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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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○千神 八重子1，三浦 留美1，佐々木 朗1, 2
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A case of long-tern success of implant preservation by oral 
health care.
○CHIGAMI Y1, MIURA R1, SASAKI A1, 2

Department dental hygienist room, Okayama University 
Hospital Medical Technology1, Department of Dentistry 
and Pharmaceutical Sciences, Okayama University Graduate 
School of Medicine2

O-1-3-12
インプラント除去適応例を口腔衛生管理で
長期保存を可能にした1症例

Ⅰ目的：　口腔インプラントの長期的安定には術前，術後の
口腔衛生の理解と実践が重要である．今回は，全身疾患を有
した高齢者のインプラント周囲炎ならびに補綴歯歯周炎に対
し，口腔衛生管理を行い長期保存を可能にした１症例を報告
する．
Ⅱ症例の概要：　患者は79歳，男性，下顎補綴装置の動揺を
主訴に2008年 9 月 4 日に当院口腔外科を受診した．上顎は無
歯顎，下顎は重度の歯槽骨吸収を伴った歯周炎を認め，右側
下顎にはブレードタイプのインプラントが埋入され周囲軟組
織は発赤を認めた．初期治療計画として，インプラント体の
除去および下顎残存歯の抜歯を説明したが，現状維持を希望
のため当院予防歯科受診となった．既往歴は腎不全，糖尿
病，心房細動，胃癌を有し，喫煙習慣も認めた．
初診時，口腔衛生に関する問診から患者のデンタルIQは低
く，口腔衛生に関しては医療者任せの姿勢が見受けられた．
そこで口腔衛生の理解とその実践のため歯垢染色を行い，患
者自身が手鏡でプラーク付着部位を確認した後，自身による
歯ブラシと歯間ブラシによるブラッシング後，除去できない
プラークを再度手鏡で確認しプラークが全て除去される過程
を1－2ヶ月毎に行なうことにした．継続管理中，高齢化に伴
う運動機能の低下に伴いブラッシング不十分となり，架工歯
粘膜部と後方歯遠心面のプラークが残りやすくなり房状ブラ
シの使用を指導した． 2013年より禁煙指導も並行して行い 2
年後禁煙に成功した．しかし，初診日より約 7 年が経過し，
口腔衛生状態が著しく低下したため，インプラント体除去お
よび補綴歯の抜歯を予定した．
Ⅲ考察および結論：　本症例を通してインプラント除去の適
応にもかかわらず患者自身の身体能力の低下までの 7 年間，
口腔衛生実地よりインプラントの使用を可能にした．このこ
とはインプラント実施において口腔衛生実地の確立と患者の
年齢や有病疾患にも配慮した長期の計画が必要と考えた．一
方，本症例よりインプラント体を含む補綴歯周組織の予後不
良は加齢に伴い抵抗力の劣化も考えられるが，口腔衛生管理
が確立されないまま，インプラントが施術され，施術後のメ
インテナンスも殆ど受けず，自覚症状が発現するまで受診し
なかったためと思われる．これらからインプラント施術予定
者には，歯周病関連細菌の検査と関連菌の除去療法とともに
口腔衛生管理ができた後に施術することが重要であると感じ
た．

歯科衛生士セッション1（第3会場）発表7分－質疑3分
2015年9月22日（火・祝） 14：30～15：10

○八田 聖子1，八田 知之1, 2，川畑 春美1，吉永 修1, 2，
城戸 寛史3

九州支部1，福岡インプラント研究会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

A case report of remake implant superstructure course of 
deterioration ADL
○HATTA S1, HATTA T1, 2, KAWAHATA H1,  
YOSHINAGA O1, 2, KIDO H3

Kyushu-Branch1, Fukuoka Oral Implant Research 
Association2, Section of Oral Implantology, Department of 
Oral Rehabilitation, Fukuoka Dental College3

O-1-3-11
ADLの低下に伴いインプラント上部構造を
再製作した1症例

Ⅰ目的：　超高齢化社会においてインプラントを健康な状態
で維持し，機能させることは重要な課題である．インプラン
ト患者の高齢化に伴い，プラークコントロールが困難とな
り，口腔清掃が不良になることは避けられない．今回我々
は，高齢化によるactivities of daily living（ADL）の低下に
伴いプラークコントロール不良となった患者のインプラント
上部構造を再製作し良好な結果を得たため報告する．
Ⅱ症例の概要：　患者は70歳の女性で左下大臼歯部の疼痛を
主訴に2010年1月8日当院を受診．上顎は無歯顎であったが，
近医にて製作した総義歯は違和感が強く，ほぼ使用していな
かった．全身的既往歴として高血圧・高脂血症であったが，
医科にて加療中でありコントロールは良好であった．上顎無
歯顎，下顎両側遊離端欠損に対し，ブリッジ，義歯，インプ
ラントによる治療説明を行ったところ，患者はインプラント
治療を選択した．診断用模型を作製し診断用ガイドプレート
を準備し，パノラマX線，CT撮影を行った．2010年3月，上
顎欠損部に対しインプラント埋入手術（16，14，13，23，24，
26部に対しReplace tapered groovy φ4.3×8，10 or 13 mm 
Nobel Biocare社）を行い．同年 6 月下顎欠損部に対しインプ
ラント埋入手術（36，44，46部に対しφ3.5，4.3 or 5.0×10 mm）
を行った．暫間上部構造を装着し咬合関係等を確認後，2013
年1月最終上部構造を仮着セメントにて装着し治療終了と
なった．2013年1月より定期的なメインテナンスに移行した
が，両肩の運動時疼痛によりプラークコントロールが不良と
なった．そのためインプラント上部構造をセメント固定から
バーアタッチメントを用いたインプラントオーバーデン
チャーに再製作を行った．また，インプラント周囲のブラッ
シング指導を徹底した．
Ⅲ考察および結論：　本症例ではADLの低下に伴い口腔内
清掃状態が不良となった患者のインプラント上部構造を変更
し，口腔衛生状態を良好に保つことに成功した．高齢者にイ
ンプラント治療を行う際，将来的にADLの低下による口腔
衛生状態の悪化や，要介護状態になればインプラント上部構
造を介護者に清掃をしてもらう可能性もある．定期的なメイ
ンテナンスの際に，ADLの低下に気付くことは十分可能で
あり，アバットメント，インプラント上部構造や固定様式を
容易に清掃できる形態に変更することは，インプラント治療
における重要な課題の一つであると考えられる．
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○千神 八重子1，三浦 留美1，佐々木 朗1, 2

岡山大学病院医療技術部　歯科衛生士室1，岡山大学大学院
医歯薬学総合研究科2

A case of long-tern success of implant preservation by oral 
health care.
○CHIGAMI Y1, MIURA R1, SASAKI A1, 2

Department dental hygienist room, Okayama University 
Hospital Medical Technology1, Department of Dentistry 
and Pharmaceutical Sciences, Okayama University Graduate 
School of Medicine2

O-1-3-12
インプラント除去適応例を口腔衛生管理で
長期保存を可能にした1症例

Ⅰ目的：　口腔インプラントの長期的安定には術前，術後の
口腔衛生の理解と実践が重要である．今回は，全身疾患を有
した高齢者のインプラント周囲炎ならびに補綴歯歯周炎に対
し，口腔衛生管理を行い長期保存を可能にした１症例を報告
する．
Ⅱ症例の概要：　患者は79歳，男性，下顎補綴装置の動揺を
主訴に2008年 9 月 4 日に当院口腔外科を受診した．上顎は無
歯顎，下顎は重度の歯槽骨吸収を伴った歯周炎を認め，右側
下顎にはブレードタイプのインプラントが埋入され周囲軟組
織は発赤を認めた．初期治療計画として，インプラント体の
除去および下顎残存歯の抜歯を説明したが，現状維持を希望
のため当院予防歯科受診となった．既往歴は腎不全，糖尿
病，心房細動，胃癌を有し，喫煙習慣も認めた．
初診時，口腔衛生に関する問診から患者のデンタルIQは低
く，口腔衛生に関しては医療者任せの姿勢が見受けられた．
そこで口腔衛生の理解とその実践のため歯垢染色を行い，患
者自身が手鏡でプラーク付着部位を確認した後，自身による
歯ブラシと歯間ブラシによるブラッシング後，除去できない
プラークを再度手鏡で確認しプラークが全て除去される過程
を1－2ヶ月毎に行なうことにした．継続管理中，高齢化に伴
う運動機能の低下に伴いブラッシング不十分となり，架工歯
粘膜部と後方歯遠心面のプラークが残りやすくなり房状ブラ
シの使用を指導した． 2013年より禁煙指導も並行して行い 2
年後禁煙に成功した．しかし，初診日より約 7 年が経過し，
口腔衛生状態が著しく低下したため，インプラント体除去お
よび補綴歯の抜歯を予定した．
Ⅲ考察および結論：　本症例を通してインプラント除去の適
応にもかかわらず患者自身の身体能力の低下までの 7 年間，
口腔衛生実地よりインプラントの使用を可能にした．このこ
とはインプラント実施において口腔衛生実地の確立と患者の
年齢や有病疾患にも配慮した長期の計画が必要と考えた．一
方，本症例よりインプラント体を含む補綴歯周組織の予後不
良は加齢に伴い抵抗力の劣化も考えられるが，口腔衛生管理
が確立されないまま，インプラントが施術され，施術後のメ
インテナンスも殆ど受けず，自覚症状が発現するまで受診し
なかったためと思われる．これらからインプラント施術予定
者には，歯周病関連細菌の検査と関連菌の除去療法とともに
口腔衛生管理ができた後に施術することが重要であると感じ
た．

歯科衛生士セッション1（第3会場）発表7分－質疑3分
2015年9月22日（火・祝） 14：30～15：10

○八田 聖子1，八田 知之1, 2，川畑 春美1，吉永 修1, 2，
城戸 寛史3

九州支部1，福岡インプラント研究会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

A case report of remake implant superstructure course of 
deterioration ADL
○HATTA S1, HATTA T1, 2, KAWAHATA H1,  
YOSHINAGA O1, 2, KIDO H3

Kyushu-Branch1, Fukuoka Oral Implant Research 
Association2, Section of Oral Implantology, Department of 
Oral Rehabilitation, Fukuoka Dental College3

O-1-3-11
ADLの低下に伴いインプラント上部構造を
再製作した1症例

Ⅰ目的：　超高齢化社会においてインプラントを健康な状態
で維持し，機能させることは重要な課題である．インプラン
ト患者の高齢化に伴い，プラークコントロールが困難とな
り，口腔清掃が不良になることは避けられない．今回我々
は，高齢化によるactivities of daily living（ADL）の低下に
伴いプラークコントロール不良となった患者のインプラント
上部構造を再製作し良好な結果を得たため報告する．
Ⅱ症例の概要：　患者は70歳の女性で左下大臼歯部の疼痛を
主訴に2010年1月8日当院を受診．上顎は無歯顎であったが，
近医にて製作した総義歯は違和感が強く，ほぼ使用していな
かった．全身的既往歴として高血圧・高脂血症であったが，
医科にて加療中でありコントロールは良好であった．上顎無
歯顎，下顎両側遊離端欠損に対し，ブリッジ，義歯，インプ
ラントによる治療説明を行ったところ，患者はインプラント
治療を選択した．診断用模型を作製し診断用ガイドプレート
を準備し，パノラマX線，CT撮影を行った．2010年3月，上
顎欠損部に対しインプラント埋入手術（16，14，13，23，24，
26部に対しReplace tapered groovy φ4.3×8，10 or 13 mm 
Nobel Biocare社）を行い．同年 6 月下顎欠損部に対しインプ
ラント埋入手術（36，44，46部に対しφ3.5，4.3 or 5.0×10 mm）
を行った．暫間上部構造を装着し咬合関係等を確認後，2013
年1月最終上部構造を仮着セメントにて装着し治療終了と
なった．2013年1月より定期的なメインテナンスに移行した
が，両肩の運動時疼痛によりプラークコントロールが不良と
なった．そのためインプラント上部構造をセメント固定から
バーアタッチメントを用いたインプラントオーバーデン
チャーに再製作を行った．また，インプラント周囲のブラッ
シング指導を徹底した．
Ⅲ考察および結論：　本症例ではADLの低下に伴い口腔内
清掃状態が不良となった患者のインプラント上部構造を変更
し，口腔衛生状態を良好に保つことに成功した．高齢者にイ
ンプラント治療を行う際，将来的にADLの低下による口腔
衛生状態の悪化や，要介護状態になればインプラント上部構
造を介護者に清掃をしてもらう可能性もある．定期的なメイ
ンテナンスの際に，ADLの低下に気付くことは十分可能で
あり，アバットメント，インプラント上部構造や固定様式を
容易に清掃できる形態に変更することは，インプラント治療
における重要な課題の一つであると考えられる．
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歯科衛生士セッション2（第3会場）発表7分－質疑3分
2015年9月22日（火・祝） 15：10～15：50

○古谷 美幸1，三浦 由里1, 2，山根 晃一1, 2

中国・四国支部1，日本歯科先端技術研究所2

Study of oral bacteria before and after professional 
mechanical tooth cleaning in dental implant surgery
○FURUTANI M1, MIURA Y1, 2, YAMANE K1, 2

Chugoku-Shikoku Branch1, Japan Institute for Advanced 
Dentistry2

O-1-3-15
インプラント手術野における口腔清掃前後の
口腔細菌について

Ⅰ目的：　インプラント手術前の消毒は，各自，それぞれの
方法で行っているのが現状である．しかし，手術野を清潔に
するという観点から，手術前に必ず，口腔内の専門的機械歯
面清掃（PMTC）は実施されている．そこで，口腔清掃前
に，インプラント手術野の口腔細菌にどの様な種類が存在す
るかを調査し，またPMTCにより，変化するかどうかを調
査したので報告する．
Ⅱ材料および方法：　対象者はインプラント手術を実施した
100名であり，PMTC前後にインプラント手術野の粘膜の一
般細菌同定検査を実施した．検体を手術野の粘膜から栄研株
式会社製シードスワブγ2 号‘栄研’の綿棒で軽く擦過し，細
菌培養同定検査は外注した．その結果から一般細菌同定と培
地発育状態が判明した．培地発育状態の量的表記は（-）：未
発育，1 +：塗り始めから1/3未満，2 +：1/3以上から2/3，
3 +：2/3以上であった．なお，本研究は，（公社）日本歯科
先端技術研究所倫理委員会の承認（2013年001番）を得てお
り，細菌検査は予め患者から同意と承認を得て行った．
Ⅲ結果：　1）PMTC前の口腔細菌．細菌の種類は１種類
（22例），2 種類（60例），3 種類（16例），4 種類（2例）で
あった．細菌はグラム陽性球菌であるα型連鎖球菌が一番多
く，100例中98例で同定され，1+が73例，2 +が23例，3 +が
2例であった．ほかにγ型連鎖球菌（11例），酵母用真菌（9
例），ナイセリア（43例），アシネトバクター（6例），エン
テロバクター（5例）等が同定された．2）PMTC後の口腔
細菌．細菌の種類は１種類（36例），2 種類（45例），3 種類
（14例），4 種類（1例）で，培養（-）が 4 例あった．α型
連鎖球菌は91例でみられ，そのうち，1+が83例，2 +が 7
例，3 +が 1 例であった．ほかに，γ型連鎖球菌（17例），ナ
イセリア（35例），ヘモフィルス（5例）等が同定された． 
Ⅳ考察および結論：　インプラント手術野の口腔細菌とし
て，おもに口腔内の常在菌であるα型連鎖球菌とナイセリア
菌が多くみうけられたが，培地発育状態の量的表記から
PMTC後の細菌量は減少していると考えられる．しかし，
インプラント手術が行われる粘膜は可能なかぎり，滅菌状態
であることが望ましく，十分なPMTC後，必ず消毒すべき
である．

○馬場 美咲1，淵上 慧1，岡村 有紀子1，鈴木 恵子2，
宗像 源博1

神奈川歯科大学付属病院口腔インプラントセンター1，
関東・甲信越支部2

A study on the operation of the metal probe and plastic 
probe
○ BABA M1, FUCHIGAMI K1, OKAMURA Y1, 
SUZUKI K2, MUNAKATA M1

Oral Implant Center, Kanagawa Dental University 
Hospital1, Kanto-Koshinetsu Branch2

O-1-3-16
金属製プローブとプラスチック製プローブの
操作性に関する検討

Ⅰ目的：　インプラント治療のメインテナンス期におけるイ
ンプラント周囲組織の状態の診査項目の１つとしてプロービ
ング検査が推奨されている．インプラント周囲組織に対する
プローブ検査の意義として，インプラント周囲組織に使用す
るプローブに関しては，補綴装置形態の多様性を考慮した形
状と柔軟性を有する必要があると考える．今回我々は，金属
製プローブとプラスチック製プローブの操作性について比較
検討したのでここに報告する．
Ⅱ材料および方法：　金属製プローブとしてステンレスプ
ローブ　カラーコードプローブ　CP8（ヒューフレディ社），
プラスチック製プローブとしてカラーコードプローブカラー
ビュー（ヒューフレディ社）を使用した．前歯部および小臼
歯部，大臼歯部に直径４.0 mmのバットジョイントタイプの
ブローネマルクインプラントダミー（ノーベルバイオケア社
製）およびプラットフォームシフティングタイプのストロー
マンボーンレベルインプラントダミーを植立し，スクリュー
固定の暫間上部補綴装置のインプラントーアバットメント接
合部に人工歯石（ニッシン社製）を設置した模型を製作し，
経験年数10年以上の歯科医師 5 名と歯科衛生士 5 名（計10
名）でプローブの操作性について評価をおこなった．
Ⅲ結果：　各種プローブの操作性に関して，前歯部，大臼歯
部では触知能力に差を認めたが，操作性に関しては差を認め
なかった．小臼歯部では各プローブに操作性および探知能力
の差を認めなかった．
Ⅳ考察および結論：　The 6th Europan Workshop on 
Periodontlogyにおいて，インプラント周囲組織に対して使
用するプローブとして金属製プローブ，プラスチックプロー
ブが推奨されている．本研究結果より金属製プローブは柔軟
性の不足からカントゥアの強い大臼歯部の上部構造やプラッ
トフォームシフティングタイプの接合様式のインプラントで
は操作性および探知能力ともに低く適切な方向へのプロービ
ングができないこと，プラスチックプローブでは適切な方向
へプロ―ビングが可能な反面，その柔軟性の高さからセメン
トや歯石等の硬固物の探知能力が低いことがわかった．した
がってインプラントのメインテナンスをおこなう際には，ス
ケーラーと同様にインプラントの接合様式や部位，固定様式
によってプローブを使いわける必要があると考える．

○立花 しのぶ1, 2，柴田 直子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 case of improved occlusal stability by using implant 
treatment under long-term follow-up against severe 
periodontal disease
○TACHIBANA S1, 2, SHIBATA N1, 2, ITOH T1, 2 
Itoh Dento-Maxillofacial Hospital1, Kyushu Implant 
Research Group2

O-1-3-13
重度歯周病症例の長期経過観察中に
咬合安定のためインプラント治療を応用して
有効であった一例

Ⅰ目的：　インプラント治療の長期安定には，歯周病学的管
理が必須であることは周知されているが，定期的にかつ長期
に観察を続ける事は様々な理由で難しい．今回，広汎型重度
慢性歯周炎の患者のサポーティブペリオドンタルセラピー
（以後 SPT）19年目にインプラント治療を応用して咬合安定
をはかり，27年後の現在も良好な口腔内を維持している症例
を報告する．
Ⅱ症例の概要：　患者は初診時（1989年）50歳で，現在は76
歳の女性．前医で全顎的に動揺歯を抜歯と言われたため，で
きるだけ保存したい希望があり歯周病治療目的で来院．
PCR100％，BOP94％，4 mm以上のポケットは77％で，不良
補綴物がいたるところに装着されていた．全顎的に縁下歯石
を認め，歯肉の発赤，腫脹が著明であった．全身状態は良好
で，喫煙歴はない．歯周基本治療から再評価後に保存不可能
歯の抜歯，歯周外科治療，歯内療法，MTMをおこない, 一
旦，プロビジョナルレストレーションで経過観察を行った．
その後1990年に最終補綴物を装着し，プラークチェック，ポ
ケット管理，咬合管理を行うSPTへ移行した．初診から19年
目の2007年，左上延長ブリッジに動揺を認めたため，小臼歯
の咬合負担の軽減をはかる目的で上顎洞底挙上術を含むイン
プラントを提案した．しかし，骨移植の同意が得られなく
て，インプラント（ストローマン社製・φ4.1 mm×14 mm）
を傾斜埋入した．同年6月に傾斜埋入のため天然歯と連結さ
せて最終補綴物を装着し，SPTへ移行した．その後，当初か
ら苦慮して保存していた右下 6 番が歯根破折のため抜歯とな
り，2012年にインプラント埋入を行い上部構造装着後，現在
に至る．
Ⅲ考察および結論：　延長ブリッジによる咬合支持からイン
プラントによる後方の咬合保持を得ることで咬合が安定し，
歯周病進行のリスクファクターの一つとなる動揺を抑制する
ことができた．抜歯を最小限に抑え補綴が義歯に至らなかっ
たことで，患者のモチベーションは維持され，良好な咬合回
復がなされたことによりQOLは50歳当初よりも向上したと
考えられる．このことが長期のインプラントを含む歯周病管
理を実現させており，今後もインプラントの長期安定が期待
できると考えている．

○石田 房子1，丸濵 功太郎2，山崎 聖也3，滝川 雅之1

中国・四国支部1，岡山大学大学院医歯薬学総合研究科口腔
機能解剖学2，近畿・北陸支部3

A case report of implant treatment for the loss of maxillary 
left lateral incisor with a young patient From the analysis 
with 7 years of post treatment maintenance
○ISHIDA F1, MARUHAMA K2, YAMAZAKI S3, 
TAKIGAWA M1

Chugoku-Shikoku Branch1, Department of oral function and 
anatomy, okayama university graduate school of medicine,
dentistry,2, Kinki-Hokuriku Branch3

O-1-3-14 
若年患者の上顎左側側切歯欠損に
インプラント治療を行った１症例
―7年間のメインテナンスの経過から―

Ⅰ目的：　若年者の中間欠損に対して，隣在歯の侵襲を必要
としないインプラント治療は有効な治療法の一つである．ま
た，超高齢社会の到来に伴い，その治療部位を審美的，機能
的に良好な状態として長期間維持することが不可欠である．
今回，若年女性患者の上顎左側側切歯欠損にインプラント治
療を行い，7 年間良好な状態を維持できている症例を報告す
る．
Ⅱ症例の概要：　患者は35歳女性，上顎左側前歯部の動揺，
腫脹，咀嚼困難を主訴に2007年 2 月に来院した．全身的に特
記事項はなく，プラークコントロールと歯肉の状態は良好で
あった．22のプロービングポケットデプス（PPD）は 6 mm
であり，歯根破折のため抜歯適応となった．同部中間欠損に
対して，患者は固定性かつ隣在歯を削合しない治療方法を強
く希望したことから，インプラント治療を行うこととした．
2007年 3 月，同部にNobel Biocare社製インプラント体（Mk
ⅢTiU，直径3.3 mm，長さ11.5 mm）を抜歯即時埋入し，7 か
月後の同年10月，二次手術を行った．その後，プロビジョナ
ルレストレーションを装着し，2008年1月，セメント固定式
上部構造を装着した．装着後 3 か月毎のメインテナンスを実
施し，現在約 6 か月毎のメインテナンスを継続している．
Ⅲ考察および結論：　若年患者の上顎左側側切歯欠損に対し
てインプラント治療を行い，上部構造装着後 7 年間良好な状
態を維持することができた．本症例だけでなく，若年者の中
間欠損に対してインプラント治療は有効な治療方法の一つで
ある，またインプラント周囲組織を注意深く観察する定期的
なメインテナンスが重要であることを改めて認識した．今
回，歯科衛生士として患者を初診時から担当し，患者の希望
に寄り添い一連の治療内容を共有し良き相談相手となること
で構築された信頼関係が，患者のメインテナンスに対するモ
チベーション維持に繋がっていると考えられる．
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歯科衛生士セッション2（第3会場）発表7分－質疑3分
2015年9月22日（火・祝） 15：10～15：50

○古谷 美幸1，三浦 由里1, 2，山根 晃一1, 2

中国・四国支部1，日本歯科先端技術研究所2

Study of oral bacteria before and after professional 
mechanical tooth cleaning in dental implant surgery
○FURUTANI M1, MIURA Y1, 2, YAMANE K1, 2

Chugoku-Shikoku Branch1, Japan Institute for Advanced 
Dentistry2

O-1-3-15
インプラント手術野における口腔清掃前後の
口腔細菌について

Ⅰ目的：　インプラント手術前の消毒は，各自，それぞれの
方法で行っているのが現状である．しかし，手術野を清潔に
するという観点から，手術前に必ず，口腔内の専門的機械歯
面清掃（PMTC）は実施されている．そこで，口腔清掃前
に，インプラント手術野の口腔細菌にどの様な種類が存在す
るかを調査し，またPMTCにより，変化するかどうかを調
査したので報告する．
Ⅱ材料および方法：　対象者はインプラント手術を実施した
100名であり，PMTC前後にインプラント手術野の粘膜の一
般細菌同定検査を実施した．検体を手術野の粘膜から栄研株
式会社製シードスワブγ2 号‘栄研’の綿棒で軽く擦過し，細
菌培養同定検査は外注した．その結果から一般細菌同定と培
地発育状態が判明した．培地発育状態の量的表記は（-）：未
発育，1 +：塗り始めから1/3未満，2 +：1/3以上から2/3，
3 +：2/3以上であった．なお，本研究は，（公社）日本歯科
先端技術研究所倫理委員会の承認（2013年001番）を得てお
り，細菌検査は予め患者から同意と承認を得て行った．
Ⅲ結果：　1）PMTC前の口腔細菌．細菌の種類は１種類
（22例），2 種類（60例），3 種類（16例），4 種類（2例）で
あった．細菌はグラム陽性球菌であるα型連鎖球菌が一番多
く，100例中98例で同定され，1+が73例，2 +が23例，3 +が
2例であった．ほかにγ型連鎖球菌（11例），酵母用真菌（9
例），ナイセリア（43例），アシネトバクター（6例），エン
テロバクター（5例）等が同定された．2）PMTC後の口腔
細菌．細菌の種類は１種類（36例），2 種類（45例），3 種類
（14例），4 種類（1例）で，培養（-）が 4 例あった．α型
連鎖球菌は91例でみられ，そのうち，1+が83例，2 +が 7
例，3 +が 1 例であった．ほかに，γ型連鎖球菌（17例），ナ
イセリア（35例），ヘモフィルス（5例）等が同定された． 
Ⅳ考察および結論：　インプラント手術野の口腔細菌とし
て，おもに口腔内の常在菌であるα型連鎖球菌とナイセリア
菌が多くみうけられたが，培地発育状態の量的表記から
PMTC後の細菌量は減少していると考えられる．しかし，
インプラント手術が行われる粘膜は可能なかぎり，滅菌状態
であることが望ましく，十分なPMTC後，必ず消毒すべき
である．

○馬場 美咲1，淵上 慧1，岡村 有紀子1，鈴木 恵子2，
宗像 源博1

神奈川歯科大学付属病院口腔インプラントセンター1，
関東・甲信越支部2

A study on the operation of the metal probe and plastic 
probe
○ BABA M1, FUCHIGAMI K1, OKAMURA Y1, 
SUZUKI K2, MUNAKATA M1

Oral Implant Center, Kanagawa Dental University 
Hospital1, Kanto-Koshinetsu Branch2

O-1-3-16
金属製プローブとプラスチック製プローブの
操作性に関する検討

Ⅰ目的：　インプラント治療のメインテナンス期におけるイ
ンプラント周囲組織の状態の診査項目の１つとしてプロービ
ング検査が推奨されている．インプラント周囲組織に対する
プローブ検査の意義として，インプラント周囲組織に使用す
るプローブに関しては，補綴装置形態の多様性を考慮した形
状と柔軟性を有する必要があると考える．今回我々は，金属
製プローブとプラスチック製プローブの操作性について比較
検討したのでここに報告する．
Ⅱ材料および方法：　金属製プローブとしてステンレスプ
ローブ　カラーコードプローブ　CP8（ヒューフレディ社），
プラスチック製プローブとしてカラーコードプローブカラー
ビュー（ヒューフレディ社）を使用した．前歯部および小臼
歯部，大臼歯部に直径４.0 mmのバットジョイントタイプの
ブローネマルクインプラントダミー（ノーベルバイオケア社
製）およびプラットフォームシフティングタイプのストロー
マンボーンレベルインプラントダミーを植立し，スクリュー
固定の暫間上部補綴装置のインプラントーアバットメント接
合部に人工歯石（ニッシン社製）を設置した模型を製作し，
経験年数10年以上の歯科医師 5 名と歯科衛生士 5 名（計10
名）でプローブの操作性について評価をおこなった．
Ⅲ結果：　各種プローブの操作性に関して，前歯部，大臼歯
部では触知能力に差を認めたが，操作性に関しては差を認め
なかった．小臼歯部では各プローブに操作性および探知能力
の差を認めなかった．
Ⅳ考察および結論：　The 6th Europan Workshop on 
Periodontlogyにおいて，インプラント周囲組織に対して使
用するプローブとして金属製プローブ，プラスチックプロー
ブが推奨されている．本研究結果より金属製プローブは柔軟
性の不足からカントゥアの強い大臼歯部の上部構造やプラッ
トフォームシフティングタイプの接合様式のインプラントで
は操作性および探知能力ともに低く適切な方向へのプロービ
ングができないこと，プラスチックプローブでは適切な方向
へプロ―ビングが可能な反面，その柔軟性の高さからセメン
トや歯石等の硬固物の探知能力が低いことがわかった．した
がってインプラントのメインテナンスをおこなう際には，ス
ケーラーと同様にインプラントの接合様式や部位，固定様式
によってプローブを使いわける必要があると考える．

○立花 しのぶ1, 2，柴田 直子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 case of improved occlusal stability by using implant 
treatment under long-term follow-up against severe 
periodontal disease
○TACHIBANA S1, 2, SHIBATA N1, 2, ITOH T1, 2 
Itoh Dento-Maxillofacial Hospital1, Kyushu Implant 
Research Group2

O-1-3-13
重度歯周病症例の長期経過観察中に
咬合安定のためインプラント治療を応用して
有効であった一例

Ⅰ目的：　インプラント治療の長期安定には，歯周病学的管
理が必須であることは周知されているが，定期的にかつ長期
に観察を続ける事は様々な理由で難しい．今回，広汎型重度
慢性歯周炎の患者のサポーティブペリオドンタルセラピー
（以後 SPT）19年目にインプラント治療を応用して咬合安定
をはかり，27年後の現在も良好な口腔内を維持している症例
を報告する．
Ⅱ症例の概要：　患者は初診時（1989年）50歳で，現在は76
歳の女性．前医で全顎的に動揺歯を抜歯と言われたため，で
きるだけ保存したい希望があり歯周病治療目的で来院．
PCR100％，BOP94％，4 mm以上のポケットは77％で，不良
補綴物がいたるところに装着されていた．全顎的に縁下歯石
を認め，歯肉の発赤，腫脹が著明であった．全身状態は良好
で，喫煙歴はない．歯周基本治療から再評価後に保存不可能
歯の抜歯，歯周外科治療，歯内療法，MTMをおこない, 一
旦，プロビジョナルレストレーションで経過観察を行った．
その後1990年に最終補綴物を装着し，プラークチェック，ポ
ケット管理，咬合管理を行うSPTへ移行した．初診から19年
目の2007年，左上延長ブリッジに動揺を認めたため，小臼歯
の咬合負担の軽減をはかる目的で上顎洞底挙上術を含むイン
プラントを提案した．しかし，骨移植の同意が得られなく
て，インプラント（ストローマン社製・φ4.1 mm×14 mm）
を傾斜埋入した．同年6月に傾斜埋入のため天然歯と連結さ
せて最終補綴物を装着し，SPTへ移行した．その後，当初か
ら苦慮して保存していた右下 6 番が歯根破折のため抜歯とな
り，2012年にインプラント埋入を行い上部構造装着後，現在
に至る．
Ⅲ考察および結論：　延長ブリッジによる咬合支持からイン
プラントによる後方の咬合保持を得ることで咬合が安定し，
歯周病進行のリスクファクターの一つとなる動揺を抑制する
ことができた．抜歯を最小限に抑え補綴が義歯に至らなかっ
たことで，患者のモチベーションは維持され，良好な咬合回
復がなされたことによりQOLは50歳当初よりも向上したと
考えられる．このことが長期のインプラントを含む歯周病管
理を実現させており，今後もインプラントの長期安定が期待
できると考えている．

○石田 房子1，丸濵 功太郎2，山崎 聖也3，滝川 雅之1

中国・四国支部1，岡山大学大学院医歯薬学総合研究科口腔
機能解剖学2，近畿・北陸支部3

A case report of implant treatment for the loss of maxillary 
left lateral incisor with a young patient From the analysis 
with 7 years of post treatment maintenance
○ISHIDA F1, MARUHAMA K2, YAMAZAKI S3, 
TAKIGAWA M1

Chugoku-Shikoku Branch1, Department of oral function and 
anatomy, okayama university graduate school of medicine,
dentistry,2, Kinki-Hokuriku Branch3

O-1-3-14 
若年患者の上顎左側側切歯欠損に
インプラント治療を行った１症例
―7年間のメインテナンスの経過から―

Ⅰ目的：　若年者の中間欠損に対して，隣在歯の侵襲を必要
としないインプラント治療は有効な治療法の一つである．ま
た，超高齢社会の到来に伴い，その治療部位を審美的，機能
的に良好な状態として長期間維持することが不可欠である．
今回，若年女性患者の上顎左側側切歯欠損にインプラント治
療を行い，7 年間良好な状態を維持できている症例を報告す
る．
Ⅱ症例の概要：　患者は35歳女性，上顎左側前歯部の動揺，
腫脹，咀嚼困難を主訴に2007年 2 月に来院した．全身的に特
記事項はなく，プラークコントロールと歯肉の状態は良好で
あった．22のプロービングポケットデプス（PPD）は 6 mm
であり，歯根破折のため抜歯適応となった．同部中間欠損に
対して，患者は固定性かつ隣在歯を削合しない治療方法を強
く希望したことから，インプラント治療を行うこととした．
2007年 3 月，同部にNobel Biocare社製インプラント体（Mk
ⅢTiU，直径3.3 mm，長さ11.5 mm）を抜歯即時埋入し，7 か
月後の同年10月，二次手術を行った．その後，プロビジョナ
ルレストレーションを装着し，2008年1月，セメント固定式
上部構造を装着した．装着後 3 か月毎のメインテナンスを実
施し，現在約 6 か月毎のメインテナンスを継続している．
Ⅲ考察および結論：　若年患者の上顎左側側切歯欠損に対し
てインプラント治療を行い，上部構造装着後 7 年間良好な状
態を維持することができた．本症例だけでなく，若年者の中
間欠損に対してインプラント治療は有効な治療方法の一つで
ある，またインプラント周囲組織を注意深く観察する定期的
なメインテナンスが重要であることを改めて認識した．今
回，歯科衛生士として患者を初診時から担当し，患者の希望
に寄り添い一連の治療内容を共有し良き相談相手となること
で構築された信頼関係が，患者のメインテナンスに対するモ
チベーション維持に繋がっていると考えられる．
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○森川 紗里1，竹本 留美子1，藤田 恵美1，富久 藍子1，
阪本 貴司1, 2

近畿・北陸支部1，大阪口腔インプラント研究会2

Treatment for peri-implantitis in maintenance period
○MORIKAWA S1, TAKEMOTO R1, FUJITA E1, 
TOMIHISA A1, SAKAMOTO T1, 2

Kinki-Hokuriku Branch1, Osaka Academy of Oral 
Implantology2

O-1-3-17
メインテナンス時におけるインプラント周囲炎への
対応について

Ⅰ目的：　インプラント治療を行った後, 長期に渡って良好
な経過を維持するためにはメインテナンス治療が重要であ
る. 定期的にモニタリングすることでインプラント周囲炎な
どの早期発見が可能となり適切な治療へ移行できる. 進行し
たインプラント周囲炎では表面のデブライドメントなどの外
科処置が必要になることが多いが, 患者の身になればできる
限り外科処置は避けたいと考えるのは当然である. そのため
にもメインテナンス時の検査から周囲粘膜炎を早期に発見す
ることが大切である. 今回, メインテナンス時の各種検査から
インプラント周囲炎の判断材料について検討したので発表す
る.
Ⅱ対象および方法：　メインテナンス時にインプラント周囲
の炎症所見が見つかった 2 症例を提示する. 両症例とも患者
の自覚症状はなかったが, PPDやBOPなどの検査で歯肉出血
が見られ, 担当歯科医師によってインプラント周囲炎の疑い
と診断された.
Ⅲ結果：　両症例ともスクリュー固定の上部構造を除去し, 
再度検査を行った結果, 第 1 症例は 著明な骨吸収がありイン
プラント周囲炎と診断され, 表面のデブライドメント処置が
施行された. 外科処置後の歯肉の治癒を確認した後に, 再度
上部構造が戻された.　第 2 症例は骨吸収はなく粘膜周囲炎
と診断され, 清掃指導と局所の洗浄によって外科処置に至ら
ずに改善した.
Ⅳ考察および結論：　インプラント周囲炎と診断された場合
には, 外科処置に至ることが多い. メインテナンス時に歯科衛
生士がインプラント周囲炎と判断する材料の１つとしてデン
タルＸ線検査がある. もちろん最終的な診断を行うのは歯科
医師であるが, 歯科衛生士もインプラント周囲の骨の状態を
把握出来るようにしておきたい. インプラント周囲炎と診断
され外科手術に至った症例のX線像を改めて読影してみる
と, 骨吸収を疑う透過像が確認された. メインテナンスにおい
てPPDやBOP検査のほか, 以前のデンタルX線写真画像と比
較し, インプラント周囲骨の状態を注意深く観察することに
よって, インプラント周囲の骨吸収を予測し, インプラント
周囲炎を早期発見することが可能となる. ただし, 頬舌側の
骨吸収はインプラント体と重なって映るため, 偏心投影やCT
による三次元的な観察も必要となる. インプラント専門医や
歯科放射線医らと協力をして, 骨吸収を発見し, 早期にイン
プラント周囲炎の治療が開始されるようにメインテンスを行
うことが重要と考えられた.

○工藤 彩加，河村 達也
近畿・北陸支部

A case report for improving peri-implantitis by securing 
keratinized mucosa for peri-implant mucosa.
○KUDO A, KAWAMURA T
Kinki-Hokuriku Branch

O-1-3-18
インプラント周囲粘膜に角化粘膜の獲得を図り
インプラント周囲炎の改善を得られた１症例

Ⅰ目的：　インプラントの長期的安定を図るためには，定期
的なプロフェッショナルケアに加えてセルフケアにおけるプ
ラークコントロール（以下，PC）は極めて重要である．今
回我々は，インプラント周囲炎を再発した患者へのインプラ
ント周囲の角化粘膜の欠如に着目し，清掃性の向上を目的に
角化粘膜の獲得を行った結果，症状の改善と継続的な維持管
理が確立された症例について報告する．
Ⅱ症例の概要：　患者は45歳女性．1998年11月，上下顎の部
分欠損並びに上下顎Ｂｒの動揺等による咀嚼障害を主訴に来
院．既往歴，全身疾患に特記事項はなく，インプラントによ
る欠損補綴治療を含む全顎的治療を希望した． 2001年10月，
補綴治療を終えメンテナンスに移行した後，5 年ほど受診が
途絶え，再来院時に下顎右側 R 3 部のインプラントにインプ
ラント周囲炎の発症を認めた．担当医により2008年 2 月，β
-TCPパウダーによるエアアブレーションを実施．炎症症状
は消退し，患者にPCの重要性を再度説明しメンテナンスに
移行した．メンテナンス時には維持療法，機械的クリーニン
グによるPCを定期的に行ったが，インプラント周囲溝内へ
のプラーク沈着を度々認めたため，アバットメント連結部の
PCを集中的に行った．2012年 1 月，同部インプラント周囲
粘膜に発赤，腫脹，BOP，排膿，X線診査での骨欠損が認め
られインプラント周囲炎の再発と診断された．担当医と相談
し患部インプラント周囲粘膜に角化粘膜が認められずPCが
困難である事が再発原因と考え，2012年 5 月，前回同様の外
科的治療に加え，A. P. Fと真皮欠損用グラフト材の移植を併
用して角化粘膜の獲得を図った．
Ⅲ経過：　術後インプラント周囲に角化粘膜の獲得が認めら
れ2015年 5 月（ 3 年経過）現在，PCは良好．インプラント
周囲粘膜に発赤，腫脹，BOP，排膿等の炎症所見は認めら
れず，X線診査でもクレーター状の骨欠損は観察されなかっ
たことから，経過良好と判断した．
Ⅳ考察および結論：　可動粘膜によってPCが困難な場合や
炎症を繰り返す場合，インプラント周囲に角化粘膜を獲得す
ることはインプラント体の長期的安定に重要であることが示
唆された．メンテナンスの主体となる歯科衛生士が，インプ
ラント維持療法に加えインプラント周囲粘膜の状態を正確に
把握することは，インプラント治療の長期的安定に大きな役
割を果たすと考えられる．

歯科衛生士セッション3（第3会場）発表7分－質疑3分
2015年9月22日（火・祝） 16：00～16：40

○牧島 真美，新田 恵，瀬尾 彩乃，西東 聖子，竹田 智郎
北海道形成歯科研究会

Approach of the non-smoking instruction in the implant 
treatment
○MAKISHIMA M, NITTA M, SEO A, SAITO S, 
TAKEDA T
Institute of Hokkaido Plastic Dentistry

O-1-3-19
インプラント治療における禁煙指導の取り組み

Ⅰ目的：　喫煙は，歯周病や口腔癌をはじめ種々の口腔内疾
患においてリスクファクターであると報告されている．イン
プラント治療においても例外ではなく，歯周組織の治癒や健
康維持を阻害することにより，オッセオインテグレーション
の獲得と維持に影響を与えるため，積極的に対応しなければ
ならない．そのため，喫煙者に禁煙を誘導し行動変容させる
ことが重要と考える．今回，当院で実施している禁煙指導の
取り組み方法を報告する．
Ⅱ方法の概要：　インプラント治療を希望する患者の中に
は，喫煙が治療のリスクの一つであると知らないことが多い
ため，初診時より禁煙指導を始める必要がある．当院では，
初診や定期検診の問診に喫煙に関する問診票を加え，患者の
喫煙状況や過去の禁煙経験の有無，禁煙に対しての関心度を
記入していただき聞き取りを行った．その上で，無関心期・
関心期・準備期・実行期・維持期という禁煙ステージにより
患者を分類し，ステージに応じた指導を行う取り組みを始め
た．①無関心期の患者には禁煙への動機づけ．②関心期・準
備期の患者には実際に禁煙に踏み切れるよう禁煙外来の紹介
などの具体案の提示．③実行期・維持期の患者には禁煙を維
持できるよう声掛け・傾聴などの精神的サポートを行った．
Ⅲ考察および結論：　初診や定期検診の問診に喫煙に関する
問診票を導入したことで，患者の喫煙状況や禁煙についての
関心度などを早い段階で把握することができ，ステージ別の
アプローチが可能となり，禁煙への行動変容のサポートがで
きた．歯科衛生士は初期治療からメインテナンスまで患者と
深い関わりを持ち，口腔衛生指導を通じて禁煙への動機づけ
を繰返し行うことができるため，禁煙サポートの重要な役割
を担う．歯科医院での禁煙指導の積極的な取り組みととも
に，禁煙外来クリニックとの連携を強めていくが事が重要で
あると考える．

○佐藤 元美，栗城 いづみ，山本 真理，星 朋美，君 賢司
東北・北海道支部

Attitude survey for self-care and the maintenance of the 
implant patient
○SATO M, KURIKI I, YAMAMOTO M, HOSI T, KIMI K
Tohoku-Hokkaido Branch

O-1-3-20
インプラント患者のセルフケアとメインテナンスに
対する意識調査

Ⅰ目的：　インプラント治療の術後経過はメインテナンスや
セルフケアによって左右されることが多い. 今回, インプラン
ト治療を行った患者を対象にアンケートで意識調査を行い, 
メインテナンスやセルフケアの指導について考察したので報
告する.
Ⅱ対象および方法：　2010年 4 月から2015年 3 月の 5 年間に
当院でインプラント治療を行った患者を対象とし, 一次手術
が終了した患者, 二次手術が終了した患者, 上部構造装着後
の患者と, 治療過程ごとに分けて集計した. 調査方法は, 無記
名・患者記載様式のアンケートを配布し集計した. アンケー
トの内容は, 1 性別, 2 年齢, 3 インプラント周囲炎の知識,  
4 セルフケアについて（セルフケアの重要性, フッ素がチタ
ンに与える影響についての知識）, 5 メインテナンスについて
（メインテナンスの重要性, メインテナンスに望むこと）と
した.
Ⅲ結果：　対象患者数106名に対して, アンケート回収率は
85.8%（91名）, 有効回答率は96.7%（88名）, 男女比はおおよそ
1：2 で, 平均年齢は55.3歳であった. インプラント周囲炎の知
識について, 上部構造装着後の患者では［知っている］と答
えた患者がおよそ70%であったのに対し, 二次手術が終了し
た患者では46%, 一次手術が終了した患者では21%と低い値
であった. セルフケアの重要性について, 治療の過程に関係な
くほとんどの患者が［重要だと思う］と答えた. フッ素がチ
タンに与える影響について, どの治療過程においても［知っ
ている］と答える患者は20%以下という結果となった. メイ
ンテナンスの重要性について, 治療の過程に関係なくほとん
どの患者が［重要だと思う］と答えた. メインテナンスに望
むことは［汚れをとること］という回答が最も多く, 次いで
［検査をすること］,［費用が安いこと］という結果であった.
Ⅳ考察および結論：　インプラント周囲炎の知識について, 
治療の過程が進むにつれて［知っている］と答える患者が増
える傾向がみられ, 一次手術を行う前に手術の説明だけでは
なく, インプラント周囲炎についての説明や指導が必要である
と思われた. また, メインテナンスに望むこととして［汚れを
とること］,［検査をすること］につづき［費用が安いこと］
があげられており, メインテナンスに対するモチベーションの
持続についても費用が関わってくるものと考えられるため, 
今後メインテナンスを受けやすい料金体系づくりも重要と考
えられた.
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○森川 紗里1，竹本 留美子1，藤田 恵美1，富久 藍子1，
阪本 貴司1, 2

近畿・北陸支部1，大阪口腔インプラント研究会2

Treatment for peri-implantitis in maintenance period
○MORIKAWA S1, TAKEMOTO R1, FUJITA E1, 
TOMIHISA A1, SAKAMOTO T1, 2

Kinki-Hokuriku Branch1, Osaka Academy of Oral 
Implantology2

O-1-3-17
メインテナンス時におけるインプラント周囲炎への
対応について

Ⅰ目的：　インプラント治療を行った後, 長期に渡って良好
な経過を維持するためにはメインテナンス治療が重要であ
る. 定期的にモニタリングすることでインプラント周囲炎な
どの早期発見が可能となり適切な治療へ移行できる. 進行し
たインプラント周囲炎では表面のデブライドメントなどの外
科処置が必要になることが多いが, 患者の身になればできる
限り外科処置は避けたいと考えるのは当然である. そのため
にもメインテナンス時の検査から周囲粘膜炎を早期に発見す
ることが大切である. 今回, メインテナンス時の各種検査から
インプラント周囲炎の判断材料について検討したので発表す
る.
Ⅱ対象および方法：　メインテナンス時にインプラント周囲
の炎症所見が見つかった 2 症例を提示する. 両症例とも患者
の自覚症状はなかったが, PPDやBOPなどの検査で歯肉出血
が見られ, 担当歯科医師によってインプラント周囲炎の疑い
と診断された.
Ⅲ結果：　両症例ともスクリュー固定の上部構造を除去し, 
再度検査を行った結果, 第 1 症例は 著明な骨吸収がありイン
プラント周囲炎と診断され, 表面のデブライドメント処置が
施行された. 外科処置後の歯肉の治癒を確認した後に, 再度
上部構造が戻された.　第 2 症例は骨吸収はなく粘膜周囲炎
と診断され, 清掃指導と局所の洗浄によって外科処置に至ら
ずに改善した.
Ⅳ考察および結論：　インプラント周囲炎と診断された場合
には, 外科処置に至ることが多い. メインテナンス時に歯科衛
生士がインプラント周囲炎と判断する材料の１つとしてデン
タルＸ線検査がある. もちろん最終的な診断を行うのは歯科
医師であるが, 歯科衛生士もインプラント周囲の骨の状態を
把握出来るようにしておきたい. インプラント周囲炎と診断
され外科手術に至った症例のX線像を改めて読影してみる
と, 骨吸収を疑う透過像が確認された. メインテナンスにおい
てPPDやBOP検査のほか, 以前のデンタルX線写真画像と比
較し, インプラント周囲骨の状態を注意深く観察することに
よって, インプラント周囲の骨吸収を予測し, インプラント
周囲炎を早期発見することが可能となる. ただし, 頬舌側の
骨吸収はインプラント体と重なって映るため, 偏心投影やCT
による三次元的な観察も必要となる. インプラント専門医や
歯科放射線医らと協力をして, 骨吸収を発見し, 早期にイン
プラント周囲炎の治療が開始されるようにメインテンスを行
うことが重要と考えられた.

○工藤 彩加，河村 達也
近畿・北陸支部

A case report for improving peri-implantitis by securing 
keratinized mucosa for peri-implant mucosa.
○KUDO A, KAWAMURA T
Kinki-Hokuriku Branch

O-1-3-18
インプラント周囲粘膜に角化粘膜の獲得を図り
インプラント周囲炎の改善を得られた１症例

Ⅰ目的：　インプラントの長期的安定を図るためには，定期
的なプロフェッショナルケアに加えてセルフケアにおけるプ
ラークコントロール（以下，PC）は極めて重要である．今
回我々は，インプラント周囲炎を再発した患者へのインプラ
ント周囲の角化粘膜の欠如に着目し，清掃性の向上を目的に
角化粘膜の獲得を行った結果，症状の改善と継続的な維持管
理が確立された症例について報告する．
Ⅱ症例の概要：　患者は45歳女性．1998年11月，上下顎の部
分欠損並びに上下顎Ｂｒの動揺等による咀嚼障害を主訴に来
院．既往歴，全身疾患に特記事項はなく，インプラントによ
る欠損補綴治療を含む全顎的治療を希望した． 2001年10月，
補綴治療を終えメンテナンスに移行した後，5 年ほど受診が
途絶え，再来院時に下顎右側 R 3 部のインプラントにインプ
ラント周囲炎の発症を認めた．担当医により2008年 2 月，β
-TCPパウダーによるエアアブレーションを実施．炎症症状
は消退し，患者にPCの重要性を再度説明しメンテナンスに
移行した．メンテナンス時には維持療法，機械的クリーニン
グによるPCを定期的に行ったが，インプラント周囲溝内へ
のプラーク沈着を度々認めたため，アバットメント連結部の
PCを集中的に行った．2012年 1 月，同部インプラント周囲
粘膜に発赤，腫脹，BOP，排膿，X線診査での骨欠損が認め
られインプラント周囲炎の再発と診断された．担当医と相談
し患部インプラント周囲粘膜に角化粘膜が認められずPCが
困難である事が再発原因と考え，2012年 5 月，前回同様の外
科的治療に加え，A. P. Fと真皮欠損用グラフト材の移植を併
用して角化粘膜の獲得を図った．
Ⅲ経過：　術後インプラント周囲に角化粘膜の獲得が認めら
れ2015年 5 月（ 3 年経過）現在，PCは良好．インプラント
周囲粘膜に発赤，腫脹，BOP，排膿等の炎症所見は認めら
れず，X線診査でもクレーター状の骨欠損は観察されなかっ
たことから，経過良好と判断した．
Ⅳ考察および結論：　可動粘膜によってPCが困難な場合や
炎症を繰り返す場合，インプラント周囲に角化粘膜を獲得す
ることはインプラント体の長期的安定に重要であることが示
唆された．メンテナンスの主体となる歯科衛生士が，インプ
ラント維持療法に加えインプラント周囲粘膜の状態を正確に
把握することは，インプラント治療の長期的安定に大きな役
割を果たすと考えられる．

歯科衛生士セッション3（第3会場）発表7分－質疑3分
2015年9月22日（火・祝） 16：00～16：40

○牧島 真美，新田 恵，瀬尾 彩乃，西東 聖子，竹田 智郎
北海道形成歯科研究会

Approach of the non-smoking instruction in the implant 
treatment
○MAKISHIMA M, NITTA M, SEO A, SAITO S, 
TAKEDA T
Institute of Hokkaido Plastic Dentistry

O-1-3-19
インプラント治療における禁煙指導の取り組み

Ⅰ目的：　喫煙は，歯周病や口腔癌をはじめ種々の口腔内疾
患においてリスクファクターであると報告されている．イン
プラント治療においても例外ではなく，歯周組織の治癒や健
康維持を阻害することにより，オッセオインテグレーション
の獲得と維持に影響を与えるため，積極的に対応しなければ
ならない．そのため，喫煙者に禁煙を誘導し行動変容させる
ことが重要と考える．今回，当院で実施している禁煙指導の
取り組み方法を報告する．
Ⅱ方法の概要：　インプラント治療を希望する患者の中に
は，喫煙が治療のリスクの一つであると知らないことが多い
ため，初診時より禁煙指導を始める必要がある．当院では，
初診や定期検診の問診に喫煙に関する問診票を加え，患者の
喫煙状況や過去の禁煙経験の有無，禁煙に対しての関心度を
記入していただき聞き取りを行った．その上で，無関心期・
関心期・準備期・実行期・維持期という禁煙ステージにより
患者を分類し，ステージに応じた指導を行う取り組みを始め
た．①無関心期の患者には禁煙への動機づけ．②関心期・準
備期の患者には実際に禁煙に踏み切れるよう禁煙外来の紹介
などの具体案の提示．③実行期・維持期の患者には禁煙を維
持できるよう声掛け・傾聴などの精神的サポートを行った．
Ⅲ考察および結論：　初診や定期検診の問診に喫煙に関する
問診票を導入したことで，患者の喫煙状況や禁煙についての
関心度などを早い段階で把握することができ，ステージ別の
アプローチが可能となり，禁煙への行動変容のサポートがで
きた．歯科衛生士は初期治療からメインテナンスまで患者と
深い関わりを持ち，口腔衛生指導を通じて禁煙への動機づけ
を繰返し行うことができるため，禁煙サポートの重要な役割
を担う．歯科医院での禁煙指導の積極的な取り組みととも
に，禁煙外来クリニックとの連携を強めていくが事が重要で
あると考える．

○佐藤 元美，栗城 いづみ，山本 真理，星 朋美，君 賢司
東北・北海道支部

Attitude survey for self-care and the maintenance of the 
implant patient
○SATO M, KURIKI I, YAMAMOTO M, HOSI T, KIMI K
Tohoku-Hokkaido Branch

O-1-3-20
インプラント患者のセルフケアとメインテナンスに
対する意識調査

Ⅰ目的：　インプラント治療の術後経過はメインテナンスや
セルフケアによって左右されることが多い. 今回, インプラン
ト治療を行った患者を対象にアンケートで意識調査を行い, 
メインテナンスやセルフケアの指導について考察したので報
告する.
Ⅱ対象および方法：　2010年 4 月から2015年 3 月の 5 年間に
当院でインプラント治療を行った患者を対象とし, 一次手術
が終了した患者, 二次手術が終了した患者, 上部構造装着後
の患者と, 治療過程ごとに分けて集計した. 調査方法は, 無記
名・患者記載様式のアンケートを配布し集計した. アンケー
トの内容は, 1 性別, 2 年齢, 3 インプラント周囲炎の知識,  
4 セルフケアについて（セルフケアの重要性, フッ素がチタ
ンに与える影響についての知識）, 5 メインテナンスについて
（メインテナンスの重要性, メインテナンスに望むこと）と
した.
Ⅲ結果：　対象患者数106名に対して, アンケート回収率は
85.8%（91名）, 有効回答率は96.7%（88名）, 男女比はおおよそ
1：2 で, 平均年齢は55.3歳であった. インプラント周囲炎の知
識について, 上部構造装着後の患者では［知っている］と答
えた患者がおよそ70%であったのに対し, 二次手術が終了し
た患者では46%, 一次手術が終了した患者では21%と低い値
であった. セルフケアの重要性について, 治療の過程に関係な
くほとんどの患者が［重要だと思う］と答えた. フッ素がチ
タンに与える影響について, どの治療過程においても［知っ
ている］と答える患者は20%以下という結果となった. メイ
ンテナンスの重要性について, 治療の過程に関係なくほとん
どの患者が［重要だと思う］と答えた. メインテナンスに望
むことは［汚れをとること］という回答が最も多く, 次いで
［検査をすること］,［費用が安いこと］という結果であった.
Ⅳ考察および結論：　インプラント周囲炎の知識について, 
治療の過程が進むにつれて［知っている］と答える患者が増
える傾向がみられ, 一次手術を行う前に手術の説明だけでは
なく, インプラント周囲炎についての説明や指導が必要である
と思われた. また, メインテナンスに望むこととして［汚れを
とること］,［検査をすること］につづき［費用が安いこと］
があげられており, メインテナンスに対するモチベーションの
持続についても費用が関わってくるものと考えられるため, 
今後メインテナンスを受けやすい料金体系づくりも重要と考
えられた.
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歯科衛生士セッション4（第3会場）発表7分－質疑3分
2015年9月22日（火・祝） 16：40～17：10

○梶谷 明子1，三浦 留美1，佐々木 朗1, 2

岡山大学病院　医療技術部　歯科衛生士室1，岡山大学大学
院医歯薬学総合研究科　口腔顎顔面外科学分野2

Questionnaire survey for outpatient with chemotherapy in 
cancer center
○KAJITANI A1, MIURA R1, SASAKI A1, 2

Okayama University Hospital Medical Technology 
Department dental hygienist room1, Okayama University 
Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical 
Sciences2

O-1-3-23
腫瘍センターにおける初回外来化学療法患者の
アンケート調査から

Ⅰ目的：　超高齢社会を迎えた本邦で，がん治療を受ける患
者やがんで亡くなる患者が増加傾向にある．がん治療は，外
科的手術のほか，抗がん剤療法や放射線照射療法などが行わ
れ，当院腫瘍センターにおいても，2009年より外来通院によ
る化学療法が行われている．本発表は，口腔インプラント治
療を受けた患者が，がんに罹患し治療を余儀なくされたとし
ても，口腔衛生状態を良好な状態に維持する為に，歯科医療
や歯科衛生士がどのように介入または支援について考察す
る．
Ⅱ対象および方法：　2014年12月～2015年 4月に岡山大学病
院腫瘍センターを初診で受診した患者に，初回アンケート調
査を行い，インプラント機能回復治療を受けたことのある患
者の数や治療後の定期検診受診状況を抽出した．それらを踏
まえ，今後の課題・解決策について検討した．
Ⅲ結果：　今回のアンケート調査の結果より，初めて外来化
学療法を受ける患者のうち，インプラントを埋入している患
者4％，そのうちかかりつけ歯科医院がある患者は100％，定
期的に歯科受診をしている患者は57％ということがわかっ
た．今後，より歯科医療や歯科衛生士が介入していくには，
院内におけるシステムの構築が重要であると言える．
Ⅳ考察および結論：　化学療法中に発症する口内炎の症状と
して，口腔粘膜の潰瘍化による摂食嚥下障害，疼痛，さらに
重症化するケースでは抗がん剤治療自体が継続できなくなり
休薬または中断する場合もある．このような際，口腔衛生状
態を把握・管理する事は患者のQOLに大きな影響をおよぼ
すと考えられ，口腔インプラントによる機能回復を行った患
者においては，複雑な構造や清掃性の観点から，より慎重な
対応が求められる．口腔インプラント治療は，患者の失われ
た口腔機能や咀嚼嚥下機能を回復し，経口摂取できる喜びを
もたらした．また会話や審美面などの患者のQOLの向上に
もつながっている．その一方で，全身疾患や高齢化に伴い口
腔機能が低下し，口腔管理の必要性が増大するため，医療側
の責任が問われるようになる．今後，院内での医科歯科連
携，また地域歯科医院との緊密な連携が重要になる．と同時
に体調管理が難しいがん患者に対して情報提供・患者教育は
もちろんのことがん治療中の患者がインプラント埋入をおこ
なっている場合の口腔衛生管理や感染管理を得意とする専門
歯科衛生しを教育する必要性があると考える．（岡山大学倫
理委員会承認番号2074）

○横瀬 麻衣子1，武田 吉裕2，西川 紘甲2，新井 是宣2，
馬場 俊輔2

大阪歯科大学附属病院歯科衛生士部1，大阪歯科大学口腔イ
ンプラント学講座2

Description epidemiology report of removed implant in our 
clinic
○YOKOSE M1, TAKEDA Y2, NISHIKAWA H2, 
ARAI K2, BABA S2

Section of Dental Hygiene, Osaka Dental University1, 
Department of Oral Implantology, Osaka Dental University2

O-1-3-24
当院におけるインプラント除去症例の
記述疫学的調査

Ⅰ目的：　近年，インプラント治療は，欠損補綴の治療法と
して普及し，良好な臨床成績をあげている. しかし，埋入後
に除去にいたるケースは少なからず存在する．そこで今回，
当院におけるインプラント除去症例を集積し，若干の知見を
得たので報告する．
Ⅱ材料および方法：　レセプトデータから，2008年 4 月から
2013年 8 月における大阪歯科大学附属病院口腔外科および口
腔インプラント科外来にて，インプラント除去を受けた患者
176名を調査した．対象者のうちパノラマエックス線画像を
当院で撮影していない18名は対象から除外し，本研究対象は
158名206本とした．調査項目は，①性別②主なインプラント
除去の原因（「インプラント周囲炎」，「インプラント体の破
折」，「アバットメントスクリューの破折」，「違和感」，「その
他」の 5 群に分類）③インプラント体の種類（「歯根タイ
プ」，「ブレードタイプ」の 2 群に分類）④歯冠インプラント
比（a）（「a＞1」，「1≧a」，「上部構造なし」の 3 群に分類）
⑤除去部位（「上顎」，「下顎」の 2 群に分類）⑥欠損部位
（「ケネディーの分類Ⅰ～Ⅳ」「無歯顎」）の 5 群に分類）
とした．本研究は大阪歯科大学医の倫理委員会の承認（大阪
医倫110782号）を得て実施した．
Ⅲ結果：　①男性70名女性88名であった．②インプラント周
囲炎は181本（87.8％），インプラント体破折は16本（7.8％），
アバットメントスクリュー破折は 3 本（1.5％），違和感は 3
本（1.5％），その他は 3 本（1.5％）であった．③歯根タイプ
は174本（84.4％），ブレードタイプは32本（15.6％）であっ
た．④「a＞1」は27本（13.1％），「1≧a」は132本（64.1％），
パノラマ線画像上に上部構造が装着されていないものは47本
（22.8％）であった．⑤上顎は84本（41％），下顎は122本
（59％）であった．⑥ケネディーclassⅠは63名（30.6％），
classⅡは63名（30.6％），classⅢは17名（8.3％），classⅣは 4
名（1.9％），無歯顎は11名（5.3％）であった．
Ⅳ考察および結論：　本研究においては，除去原因としてイ
ンプラント周囲炎が多かった．しかし，対象の母集団が把握
できないことから交絡因子の調整を行えなかったこと，およ
び，当院のみのデータなので一般化可能性についての言及を
行えないことは，本研究の限界であると考える．今後，より
質の高い観察研究を遂行するためにもデータベースを構築し
て，ビックデータを解析する必要があると考える．

○渡邉 美和子1，鎌田 政宣1, 2，前川 雄紀1，
渥美 美穂子1, 2

関東・甲信越支部1，神奈川歯科大学2

A survey of what young dental hygienists think about their 
job
○WATANABE M1, KAMATA M1, 2, MAEGAWA Y1, 
ATSUMI M1, 2

Kanto-Koshinetsu Branch1, Kanagawa dental university2

O-1-3-21
卒後2年歯科衛生士の就業実態調査

Ⅰ目的：　近年，インプラント治療は巷間に広く浸透し，希
望される患者が増加している．その中で，インプラント治療
における歯科衛生士の役割は大きい．しかし昨今，歯科医院
では歯科衛生士の不足が深刻な問題となっている．そこで今
回，歯科衛生士免許の取得から 2 年経過した歯科衛生士の現
状についてアンケート調査を行った．
Ⅱ方法：　平成24年度に湘南短期大学歯科衛生士学科を卒業
し，第22回歯科衛生士国家試験に合格した歯科衛生士のう
ち，アンケート調査に同意を得た女性41名を対象に調査を
行った．アンケートは無記名で，設問1で現在歯科衛生士と
して働いているかを問い，その回答に応じて現状を調査する
内容とした．
Ⅲ結果：　アンケートの回収率は87.8％で，36名からの回答
を得た．現在歯科衛生士として働いているのは全体の91.6%
であった．そのうち33.3%は既に 1 軒目を退職し，2 または 3
軒目の歯科医院にて勤めている．業務内容として，歯周処
置，アシスタントワーク，口腔衛生指導，器具機材や在庫の
管理は全員が行っている．インプラント手術の準備や片づけ
は57.6%がやっているのに対し，自費のメインテナンスで
54.5%，インプラント手術の介助で51.5%，コンサルテーショ
ンでは15.2%となった．現在の業務内容に満足しているのは
45.5%で，54.5%は満足していない．職場の不満としては給料
（13名），業務内容（7名），人間関係（5名），その他（4名）
の順に多い．93.9%の人は今後も歯科衛生士として働きたい
と回答している．その一方で，全体の8.3%は既に歯科衛生士
を辞めている現状や，今後どのくらい衛生士を続けたいかと
の問いに57.8%の人は10年以下と回答している．
Ⅳ考察および結論：　現状の不満の具体的内容として，
72.2%は給料と回答していることから，給料は歯科衛生士と
して働く意欲に関係する大きな要因になりうることが推察さ
れた．また，資格保有者の殆どが女性ということもあり，結
婚や出産を視野に入れて10年以内に退職したいという回答が
多く見受けられた．2 年経過時点で歯科衛生士をライフワー
クにするという意識で働いている人は全体の 3 割程度に留ま
り，結婚や出産，子育てをサポートする体制づくりや復職支
援の更なる充実が求められると感じた．

○佐藤 絵梨，安藤 真紀，重井 亜紀，渋沢 美雪，
青柳 ひとみ
日本歯科大学附属病院歯科衛生士室

Attitude survey about the oral hygiene in the implant 
treatment patient
○SATO E, ANDO M, SHIGEI A, SHIBUSAWA M, 
AOYAGI H
Division of Dental Hygiene, The Nippon Dental University 
Hospital

O-1-3-22
インプラント治療患者における口腔衛生に関する
意識調査

Ⅰ目的：　良好な口腔衛生状態を維持するためには，患者自
身によるプラークコントロールが重要である．とくにインプ
ラントは，細菌性プラークによる組織破壊の波及程度が天然
歯に比べ広範囲に及ぶため，患者の継続的な口腔衛生管理が
必要となる．また，口腔衛生に関する知識やブラッシングな
どの技術を患者自身が習得するには，歯科衛生士の介入が必
須である．そこで本研究ではアンケート調査を行い，現在
行っているインプラント治療における歯科衛生士介入を見直
すことを目的として，種々検討を行った．
Ⅱ対象および方法：　日本歯科大学生命歯学部倫理審査委員
会の承認（承認番号NDU-T2014-42）のもと，附属病院口腔
インプラント診療科に来院し，本研究の趣旨に同意を得られ
た患者115名を対象にアンケート調査を実施した．調査内容
は，自覚症状，生活習慣，歯科保健行動，歯科に関する知識
について選択形式で行った．
Ⅲ結果：　対象は男性51名，女性64名で平均年齢は57.0±13.8
歳であった．生活習慣に関しての問いにおいて「疲れている
と就寝前の歯磨きを忘れることがある」と答えた者は少数で
あり，「いつも歯間の清掃をおこなっている」と答えた者は
約半数だった．歯科保健行動に関する問いでは「自分の歯の
健康に関心が高いと思う」と答えた者は 8 割を超えていた．
歯科に関する知識の問いでは「歯周炎を知っている」と答え
た者は6割以上を占めていたが，「インプラント周囲炎を知っ
ている」と答えた者は少数であった．「インプラントを長く
保つには毎日の歯磨きが大切だ」と答えた者は 9 割以上を占
めていた．
Ⅳ考察および結論：　インプラント治療では，治療の各段階
における口腔内の変化に伴い患者自身が生活習慣の見直しや
正しい口腔清掃方法を習得する必要がある．また，患者の知
識，歯科保健行動，全身的な健康状態などの個人的な背景が
様々であることから，画一的ではなく個々に合わせた口腔衛
生指導が重要である．患者のより良い口腔衛生状態を維持す
るため，改めてインプラント治療における歯科衛生士介入の
必要性が示唆された．
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歯科衛生士セッション4（第3会場）発表7分－質疑3分
2015年9月22日（火・祝） 16：40～17：10

○梶谷 明子1，三浦 留美1，佐々木 朗1, 2

岡山大学病院　医療技術部　歯科衛生士室1，岡山大学大学
院医歯薬学総合研究科　口腔顎顔面外科学分野2

Questionnaire survey for outpatient with chemotherapy in 
cancer center
○KAJITANI A1, MIURA R1, SASAKI A1, 2

Okayama University Hospital Medical Technology 
Department dental hygienist room1, Okayama University 
Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical 
Sciences2

O-1-3-23
腫瘍センターにおける初回外来化学療法患者の
アンケート調査から

Ⅰ目的：　超高齢社会を迎えた本邦で，がん治療を受ける患
者やがんで亡くなる患者が増加傾向にある．がん治療は，外
科的手術のほか，抗がん剤療法や放射線照射療法などが行わ
れ，当院腫瘍センターにおいても，2009年より外来通院によ
る化学療法が行われている．本発表は，口腔インプラント治
療を受けた患者が，がんに罹患し治療を余儀なくされたとし
ても，口腔衛生状態を良好な状態に維持する為に，歯科医療
や歯科衛生士がどのように介入または支援について考察す
る．
Ⅱ対象および方法：　2014年12月～2015年 4月に岡山大学病
院腫瘍センターを初診で受診した患者に，初回アンケート調
査を行い，インプラント機能回復治療を受けたことのある患
者の数や治療後の定期検診受診状況を抽出した．それらを踏
まえ，今後の課題・解決策について検討した．
Ⅲ結果：　今回のアンケート調査の結果より，初めて外来化
学療法を受ける患者のうち，インプラントを埋入している患
者4％，そのうちかかりつけ歯科医院がある患者は100％，定
期的に歯科受診をしている患者は57％ということがわかっ
た．今後，より歯科医療や歯科衛生士が介入していくには，
院内におけるシステムの構築が重要であると言える．
Ⅳ考察および結論：　化学療法中に発症する口内炎の症状と
して，口腔粘膜の潰瘍化による摂食嚥下障害，疼痛，さらに
重症化するケースでは抗がん剤治療自体が継続できなくなり
休薬または中断する場合もある．このような際，口腔衛生状
態を把握・管理する事は患者のQOLに大きな影響をおよぼ
すと考えられ，口腔インプラントによる機能回復を行った患
者においては，複雑な構造や清掃性の観点から，より慎重な
対応が求められる．口腔インプラント治療は，患者の失われ
た口腔機能や咀嚼嚥下機能を回復し，経口摂取できる喜びを
もたらした．また会話や審美面などの患者のQOLの向上に
もつながっている．その一方で，全身疾患や高齢化に伴い口
腔機能が低下し，口腔管理の必要性が増大するため，医療側
の責任が問われるようになる．今後，院内での医科歯科連
携，また地域歯科医院との緊密な連携が重要になる．と同時
に体調管理が難しいがん患者に対して情報提供・患者教育は
もちろんのことがん治療中の患者がインプラント埋入をおこ
なっている場合の口腔衛生管理や感染管理を得意とする専門
歯科衛生しを教育する必要性があると考える．（岡山大学倫
理委員会承認番号2074）

○横瀬 麻衣子1，武田 吉裕2，西川 紘甲2，新井 是宣2，
馬場 俊輔2

大阪歯科大学附属病院歯科衛生士部1，大阪歯科大学口腔イ
ンプラント学講座2

Description epidemiology report of removed implant in our 
clinic
○YOKOSE M1, TAKEDA Y2, NISHIKAWA H2, 
ARAI K2, BABA S2

Section of Dental Hygiene, Osaka Dental University1, 
Department of Oral Implantology, Osaka Dental University2

O-1-3-24
当院におけるインプラント除去症例の
記述疫学的調査

Ⅰ目的：　近年，インプラント治療は，欠損補綴の治療法と
して普及し，良好な臨床成績をあげている. しかし，埋入後
に除去にいたるケースは少なからず存在する．そこで今回，
当院におけるインプラント除去症例を集積し，若干の知見を
得たので報告する．
Ⅱ材料および方法：　レセプトデータから，2008年 4 月から
2013年 8 月における大阪歯科大学附属病院口腔外科および口
腔インプラント科外来にて，インプラント除去を受けた患者
176名を調査した．対象者のうちパノラマエックス線画像を
当院で撮影していない18名は対象から除外し，本研究対象は
158名206本とした．調査項目は，①性別②主なインプラント
除去の原因（「インプラント周囲炎」，「インプラント体の破
折」，「アバットメントスクリューの破折」，「違和感」，「その
他」の 5 群に分類）③インプラント体の種類（「歯根タイ
プ」，「ブレードタイプ」の 2 群に分類）④歯冠インプラント
比（a）（「a＞1」，「1≧a」，「上部構造なし」の 3 群に分類）
⑤除去部位（「上顎」，「下顎」の 2 群に分類）⑥欠損部位
（「ケネディーの分類Ⅰ～Ⅳ」「無歯顎」）の 5 群に分類）
とした．本研究は大阪歯科大学医の倫理委員会の承認（大阪
医倫110782号）を得て実施した．
Ⅲ結果：　①男性70名女性88名であった．②インプラント周
囲炎は181本（87.8％），インプラント体破折は16本（7.8％），
アバットメントスクリュー破折は 3 本（1.5％），違和感は 3
本（1.5％），その他は 3 本（1.5％）であった．③歯根タイプ
は174本（84.4％），ブレードタイプは32本（15.6％）であっ
た．④「a＞1」は27本（13.1％），「1≧a」は132本（64.1％），
パノラマ線画像上に上部構造が装着されていないものは47本
（22.8％）であった．⑤上顎は84本（41％），下顎は122本
（59％）であった．⑥ケネディーclassⅠは63名（30.6％），
classⅡは63名（30.6％），classⅢは17名（8.3％），classⅣは 4
名（1.9％），無歯顎は11名（5.3％）であった．
Ⅳ考察および結論：　本研究においては，除去原因としてイ
ンプラント周囲炎が多かった．しかし，対象の母集団が把握
できないことから交絡因子の調整を行えなかったこと，およ
び，当院のみのデータなので一般化可能性についての言及を
行えないことは，本研究の限界であると考える．今後，より
質の高い観察研究を遂行するためにもデータベースを構築し
て，ビックデータを解析する必要があると考える．

○渡邉 美和子1，鎌田 政宣1, 2，前川 雄紀1，
渥美 美穂子1, 2

関東・甲信越支部1，神奈川歯科大学2

A survey of what young dental hygienists think about their 
job
○WATANABE M1, KAMATA M1, 2, MAEGAWA Y1, 
ATSUMI M1, 2

Kanto-Koshinetsu Branch1, Kanagawa dental university2

O-1-3-21
卒後2年歯科衛生士の就業実態調査

Ⅰ目的：　近年，インプラント治療は巷間に広く浸透し，希
望される患者が増加している．その中で，インプラント治療
における歯科衛生士の役割は大きい．しかし昨今，歯科医院
では歯科衛生士の不足が深刻な問題となっている．そこで今
回，歯科衛生士免許の取得から 2 年経過した歯科衛生士の現
状についてアンケート調査を行った．
Ⅱ方法：　平成24年度に湘南短期大学歯科衛生士学科を卒業
し，第22回歯科衛生士国家試験に合格した歯科衛生士のう
ち，アンケート調査に同意を得た女性41名を対象に調査を
行った．アンケートは無記名で，設問1で現在歯科衛生士と
して働いているかを問い，その回答に応じて現状を調査する
内容とした．
Ⅲ結果：　アンケートの回収率は87.8％で，36名からの回答
を得た．現在歯科衛生士として働いているのは全体の91.6%
であった．そのうち33.3%は既に 1 軒目を退職し，2 または 3
軒目の歯科医院にて勤めている．業務内容として，歯周処
置，アシスタントワーク，口腔衛生指導，器具機材や在庫の
管理は全員が行っている．インプラント手術の準備や片づけ
は57.6%がやっているのに対し，自費のメインテナンスで
54.5%，インプラント手術の介助で51.5%，コンサルテーショ
ンでは15.2%となった．現在の業務内容に満足しているのは
45.5%で，54.5%は満足していない．職場の不満としては給料
（13名），業務内容（7名），人間関係（5名），その他（4名）
の順に多い．93.9%の人は今後も歯科衛生士として働きたい
と回答している．その一方で，全体の8.3%は既に歯科衛生士
を辞めている現状や，今後どのくらい衛生士を続けたいかと
の問いに57.8%の人は10年以下と回答している．
Ⅳ考察および結論：　現状の不満の具体的内容として，
72.2%は給料と回答していることから，給料は歯科衛生士と
して働く意欲に関係する大きな要因になりうることが推察さ
れた．また，資格保有者の殆どが女性ということもあり，結
婚や出産を視野に入れて10年以内に退職したいという回答が
多く見受けられた．2 年経過時点で歯科衛生士をライフワー
クにするという意識で働いている人は全体の 3 割程度に留ま
り，結婚や出産，子育てをサポートする体制づくりや復職支
援の更なる充実が求められると感じた．

○佐藤 絵梨，安藤 真紀，重井 亜紀，渋沢 美雪，
青柳 ひとみ
日本歯科大学附属病院歯科衛生士室

Attitude survey about the oral hygiene in the implant 
treatment patient
○SATO E, ANDO M, SHIGEI A, SHIBUSAWA M, 
AOYAGI H
Division of Dental Hygiene, The Nippon Dental University 
Hospital

O-1-3-22
インプラント治療患者における口腔衛生に関する
意識調査

Ⅰ目的：　良好な口腔衛生状態を維持するためには，患者自
身によるプラークコントロールが重要である．とくにインプ
ラントは，細菌性プラークによる組織破壊の波及程度が天然
歯に比べ広範囲に及ぶため，患者の継続的な口腔衛生管理が
必要となる．また，口腔衛生に関する知識やブラッシングな
どの技術を患者自身が習得するには，歯科衛生士の介入が必
須である．そこで本研究ではアンケート調査を行い，現在
行っているインプラント治療における歯科衛生士介入を見直
すことを目的として，種々検討を行った．
Ⅱ対象および方法：　日本歯科大学生命歯学部倫理審査委員
会の承認（承認番号NDU-T2014-42）のもと，附属病院口腔
インプラント診療科に来院し，本研究の趣旨に同意を得られ
た患者115名を対象にアンケート調査を実施した．調査内容
は，自覚症状，生活習慣，歯科保健行動，歯科に関する知識
について選択形式で行った．
Ⅲ結果：　対象は男性51名，女性64名で平均年齢は57.0±13.8
歳であった．生活習慣に関しての問いにおいて「疲れている
と就寝前の歯磨きを忘れることがある」と答えた者は少数で
あり，「いつも歯間の清掃をおこなっている」と答えた者は
約半数だった．歯科保健行動に関する問いでは「自分の歯の
健康に関心が高いと思う」と答えた者は 8 割を超えていた．
歯科に関する知識の問いでは「歯周炎を知っている」と答え
た者は6割以上を占めていたが，「インプラント周囲炎を知っ
ている」と答えた者は少数であった．「インプラントを長く
保つには毎日の歯磨きが大切だ」と答えた者は 9 割以上を占
めていた．
Ⅳ考察および結論：　インプラント治療では，治療の各段階
における口腔内の変化に伴い患者自身が生活習慣の見直しや
正しい口腔清掃方法を習得する必要がある．また，患者の知
識，歯科保健行動，全身的な健康状態などの個人的な背景が
様々であることから，画一的ではなく個々に合わせた口腔衛
生指導が重要である．患者のより良い口腔衛生状態を維持す
るため，改めてインプラント治療における歯科衛生士介入の
必要性が示唆された．
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○藤原 和栄1，荒川 光1, 2，田中 力1, 2，窪木 拓男1, 2

中国・四国支部1，岡山大学病院2

Retrospective study of factors related to dropout patients 
with dental implant
○FUJIWARA K1, ARAKAWA H1, 2, TANAKA T1, 2, 
KUBOKI T1, 2

Chugoku-Shikoku Branch1, Okayama University Hospital2

O-1-3-25
口腔インプラント患者におけるドロップアウト
関連要因の調査

Ⅰ目的：　口腔インプラント治療においても定期的なメイン
テナンスは欠かせないが，途中で定期的なリコールに応じな
くなる患者も少なくない．しかし，リコールや治療を途中で
中断するドロップアウト患者に関する患者特有の要因を検討
した報告はほとんどない．そこで今回，口腔インプラント治
療を受けたドロップアウト患者に共通する要因を同定するこ
とを目的に，診療録ベースの後向き調査を行った．
Ⅱ対象および方法：　対象は，オリーブ歯科において過去 8
年間にインプラント体埋入手術を行った全患者136名のう
ち，転勤や紹介もとへの転医によりやむを得ず来院できなく
なった患者18名を除外した118名（平均年齢：53.4±10.4歳，
女／男：72／46名）である．ドロップアウトに関連すると思
われる予測因子は，患者の手術時年齢，性別，全身疾患の有
無，喫煙習慣の有無，術前の定期的な来院の有無および本院
への来院日数，家族の来院歴，紹介者の有無，仕事の種類，
術前のCT撮影の有無，インプラント体埋入本数，DMF歯
数，咬合支持域数，過去の歯周病罹患程度の14項目とした．
そして，これらの予測因子とドロップアウトとの関連は，全
患者を対象とした解析に加え，最終上部構造装着前患者と装
着後患者に分けてχ2検定もしくはt検定を用いて検討した．
Ⅲ結果：　ドロップアウト患者は，118名中13名（11.0％）
で，そのうち最終上部構造装着前に治療を中断した患者が 6
名，装着後リコールに応じなくなった患者が 7 名であった．
そして，ドロップアウトと関連がある要因として術前に定期
的な来院がなかったこと（p＝0.033），紹介者がいないこと
（p＝0.035），術前CTを撮影していないこと（p＝0.025）が
あげられた．さらに，最終上部構造装着前の患者では術前
CTを撮影していないこと（p＝0.037）に加え，プロビジョ
ナルレストレーションを装着していないこと（p＝0.050）が
治療中断と関連を示したのに対し，装着後のリコール患者に
おいて今回抽出した因子ではドロップアウトと関連する要因
を見いだすことはできなかった．
Ⅳ考察および結論：　対象患者数が少ない本研究ではある
が，治療を受けた医院との関係が比較的希薄な口腔インプラ
ント患者にドロップアウトしやすい傾向が観察された．さら
に，上部構造を装着する前に治療を中断する患者と装着後リ
コールに来なくなる患者では患者の特性が異なる可能性が示
唆された．
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