PRP
を対照とし，2）成長因子（PDGF-BB，TGF-β1，VEGF）
濃度の測定，3）ゲル化能（フィブリン化能）の観察，4）
ヌードマウス頭蓋骨膜下移植モデル（雄，6 週齢）でのPRP
－β-TCPゲルによる骨再生促進効果，以上について比較検
討を行った．また，FD-PRPは加水時の滅菌水分量を等量，
1/3量にすることにより，等倍FD-PRP，3 倍濃縮FD-PRP
（以下×1FD-PRP，×3FD-PRP）を調製し，検討を行った．
検定はTukey-Kramer法で行った．
Ⅲ結果：　1）PRPの血小板濃縮率は約 6 倍であった．2）×
1FD-PRPのPRPに対する成長因子濃度の比は，PDGF-BBお
よびTGF-β1では有意な差を認めず（PDGF-BB：1.25±0.10，
TGF-β1：0.84±0.10），×3FD-PRPではほぼ濃縮率に比例し
た高値を示していた（PDGF-BB：2.79±0.22，TGF-β1：
2.48±0.52）．3）FD-PRPのゲル化能は保存 1 か月後も良好に
維持されていた．4）移植4週後での骨新生率は，β-TCP
（コントロール）群の6.6±3.1%に対し，PRP群15.3±4.0%，×
1FD-PRP 群13.0±2.1%，×3FD-PRP群19.0±3.8%といずれの群
も有意に高かった．また，×3FD-PRP群の骨新生率は×1FD-PRP
群と比較して有意に高かった（p<0.01）．
Ⅳ考察および結論：　フリーズドライはPRPの機能を失うこ
となく長期的に保存する方法として有効であり，またフリー
ズドライ処理をすることで使用時にPRPを濃縮することがで
き，組織再生をより促進しうることが示唆された．

○田村 佳代，山口 昭彦，中尾 一祐，高橋 克，別所 和久
京都大学大学院医学研究科口腔外科学分野

Bone regeneration of controlled release basic fibroblast 
growth factor from biodegradable gelatin hydrogel.
○TAMURA K, YAMAGUCHI A, NAKAO K, 
TAKAHASHI K, BESSYO K
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Kyoto 
University

Ｏ-2-8-9
bFGF徐放化生体吸収性ゼラチンハイドロゲル
による骨再生

Ⅰ目的：　近年, 既存の骨再生材料の問題点を解決するため
に細胞, 細胞増殖因子, 細胞外マトリックスを組み合わせた
tissue engineering技法を用いた骨再生に関する基礎的, 臨床
的研究が行われてきた. 本研究では, 歯槽堤萎縮症患者に対す
る歯科インプラント埋入のための骨造成術の骨移植材料の代
替として塩基性線維芽細胞増殖因子（basic fibroblast growth 
factor：bFGF）徐放化ゼラチンハイドロゲルを応用するこ
とを目的とした. 今回は, 基礎的実験として実験動物を使用し, 
bFGF徐放化ゼラチンハイドロゲルによる骨形成について検
討した.
Ⅱ材料および方法：　本研究は, 京都大学動物実験委員会の承
認（承認番号：Med Kyo 14358, 14359）を得て行った. 豚皮
由来ゼラチンハイドロゲルシートを5×5×1 mm大に成形し, 
bFGF水溶液を0, 10, 20, 40, 80, 100μgの濃度で含浸させ, 
ラット（Wistar 系雄性11週齢）の上顎歯槽部の骨膜下に填入
した. また, 同様のゼラチンハイドロゲルシートを10×10×1 mm
大に成形し, bFGF水溶液を0.100μgの濃度で含浸させ, 日本
白色兎（JW/CSK, 2.5～3.0 kg）の上顎洞粘膜下に填入した. 
各々, 術後４週間後に組織標本にて評価した. 
Ⅲ結果：　ラットの組織標本において, bFGF 20μg添加ゼ
ラチンハイドロゲル群において最も骨形成を認めた. しかし, 
bFGF 80μg以上の添加したゼラチンハイドロゲル群では明
らかな骨形成は確認できなかった.　また, ウサギでは, bFGF 
100μg添加ゼラチンハイドロゲル群において有意に骨形成を
認めた. 
Ⅳ考察および結論：　bFGF徐放性ゼラチンハイドロゲルは
再生医療用の骨補填材料として有用であることが示唆され
た．

○渡辺 孝夫1，清水 治彦2，岩野 清史2，池田 哲哉3，
松尾 雅斗1

神奈川歯科大学大学院歯学研究院　歯科解剖学講座1, 
関東・甲信越支部2, 九州支部3

A long-term animal experiment of osseointegration with 
new bone in one stage sinus floor elevation
○WATANABE T1, SHIMIZU H2, IWANO K2, 
IKEDA T3, MATSUO M1

Dental Anatomy, Deprt. of Oral Science, Graduate School of 
Dentistry, Kanagawa Dental Univ.1, Kanto-Koshinetsu 
Branch2,Kyushu Branch3

Ｏ-2-8-10
一期法上顎洞底挙上術における新生骨の
オッセオインテグレーションに関する長期動物実験

Ⅰ目的：　我々は一期法上顎洞底挙上術（sinus floor elevation: 
SFE）動物実験で挙上洞粘膜下スペース（space under the 
lifted sinus membrane：SULM）中では新生骨は術後 1 週で
洞壁より増殖し，術後 3 カ月をピークとして増加，その後減
少，術後 6 カ月では痕跡程度に洞壁に残留していたことを観
察した．しかし，その後の動物実験で，機械研磨チタンイン
プラントでは新生骨との間で十分なオッセオインテグレー
ション（osseointegration：OI）を観ることができなかった．
昨年の本学会総会にて，粗面処理チタン（rough surface：
RS）インプラントとハイドロキシアパタイトコーティッド
チタン（hydroxyapatite：HA）インプラントとのOIについ
て発表した．今回は術後 2 年経過のHAインプラントのOIに
ついて追加し，比較検討したので報告する．
Ⅱ材料および方法：　閉経後ビーグル犬 7 匹，HAインプラ
ント20本（HA群）およびRSインプラント 8 本（RS群），合
計28本を使用した．観察期間は 3 ，6 カ月およびHA群のみ
2 年とした．方法は前頭洞に骨窓およびSULMを形成後，前
頭洞上壁からSULMの中隔に沿ってインプラントを埋入し，
補填材を使わず閉鎖，縫合した．評価はインプラントを含む
前頭洞のヘマトキシリンエオジン重染色研磨標本についての
光学顕微鏡による組織所見および形態計測結果を用いて行っ
た．本実験は神奈川歯科大学実験動物倫理規定（認定番号
259）に従って行った． 
Ⅲ結果：　いずれの群もSULM中のインプラント周囲および
前頭洞上壁表面に新生骨が残留していた．HA群では，
SULM中のインプラント全周長に対する周囲の残留新生骨が
被覆するインプラント周長の割合（新生骨被覆率）は 3 カ月
64.3±12.9%, 6 カ月78.5±8.8%および 2 年61.2±30.2%，インプ
ラント周囲の残留新生骨との間のbone implant contact rate
（BIC）は同79.9±9.9%, 79.9±14.7%および92.3±0.5%で，術後
2 年の長期経過例でも短期と同程度の残留新生骨およびOIが
観察された．しかし，RS群では新生骨被覆率は 3 カ月
49.0±17.1%および 6 カ月40.7±3.5%でHA群と同程度であった
が，BICは同3.8±3.5%および0.0%で不良であった．
Ⅳ考察および結論：　これらのことから，一期法SFEでは，
SULM中で術後に増殖してくる新生骨との間のOIは長期的
にHA群とRS群間のインプラント表面性状の違いに影響を受
けるものと考えられた．
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○岩田 優行1, 2，松永 智3，森岡 俊行1, 2，吉成 正雄2，
矢島 安朝1, 2，
東歯大・口腔インプラント学講座1，東歯大・口科研・イン
プラント研究部門2，東歯大・解剖学講座3

Alignment of biological apatite crystal orientation at first 
molar equivalent unit in human edentulous mandible 
cortical bone
○IWATA M1, 2, MATSUNAGA S3, MORIOKA T1, 2, 
YOSHINARI M2, YAJIMA Y1, 2

Dept.of Oral and Maxillofacial Implantology, Tokyo Dental 
College1, Div.Implants Res ,Oral Health Science Center, 
Tokyo Dental College2, Dept.of Anatomy, Tokyo Dental 
College3

O-2-8-12
ヒト下顎無歯顎大臼歯相当部皮質骨における
生体アパタイト（BAp） 結晶配向性

Ⅰ目的：　下顎骨は歯を有する歯槽部と下顎底部の 2 重構造
を呈する特殊な骨であり, 多様なメカニカルストレスの影響
を受ける. 歯を介して受ける局所応力を支持するため顎骨は
構造的な特性を有するが, 歯を失うと同時に歯槽部は急速に
吸収し, 顎骨内部構造も大きく変化する. それ故, 歯の喪失に
伴う骨微細構造の変化を定量的に評価することは急務であ
る. 骨質指標の 1 つである生体アパタイト（BAp）結晶は六
方晶をベースとする異方性の強いイオン結晶であり, 結晶学
的なa軸, c軸に沿ってイオン原子の配列が全く違うことが知
られている. さらに, 骨におけるBAp結晶の配列は骨の力学機
能と密接な関連性があることが着目されている. そこで本研
究では, ヒト無歯顎骨の骨密度（BMD）および生体アパタイ
ト（BAp）結晶配向性について定量評価を行い, ヒト無歯下
顎骨の構造的な特徴を明らかにすることを目的とした.
Ⅱ方法：　日本人無歯下顎骨を歯槽部が丸く高い試料（歯槽
相当部皮質骨厚径　薄い試料:α型, 厚い試料:β型）と歯槽部
が低く平坦な試料（γ型）へ分類し,関心領域である第一大
臼歯相当部の歯槽相当部および下顎底部の骨密度（BMD）
測定とBAp結晶配向性計測を行った. 本研究は東京歯科大学
倫理委員会の承認（No.326）を受け実施された.
Ⅲ結果：　BMD値は部位に伴う差異は認められなかったが, 
顎骨形態別に比較するとα型が高く, βおよびγ型が小さ
かった. 歯槽相当部におけるBAp結晶配向性は, α型ではy軸
及びz軸への優先配向性が認められたが, β型及びγ型ではx
軸への弱い優先配向が認められた. 下顎底部では, 3 形態共に
x軸方向への強い 1 軸優先配向性を示した.
Ⅳ考察および結論：　ヒト無歯下顎骨は歯槽相当部の吸収と
共に大部分が長管骨様構造を呈するが, 歯槽相当部は歯槽骨
の形態変化によって配向方向が異なることが明らかとなっ
た.

○川原 大1，古森 賢1，三村 義昭1，松田 正司2

特定非営利活動法人臨床器材研究所1，愛媛大学大学院医学
系研究科解剖学・発生学講座2

Quantitative evaluation of primary implant stability 
installed into Theil embedded human cadaver
○KAWAHARA D1, FURUMORI T1, MIMURA Y1, 
MATSUDA S2

Institute of Clinical Materials1, Department of Anatomy 
and Embryology, Ehime University Graduate School of 
Medicine2

O-2-8-13
Theil固定されたご遺体に埋入された
インプラントの初期固定状態の定量的評価

Ⅰ目的：　インプラントの初期固定状態を定量的に把握する
ために屍体顎骨にインプラントを埋入し，累積埋入トルクの
計測，インプラント安定化指数，およびペリオテスト値の計
測を行い，これらの三指標の変動傾向を観察した．
Ⅱ材料および方法：　Theil 固定のご遺体の下顎骨を離断
し，臼歯部残存歯槽堤部にインプラント窩を形成し，埋入ト
ルク50 Ncm，回転数20 rpm，非注水下でインプラントレプ
リカ（Replace Tapered,  4.1 mm×13 mm, NobelBiocare）を埋
入した．埋入開始時から埋入終了時まで，経時的トルク抵抗
値の累積値を累積埋入トルク値（以下，CTV）として定義
した．埋入終了後，下顎骨骨体を未硬化のシリコーンパテ
上に静置後，共振周波数分析器OSSTEL ISQにてISQを計
測した（以下，ISQ Free）．その後，シリコーンパテを重合
硬化させ，再びISQを計測した（以下，ISQ Fix）．その後
transducerの最突出部分をPeriotestTM打診し計測を行った
（以下，PTV）．以上の操作を同一部位に対して 4 回繰り返
し埋入を行い，段階的に初期固定不良の状態で計測を行っ
た．なお，本研究は愛媛大学大学院医学系研究科等医学研究
倫理委員会の承認を得ている（受付番号24-3）．
Ⅲ結果：　繰り返し埋入を行うとCTV値は 2 回目以降の埋
入で著しく低下したが，埋入回数とCTVのPearsonの相関係
数は-0.775 で有意の相関を示さなかった（p>0.05）．ISQでは
繰り返し埋入による変動傾向を示さず終始70以上を示した．
この傾向はISQ FreeでもISQ Fixでも同様で，埋入回数との
間に有意の相関性は認められず（p>0.05），両固定状態によ
る有意差も認められなかった（p>0.05）．PTVは繰り返し埋
入により著しく増加し，4 回目の埋入で+999を示した．相関
係数は0.897を示したが，有意の相関性は認められなかった
（p>0.05）．
Ⅳ考察および結論：　CTVを指標とした場合には，埋入回
数の反復による初期固定の低下が検出されたがISQでは検出
しえなかった．PTVの変化とCTVの変化は一致する傾向を
示したため，両者を組み合わせて判断すべきであると考えら
れた．今後，臨床の現場でも比較，検証する必要があろう．

○内田 雄基，檀上 敦，重松 正仁，山下 佳雄，後藤 昌昭
佐賀大学医学部歯科口腔外科学講座

Anatomical risk arisen during the placement of dental 
implant in the pterygomaxillary region
: CT measurement study
○UCHIDA Y, DANJO A, SHIGEMATSU M, 
YAMASHITA Y, GOTO M
Dept. of Oral and Maxillofacial Surgery, Saga Medical 
School

O-2-8-14
上顎骨から蝶形骨翼状突起領域に
歯科インプラントを埋入する時の解剖学的危険性

： CT計測による研究

Ⅰ目的：　上顎骨から蝶形骨翼状突起（以下,翼突上顎）領
域への歯科インプラント（以下, インプラント）埋入に関し
ては，顎動脈の分枝の走行に注意を払わないと思わぬ出血を
引き起こす可能性がある．さらに同血管からの出血は止血が
難しく大きな合併症になりかねない．本研究は同部にインプ
ラントを埋入する際の，解剖学的知見を広めるために，CT
により翼突上顎領域の解剖学的計測を行うことである．
Ⅱ材料および方法：　佐賀大学医学部倫理委員会の承認
（承認番号24-2）を得た後，日本人解剖体28体中，残存歯槽
高径が10mm以下でかつ大臼歯が欠損している44半側頭部
（男性25側，女性19側）のCTデータを選択した．計測ソフ
ト（Landmark System LAND marker Direct，Version 6．
11，iCAT，大阪）を用い，翼突上顎領域の 6 項目の計測を
行った．統計解析では計測値の記述統計量を算出し，性別比
較のため，対応しないt-検定を行った．
Ⅲ結果：　上顎結節（以下，MT）と翼上顎裂最外側下点
（以下，PF）の距離（以下，MT-PF），および，頬骨下稜
延長線を通過する歯槽頂（以下，A）とPFの距離（以下，
A-PF）の平均はそれぞれ18.0 mm，21.7 mm，最小値はそれ
ぞれ10.0 mm，14.7 mmであった．PF-下行口蓋管前後距離
（以下，PF-DPCAP），PF-下行口蓋管内外側距離（以下，
PF-DPCML）の平均はそれぞれ0.4 mm，2.5 mmであった．
MT-PFとFH平面のなす角度（以下，MT-PF傾斜角）と
A-PFとFH平面のなす角度（以下，A-PF傾斜角度） の平均は
それぞれ73.8°，52.3°であった．どの計測値も有意な性差は示
さなかった．
Ⅳ考察および結論：　MT-PFとA-PFともに15 mm以下で，
PF-DPCAP，PF-DPCMLともに 3 mm以下の症例があり，
翼突上顎領域に直径3.75 mm，長径15 mm以上のインプラン
トを埋入時には重要な脈管を損傷する可能性がある．また，
ドリリングのスタ－ティングポイントがMTでも，Aでも， 
過去に推奨されているインプラント埋入角度では，インプラ
ント先端が翼口蓋窩に達する可能性がある．翼突上顎領域の
インプラント埋入では術前CT計測が必須である．

一般口演28（第8会場）発表7分－質疑3分
2015年9月23日（水・祝） 11：10～12：00

○稗田 彩人1，上村 直也1，橋本 典也2，馬場 俊輔1，
川添 堯彬1

大阪歯科大学口腔インプラント学講座1，大阪歯科大学歯科
理工学講座2

Examination of bone regeneration of porous polyether ether 
ketone in rabbit femoral defect model
○HIEDA A1, UEMURA N1, HASHIMOTO Y2, 
BABA S1, KAWAZOE T1

Department of Oral Implantology, Osaka Dental University1, 
Department of Biomaterials, Osaka Dental University2

Ｏ-2-8-11
ウサギ大腿骨骨欠損モデルおける
PEEK 多孔体の骨再生能の検討

Ⅰ目的：　自家骨に代わる賦形性のある非吸収性の人工材料
として，医科ですでに臨床応用されているポリエーテルエー
テルケトン（以下PEEK）に着目した．PEEK顆粒から多孔
体ディスクを作製し，その表面に硫酸と炭酸処理によって発
泡多孔層を形成し，新規足場材料を開発した．本研究ではウ
サギ大腿骨骨欠損モデルを用いて発砲多孔層を有するPEEK
多孔体の骨再生能について検討した．
Ⅱ材料および方法：　PEEK顆粒とNaCl顆粒の混合物から，
プレス成型体を作製した．オーブンにて加熱成型体を作製
後，φ4×7 mmのディスクを成形した．その後，純水に24時
間浸漬しNaClを溶出後，気孔径550μm，気孔率80％と気孔
径880μm，気孔率70％の多孔体ディスクを 2 種類作製した．
さらに，濃硫酸に浸漬し蒸留水で洗浄後，炭酸カリウム水溶
液に浸漬させ発泡多孔層を有する多孔体ディスクを得た．材
料の表面性状の観察には，電子顕微鏡（以下SEM）ならびに
X線光電子分光（以下XPS）を用いて行った．実験動物とし
て，ウサギを用い，左右大腿骨にφ4×7 mmの骨欠損を作製
した．PEEK多孔体を埋植した群を実験群とし，コントロー
ル群は欠損群とした．埋植 4 ，8 ，12週後に屠殺し，マイク
ロCTによるエックス線学的，およびヘマトキシリンエオジ
ン染色による病理組織学的評価を行った．（承認番号14-039
号）．
Ⅲ結果：　SEM観察の結果から硫酸および炭酸処理によっ
てPEEK表面に約 1 μm以下の多数の気孔に加えて50～100
μmの様々な大きさの開口したマクロ気孔が観察された．ま
た，硫酸処理後のXPSの結果からPEEK表面にS成分の存在
は認められなかった．エックス線学的評価の結果からコント
ロール群では 4 ，8 ，12週ともに欠損内部に新生骨の骨再生
による不透過像は認められなかった．しかし実験群はともに
新生骨の骨再生による不透過像が，欠損部の周囲および多孔
体内部から確認できた．病理組織学的評価の結果から多孔体
内部に新生骨の骨再生が起こり，経時的に増加する傾向が認
められた．
Ⅳ考察および結論：　本研究の結果から，PEEK多孔体が，
ウサギ大腿骨骨欠損モデルに対し，新生骨の再生を促すこと
が明らかとなった．これは，PEEK多孔体の発泡多孔層に存
在する大，小様々なサイズの気孔に骨タンパク質等の生体活
性物質が担持され，骨芽細胞を誘導し新生骨の再生を促した
と考えられる．
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○岩田 優行1, 2，松永 智3，森岡 俊行1, 2，吉成 正雄2，
矢島 安朝1, 2，
東歯大・口腔インプラント学講座1，東歯大・口科研・イン
プラント研究部門2，東歯大・解剖学講座3

Alignment of biological apatite crystal orientation at first 
molar equivalent unit in human edentulous mandible 
cortical bone
○IWATA M1, 2, MATSUNAGA S3, MORIOKA T1, 2, 
YOSHINARI M2, YAJIMA Y1, 2

Dept.of Oral and Maxillofacial Implantology, Tokyo Dental 
College1, Div.Implants Res ,Oral Health Science Center, 
Tokyo Dental College2, Dept.of Anatomy, Tokyo Dental 
College3

O-2-8-12
ヒト下顎無歯顎大臼歯相当部皮質骨における
生体アパタイト（BAp） 結晶配向性

Ⅰ目的：　下顎骨は歯を有する歯槽部と下顎底部の 2 重構造
を呈する特殊な骨であり, 多様なメカニカルストレスの影響
を受ける. 歯を介して受ける局所応力を支持するため顎骨は
構造的な特性を有するが, 歯を失うと同時に歯槽部は急速に
吸収し, 顎骨内部構造も大きく変化する. それ故, 歯の喪失に
伴う骨微細構造の変化を定量的に評価することは急務であ
る. 骨質指標の 1 つである生体アパタイト（BAp）結晶は六
方晶をベースとする異方性の強いイオン結晶であり, 結晶学
的なa軸, c軸に沿ってイオン原子の配列が全く違うことが知
られている. さらに, 骨におけるBAp結晶の配列は骨の力学機
能と密接な関連性があることが着目されている. そこで本研
究では, ヒト無歯顎骨の骨密度（BMD）および生体アパタイ
ト（BAp）結晶配向性について定量評価を行い, ヒト無歯下
顎骨の構造的な特徴を明らかにすることを目的とした.
Ⅱ方法：　日本人無歯下顎骨を歯槽部が丸く高い試料（歯槽
相当部皮質骨厚径　薄い試料:α型, 厚い試料:β型）と歯槽部
が低く平坦な試料（γ型）へ分類し,関心領域である第一大
臼歯相当部の歯槽相当部および下顎底部の骨密度（BMD）
測定とBAp結晶配向性計測を行った. 本研究は東京歯科大学
倫理委員会の承認（No.326）を受け実施された.
Ⅲ結果：　BMD値は部位に伴う差異は認められなかったが, 
顎骨形態別に比較するとα型が高く, βおよびγ型が小さ
かった. 歯槽相当部におけるBAp結晶配向性は, α型ではy軸
及びz軸への優先配向性が認められたが, β型及びγ型ではx
軸への弱い優先配向が認められた. 下顎底部では, 3 形態共に
x軸方向への強い 1 軸優先配向性を示した.
Ⅳ考察および結論：　ヒト無歯下顎骨は歯槽相当部の吸収と
共に大部分が長管骨様構造を呈するが, 歯槽相当部は歯槽骨
の形態変化によって配向方向が異なることが明らかとなっ
た.

○川原 大1，古森 賢1，三村 義昭1，松田 正司2

特定非営利活動法人臨床器材研究所1，愛媛大学大学院医学
系研究科解剖学・発生学講座2

Quantitative evaluation of primary implant stability 
installed into Theil embedded human cadaver
○KAWAHARA D1, FURUMORI T1, MIMURA Y1, 
MATSUDA S2

Institute of Clinical Materials1, Department of Anatomy 
and Embryology, Ehime University Graduate School of 
Medicine2

O-2-8-13
Theil固定されたご遺体に埋入された
インプラントの初期固定状態の定量的評価

Ⅰ目的：　インプラントの初期固定状態を定量的に把握する
ために屍体顎骨にインプラントを埋入し，累積埋入トルクの
計測，インプラント安定化指数，およびペリオテスト値の計
測を行い，これらの三指標の変動傾向を観察した．
Ⅱ材料および方法：　Theil 固定のご遺体の下顎骨を離断
し，臼歯部残存歯槽堤部にインプラント窩を形成し，埋入ト
ルク50 Ncm，回転数20 rpm，非注水下でインプラントレプ
リカ（Replace Tapered,  4.1 mm×13 mm, NobelBiocare）を埋
入した．埋入開始時から埋入終了時まで，経時的トルク抵抗
値の累積値を累積埋入トルク値（以下，CTV）として定義
した．埋入終了後，下顎骨骨体を未硬化のシリコーンパテ
上に静置後，共振周波数分析器OSSTEL ISQにてISQを計
測した（以下，ISQ Free）．その後，シリコーンパテを重合
硬化させ，再びISQを計測した（以下，ISQ Fix）．その後
transducerの最突出部分をPeriotestTM打診し計測を行った
（以下，PTV）．以上の操作を同一部位に対して 4 回繰り返
し埋入を行い，段階的に初期固定不良の状態で計測を行っ
た．なお，本研究は愛媛大学大学院医学系研究科等医学研究
倫理委員会の承認を得ている（受付番号24-3）．
Ⅲ結果：　繰り返し埋入を行うとCTV値は 2 回目以降の埋
入で著しく低下したが，埋入回数とCTVのPearsonの相関係
数は-0.775 で有意の相関を示さなかった（p>0.05）．ISQでは
繰り返し埋入による変動傾向を示さず終始70以上を示した．
この傾向はISQ FreeでもISQ Fixでも同様で，埋入回数との
間に有意の相関性は認められず（p>0.05），両固定状態によ
る有意差も認められなかった（p>0.05）．PTVは繰り返し埋
入により著しく増加し，4 回目の埋入で+999を示した．相関
係数は0.897を示したが，有意の相関性は認められなかった
（p>0.05）．
Ⅳ考察および結論：　CTVを指標とした場合には，埋入回
数の反復による初期固定の低下が検出されたがISQでは検出
しえなかった．PTVの変化とCTVの変化は一致する傾向を
示したため，両者を組み合わせて判断すべきであると考えら
れた．今後，臨床の現場でも比較，検証する必要があろう．

○内田 雄基，檀上 敦，重松 正仁，山下 佳雄，後藤 昌昭
佐賀大学医学部歯科口腔外科学講座

Anatomical risk arisen during the placement of dental 
implant in the pterygomaxillary region
: CT measurement study
○UCHIDA Y, DANJO A, SHIGEMATSU M, 
YAMASHITA Y, GOTO M
Dept. of Oral and Maxillofacial Surgery, Saga Medical 
School

O-2-8-14
上顎骨から蝶形骨翼状突起領域に
歯科インプラントを埋入する時の解剖学的危険性

： CT計測による研究

Ⅰ目的：　上顎骨から蝶形骨翼状突起（以下,翼突上顎）領
域への歯科インプラント（以下, インプラント）埋入に関し
ては，顎動脈の分枝の走行に注意を払わないと思わぬ出血を
引き起こす可能性がある．さらに同血管からの出血は止血が
難しく大きな合併症になりかねない．本研究は同部にインプ
ラントを埋入する際の，解剖学的知見を広めるために，CT
により翼突上顎領域の解剖学的計測を行うことである．
Ⅱ材料および方法：　佐賀大学医学部倫理委員会の承認
（承認番号24-2）を得た後，日本人解剖体28体中，残存歯槽
高径が10mm以下でかつ大臼歯が欠損している44半側頭部
（男性25側，女性19側）のCTデータを選択した．計測ソフ
ト（Landmark System LAND marker Direct，Version 6．
11，iCAT，大阪）を用い，翼突上顎領域の 6 項目の計測を
行った．統計解析では計測値の記述統計量を算出し，性別比
較のため，対応しないt-検定を行った．
Ⅲ結果：　上顎結節（以下，MT）と翼上顎裂最外側下点
（以下，PF）の距離（以下，MT-PF），および，頬骨下稜
延長線を通過する歯槽頂（以下，A）とPFの距離（以下，
A-PF）の平均はそれぞれ18.0 mm，21.7 mm，最小値はそれ
ぞれ10.0 mm，14.7 mmであった．PF-下行口蓋管前後距離
（以下，PF-DPCAP），PF-下行口蓋管内外側距離（以下，
PF-DPCML）の平均はそれぞれ0.4 mm，2.5 mmであった．
MT-PFとFH平面のなす角度（以下，MT-PF傾斜角）と
A-PFとFH平面のなす角度（以下，A-PF傾斜角度） の平均は
それぞれ73.8°，52.3°であった．どの計測値も有意な性差は示
さなかった．
Ⅳ考察および結論：　MT-PFとA-PFともに15 mm以下で，
PF-DPCAP，PF-DPCMLともに 3 mm以下の症例があり，
翼突上顎領域に直径3.75 mm，長径15 mm以上のインプラン
トを埋入時には重要な脈管を損傷する可能性がある．また，
ドリリングのスタ－ティングポイントがMTでも，Aでも， 
過去に推奨されているインプラント埋入角度では，インプラ
ント先端が翼口蓋窩に達する可能性がある．翼突上顎領域の
インプラント埋入では術前CT計測が必須である．

一般口演28（第8会場）発表7分－質疑3分
2015年9月23日（水・祝） 11：10～12：00

○稗田 彩人1，上村 直也1，橋本 典也2，馬場 俊輔1，
川添 堯彬1

大阪歯科大学口腔インプラント学講座1，大阪歯科大学歯科
理工学講座2

Examination of bone regeneration of porous polyether ether 
ketone in rabbit femoral defect model
○HIEDA A1, UEMURA N1, HASHIMOTO Y2, 
BABA S1, KAWAZOE T1

Department of Oral Implantology, Osaka Dental University1, 
Department of Biomaterials, Osaka Dental University2

Ｏ-2-8-11
ウサギ大腿骨骨欠損モデルおける
PEEK 多孔体の骨再生能の検討

Ⅰ目的：　自家骨に代わる賦形性のある非吸収性の人工材料
として，医科ですでに臨床応用されているポリエーテルエー
テルケトン（以下PEEK）に着目した．PEEK顆粒から多孔
体ディスクを作製し，その表面に硫酸と炭酸処理によって発
泡多孔層を形成し，新規足場材料を開発した．本研究ではウ
サギ大腿骨骨欠損モデルを用いて発砲多孔層を有するPEEK
多孔体の骨再生能について検討した．
Ⅱ材料および方法：　PEEK顆粒とNaCl顆粒の混合物から，
プレス成型体を作製した．オーブンにて加熱成型体を作製
後，φ4×7 mmのディスクを成形した．その後，純水に24時
間浸漬しNaClを溶出後，気孔径550μm，気孔率80％と気孔
径880μm，気孔率70％の多孔体ディスクを 2 種類作製した．
さらに，濃硫酸に浸漬し蒸留水で洗浄後，炭酸カリウム水溶
液に浸漬させ発泡多孔層を有する多孔体ディスクを得た．材
料の表面性状の観察には，電子顕微鏡（以下SEM）ならびに
X線光電子分光（以下XPS）を用いて行った．実験動物とし
て，ウサギを用い，左右大腿骨にφ4×7 mmの骨欠損を作製
した．PEEK多孔体を埋植した群を実験群とし，コントロー
ル群は欠損群とした．埋植 4 ，8 ，12週後に屠殺し，マイク
ロCTによるエックス線学的，およびヘマトキシリンエオジ
ン染色による病理組織学的評価を行った．（承認番号14-039
号）．
Ⅲ結果：　SEM観察の結果から硫酸および炭酸処理によっ
てPEEK表面に約 1 μm以下の多数の気孔に加えて50～100
μmの様々な大きさの開口したマクロ気孔が観察された．ま
た，硫酸処理後のXPSの結果からPEEK表面にS成分の存在
は認められなかった．エックス線学的評価の結果からコント
ロール群では 4 ，8 ，12週ともに欠損内部に新生骨の骨再生
による不透過像は認められなかった．しかし実験群はともに
新生骨の骨再生による不透過像が，欠損部の周囲および多孔
体内部から確認できた．病理組織学的評価の結果から多孔体
内部に新生骨の骨再生が起こり，経時的に増加する傾向が認
められた．
Ⅳ考察および結論：　本研究の結果から，PEEK多孔体が，
ウサギ大腿骨骨欠損モデルに対し，新生骨の再生を促すこと
が明らかとなった．これは，PEEK多孔体の発泡多孔層に存
在する大，小様々なサイズの気孔に骨タンパク質等の生体活
性物質が担持され，骨芽細胞を誘導し新生骨の再生を促した
と考えられる．
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○松岡 幸生1，利森 仁1，三村 義昭1，川原 大1，
松田 正司2

特定非営利活動法人臨床器材研究所1，愛媛大学大学院医学
系研究科解剖学・発生学講座2

Technical training for implant related surgery with human 
cadaver
○MATSUOKA Y1, TOSHIMORI H1, MIMURA Y1, 
KAWAHARA D1, MATSUDA S2

Institute of Clinical Materials1, Department of Anatomy 
and Embryology, Ehime University Graduate School of 
Medicine2

O-2-8-15
ご遺体を利用したインプラント関連手術手技研修
の概要について

Ⅰ目的：　平成24年度より厚生労働省は実践的な手術手技向
上研修事業の公募を開始し，中国・四国ブロックから岡山大
学と愛媛大学が選定された．当研修施設は愛媛大学大学院医
学系研究科を通じて参加を申請し，実施計画書を提出，平成
25年度と同様に平成26年度も11月に同大学解剖学実習室にて
研修を実地した．これらの概要について報告する．
Ⅱ材料および方法：　愛媛大学解剖学・発生学講座を通じ
て，ご遺体を利用した手術手技研修に対する考え方とこれま
での研修実施回数や時期，実施体制，実施内容等に関する審
査と評価体制について倫理委員会に申請した．参加者は当研
修施設の学会認定講習会受講者を中心に募集した．スタッフ
として当研修施設より専門医ら 7 名が研修を担当した．研修
内容として，上顎洞の解剖とソケットリフトとサイナスリフ
ト，減張切開，GBR，ブロック骨移植，抜歯手技などの手
術手技研修を行った．さらに臨床解剖研修として，神経系で
は舌神経，顎舌骨筋神経，オトガイ神経を，血管系ではオト
ガイ下動脈，頬動脈，後上歯槽動脈，大口蓋動脈などの剖出
を行った．なおご遺体数は 9 名ですべて Thiel 固定されたご
遺体であり，実技研修に先立って頭頸部のCT撮像を行っ
た．本研修内容は愛媛大学医学部専門委員会を介して手術手
技ガイドライン検討委員会に報告し，承認された（受付番号
24-3）．
Ⅲ結果：　研修参加者として10名が参加した．ご遺体の性別
は男性 6 名，女性 3 名で，平均年齢は80.3歳であった．平均
残存歯数は上顎6.1本，下顎6.4本で，上顎では 4 名が，下顎
では 3 名のご遺体が無歯顎であり，種々の部位，条件でのイ
ンプラント埋入とソケットリフト，サイナスリフト，減張切
開，GBR，ブロック骨移植などの研修が可能であった．イ
ンプラントの埋入が不可能なご遺体もあったが，臨床経験が
5 年以下の参加者には，神経系および血管系の剖出のみなら
ず，抜歯や軟組織の伸展と剥離・翻転下で減張切開などの実
技の習熟にも寄与した．
Ⅳ考察および結論：　本手術手技研修では従来のホルマリン
固定で不可能であった開口状態の再現や軟組織伸展下での組
織の剖出などの実技研修をも可能とし，インプラントの手術
手技のみならず，他の手術術式の研修においてもきわめて大
きな有益性をもつと考えられた．
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