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ポスター発表（ポスター会場）発表4分－質疑2分 2015年9月22日（火・祝） 13：30～14：10

○田村 暢章1，竹島 浩2，川口 祥子1，嶋田 淳1，
明海大学歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学I1，
明海大学歯学部病態診断治療学講座高齢者歯科学分野2

Inhibitory effects of caldecrin on the bone destruction 
associated with bacterial infection
○TAMURA N1, TAKESHIMA H2, KAWAGUCHI S1, 
SHIMADA J1

1st Dept. of Oral and Maxillofacial Surgery, Meikai 
University, School of Dentistry1, Division of Geriatric 
Dentistry, Meikai University, School of Dentistry2

P-1-1★
Caldecrinの細菌感染に伴う骨破壊への
抑制効果

Ⅰ目的：　インプラント周囲炎における骨破壊は，細菌感染
を主体として生じ，その結果として開口障害や咀嚼障害を引
き起こすことから，インプラントの長期予後は常に炎症（細
菌感染）による骨吸収との戦いともいえる．細菌感染に伴う
骨の破壊吸収は，内毒素つまり主としてグラム陰性菌の外膜
成分であるリポ多糖（Lipopolysaccharide : LPS）が重要な
病原因子の一つとして考えられている．LPSはToll様受容体
4（Toll like receptor 4 : TLR 4）に結合して，炎症性サイト
カインを介して単球・マクロファージを破骨細胞へ分化誘導
する．カルデクリン（Caldecrin）は慢性膵炎や熱帯性石灰
化性慢性膵炎に伴う低カルシウム血症の惹起因子である．わ
れわれはカルデクリンが破骨細胞の分化および機能を抑制す
る新規因子として報告した．そこで本研究では，マウス骨髄
細胞培養系におけるLPSによる破骨細胞への分化・成熟誘導
に与えるカルデクリンの影響を明らかにし，臨床的応用の基
盤研究を行うことを目的とした．
Ⅱ材料および方法：　本大学動物実験倫理委員会の承認（承
認番号A1421）を得たうえで，野生型マウス長管骨由来骨髄
細胞の初代培養を用い，LPS存在下での破骨細胞分化・増殖
に対するカルデクリンの効果をTRAP染色ならびにTRAP活
性測定で検討した．
Ⅲ結果：　LPSの破骨細胞分化誘導活性化にはRANKLによ
る前処理（プライミング）が必要であった．カルデクリンは
RANKLによるLPS応答能を増強させるプライミングステッ
プを抑制した．
Ⅳ考察および結論：　LPS環境下においてカルデクリンは
RANKLによるプライミング効果を抑制することより，イン
プラント周囲炎のような炎症性骨吸収治療への創薬として期
待ができると考えられる．これまでに破骨細胞分化過程にお
いて，カルデクリンはRANKL刺激によるカルシウム・カル
シニューリン系を介する転写因子NFATc1を抑制することで
破骨細胞の分化誘導を抑制することが明らかになっている．
カルデクリンによるプライミング抑制機構についての詳細に
ついては，現在解析中である．

○青沼 史子1，竹内 弘2，細川 隆司1

九州歯科大学口腔再建リハビリテーション学分野1，九州歯
科大学口腔応用薬理学分野2

Effect of complement factor on differentiation of osteoclast
○AONUMA F1, TAKEUCHI H2, HOSOKAWA R1

Department of Oral Reconstruction and Rehabilitation, 
Kyushu Dental University1, Division of Applied 
Pharmacology, Kyushu Dental University2

P-1-2★
補体成分C1の破骨細胞分化への影響

Ⅰ目的：　高齢者に生じる骨量減少はインプラント治療時に
も問題となり得る．この加齢に伴う骨量減少には，閉経その
他によるホルモン分泌量の変化に起因する骨代謝バランスの
変化が大きく関与する．一方，マウスにおいて血中の補体成
分C1qが加齢に伴って増加すること，C1qは細胞内シグナル
経路の一つWntシグナルを活性化し，筋組織の創傷治癒を遅
延させることが最近報告された．今回我々は，骨芽細胞や破
骨細胞の分化・機能調節にもWntシグナルが重要な役割を果
たすことに着目し，補体成分C1qが骨代謝の調節に関与する
可能性の有無について検討した．
Ⅱ材料および方法：　本研究における動物実験は九州歯科大
学動物実験倫理委員会の承認（14-005）を得て行った．破骨細
胞分化誘導実験には 8 から10週齢の雄性マウス（C57BL6J）
の大腿骨及び頸骨より調製した骨髄細胞を用いた．C1qはメ
ルクミリポア社より，M-CSFは協和発酵キリンより，RANKL
はミルテニーバイオテクより，それぞれ入手した．
Ⅲ結果：　C1q （0.1 mg/ml）は骨髄細胞から破骨細胞への分
化を強く抑制した．C1qを使用前に熱変性処理することに
よって消失したことから，上記の効果には未変性のC1qが必
要であることが示唆された．
Ⅳ考察および結論：　以上の結果は，マウスにおいて老化に
伴い増加する補体成分C1qが骨代謝バランスの変化に関与し
うることを意味する．引き続きC1qの作用へのWnt シグナル
の関与や，C1qの骨芽細胞への作用の解析，補体の阻害剤等
を用いた動物実験を通じて加齢に伴う骨代謝の変化に及ぼす
補体の役割の検討を行っている．本研究から得られる知見は
インプラント治療を行う高齢患者の骨状態改善方法の開発に
寄与しうるものとなる．
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ポスター発表（ポスター会場）発表4分－質疑2分 2015年9月22日（火・祝） 13：30～14：10

○田村 暢章1，竹島 浩2，川口 祥子1，嶋田 淳1，
明海大学歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学I1，
明海大学歯学部病態診断治療学講座高齢者歯科学分野2

Inhibitory effects of caldecrin on the bone destruction 
associated with bacterial infection
○TAMURA N1, TAKESHIMA H2, KAWAGUCHI S1, 
SHIMADA J1

1st Dept. of Oral and Maxillofacial Surgery, Meikai 
University, School of Dentistry1, Division of Geriatric 
Dentistry, Meikai University, School of Dentistry2

P-1-1★
Caldecrinの細菌感染に伴う骨破壊への
抑制効果

Ⅰ目的：　インプラント周囲炎における骨破壊は，細菌感染
を主体として生じ，その結果として開口障害や咀嚼障害を引
き起こすことから，インプラントの長期予後は常に炎症（細
菌感染）による骨吸収との戦いともいえる．細菌感染に伴う
骨の破壊吸収は，内毒素つまり主としてグラム陰性菌の外膜
成分であるリポ多糖（Lipopolysaccharide : LPS）が重要な
病原因子の一つとして考えられている．LPSはToll様受容体
4（Toll like receptor 4 : TLR 4）に結合して，炎症性サイト
カインを介して単球・マクロファージを破骨細胞へ分化誘導
する．カルデクリン（Caldecrin）は慢性膵炎や熱帯性石灰
化性慢性膵炎に伴う低カルシウム血症の惹起因子である．わ
れわれはカルデクリンが破骨細胞の分化および機能を抑制す
る新規因子として報告した．そこで本研究では，マウス骨髄
細胞培養系におけるLPSによる破骨細胞への分化・成熟誘導
に与えるカルデクリンの影響を明らかにし，臨床的応用の基
盤研究を行うことを目的とした．
Ⅱ材料および方法：　本大学動物実験倫理委員会の承認（承
認番号A1421）を得たうえで，野生型マウス長管骨由来骨髄
細胞の初代培養を用い，LPS存在下での破骨細胞分化・増殖
に対するカルデクリンの効果をTRAP染色ならびにTRAP活
性測定で検討した．
Ⅲ結果：　LPSの破骨細胞分化誘導活性化にはRANKLによ
る前処理（プライミング）が必要であった．カルデクリンは
RANKLによるLPS応答能を増強させるプライミングステッ
プを抑制した．
Ⅳ考察および結論：　LPS環境下においてカルデクリンは
RANKLによるプライミング効果を抑制することより，イン
プラント周囲炎のような炎症性骨吸収治療への創薬として期
待ができると考えられる．これまでに破骨細胞分化過程にお
いて，カルデクリンはRANKL刺激によるカルシウム・カル
シニューリン系を介する転写因子NFATc1を抑制することで
破骨細胞の分化誘導を抑制することが明らかになっている．
カルデクリンによるプライミング抑制機構についての詳細に
ついては，現在解析中である．

○青沼 史子1，竹内 弘2，細川 隆司1

九州歯科大学口腔再建リハビリテーション学分野1，九州歯
科大学口腔応用薬理学分野2

Effect of complement factor on differentiation of osteoclast
○AONUMA F1, TAKEUCHI H2, HOSOKAWA R1

Department of Oral Reconstruction and Rehabilitation, 
Kyushu Dental University1, Division of Applied 
Pharmacology, Kyushu Dental University2

P-1-2★
補体成分C1の破骨細胞分化への影響

Ⅰ目的：　高齢者に生じる骨量減少はインプラント治療時に
も問題となり得る．この加齢に伴う骨量減少には，閉経その
他によるホルモン分泌量の変化に起因する骨代謝バランスの
変化が大きく関与する．一方，マウスにおいて血中の補体成
分C1qが加齢に伴って増加すること，C1qは細胞内シグナル
経路の一つWntシグナルを活性化し，筋組織の創傷治癒を遅
延させることが最近報告された．今回我々は，骨芽細胞や破
骨細胞の分化・機能調節にもWntシグナルが重要な役割を果
たすことに着目し，補体成分C1qが骨代謝の調節に関与する
可能性の有無について検討した．
Ⅱ材料および方法：　本研究における動物実験は九州歯科大
学動物実験倫理委員会の承認（14-005）を得て行った．破骨細
胞分化誘導実験には 8 から10週齢の雄性マウス（C57BL6J）
の大腿骨及び頸骨より調製した骨髄細胞を用いた．C1qはメ
ルクミリポア社より，M-CSFは協和発酵キリンより，RANKL
はミルテニーバイオテクより，それぞれ入手した．
Ⅲ結果：　C1q （0.1 mg/ml）は骨髄細胞から破骨細胞への分
化を強く抑制した．C1qを使用前に熱変性処理することに
よって消失したことから，上記の効果には未変性のC1qが必
要であることが示唆された．
Ⅳ考察および結論：　以上の結果は，マウスにおいて老化に
伴い増加する補体成分C1qが骨代謝バランスの変化に関与し
うることを意味する．引き続きC1qの作用へのWnt シグナル
の関与や，C1qの骨芽細胞への作用の解析，補体の阻害剤等
を用いた動物実験を通じて加齢に伴う骨代謝の変化に及ぼす
補体の役割の検討を行っている．本研究から得られる知見は
インプラント治療を行う高齢患者の骨状態改善方法の開発に
寄与しうるものとなる．
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○大川 博子1, 2，萱島 浩輝2，佐々木 淳一3，矢谷 博文2，
江草 宏1, 2

東北大学大学院歯学研究科分子・再生補綴学分野1，大阪大
学大学院歯学研究科クラウンブリッジ補綴学分野2，大阪大
学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座歯科理工学教室3

Development of scaffold-free bone augmentation using iPS 
cells
○OKAWA H1, 2, KAYASHIMA H2, SASAKI J3, 
YATANI H2, EGUSA H1, 2

Division of Mol Regen Prosthodont, Tohoku University 
Graduation School of Dentistry1, Department of Fixed 
Prosthodontics, Osaka University Graduation School of 
Dentistry2, Department of Biomaterials Science, Osaka 
University Graduation School of Dentistry3

P-1-3★
iPS細胞を用いたスキャフォールドフリー
骨増生技術の開発

Ⅰ目的：　既存の歯科材料では安定した骨増生の達成が困難
な症例では，iPS細胞等の幹細胞を用いた骨増生技術の確立
に期待が寄せられている．垂直的な骨増生を得るには，増生
スペースを確保しながら骨に置換されていくスキャフォール
ドが必要であるが，人工材料を基にしたスキャフォールド
は，炎症や感染のリスクを高め，治療手技を複雑にする．一
方，骨形成促進作用を有するシンバスタチンは，近年，抗腫
瘍作用を有することでも注目されている．本研究では，ス
キャフォールドを用いずにシンバスタチンおよびiPS細胞の
みで三次元的な骨組織様の構造体を構築し，これを垂直的な
骨増生に応用する技術の開発を目的とした．
Ⅱ材料および方法：　マウス歯肉線維芽細胞由来iPS細胞
（GF-iPSCs）を，シンバスタチン（0.1-1 μM）含有骨芽細胞
分化誘導培地にて28日間培養し，RT-PCR解析を用いて骨芽
細胞分化特異的遺伝子の発現を検討するとともに，アリザリ
ンレッド染色により細胞外基質の石灰化を評価した．また，
GF-iPSCsあるいはGFP恒常発現マウスiPS細胞（GFP-iPSCs）
の三次元細胞凝集体を作製し，シンバスタチン含有骨芽細胞
分化誘導培地にて30日間培養後，大阪大学動物実験倫理委員
会の承認（動歯-25-001-0）の下，免疫不全ラットの頭蓋骨欠
損部へ移植した．移植28日後の移植体周囲の骨形成につい
て，組織学的検討およびμCTを用いた骨密度解析を行った．
Ⅲ結果：　シンバスタチンは，GF-iPSCsの骨芽細胞分化特
異的遺伝子の発現および細胞外基質の石灰化を著明に促進し
た．また，シンバスタチン存在下で作製した三次元GF-iPSCs
凝集体の移植部位では，移植28日後には垂直的な高さを維持
しながら皮質骨と同等の骨密度を持つiPS細胞由来の新生骨
の形成を認め，腫瘍形成は認めなかった．三次元GFP-iPSCs
凝集体の移植28日後の再生骨には，GFP陽性および骨細胞
マーカーであるスクレロスチン陽性細胞の存在を認めた．
Ⅳ考察および結論：　シンバスタチンを用いてiPS細胞構造
体を骨芽細胞へ分化誘導することで，iPS細胞による腫瘍形
成を抑制しながら，スキャフォールドフリーでiPS細胞に起
因する垂直的な骨増生が得られることが明らかとなった．本
研究成果が，iPS細胞を用いた新たな骨増生技術の確立へと
発展していくことが期待される．

○山本 治毅1，萱島 浩輝1，裏口 真也1，矢谷 博文1，
江草 宏1, 2

大阪大学大学院歯学研究科クラウンブリッジ補綴研究科学分
野1，東北大学大学院歯学研究科分子・再生補綴学分野2

Fabrication of biomimetic bone graft materials using iPS 
cells
○YAMAMOTO H1, KAYASHIMA H1, URAGUCHI S1, 
YATANI H1, EGUSA H1, 2

Department of Fixed Prosthodontics, Osaka University 
Graduation School of Dentistry1，Division of Molecular and 
Regenerative prosthodontics, Tohoku University Graduation 
School of Dentistry2

P-1-4★
iPS細胞由来骨基質を利用した生体模倣
骨補填材料の開発

Ⅰ目的：　インプラント治療において，失われた骨欠損部を
補うための骨補填材の需要は高まる一方である．我々はiPS
細胞が有する“無限の増殖能”および“骨基質を産生する細胞
への分化能”という性質に着目した．本研究の目的は，骨基
質成分を大量に産生するiPS細胞の培養方法を検討し，凍結
乾燥により不活化されたiPS細胞由来骨補填材（iPS骨補填
材）を評価する事である．
Ⅱ材料および方法：　マウスiPS細胞の胚様体を振盪しなが
ら骨芽細胞分化誘導培地中で培養し，得られたiPS細胞凝集
体の乾燥質量，カルシウム量を測定した．また，iPS細胞が
産生した基質をフーリエ変換赤外分光光度計（FT-IR）を用
いて解析した．iPS細胞凝集体における骨芽細胞特異的遺伝
子の発現をリアルタイムRT-PCRで解析し，培養上清中の骨
形成蛋白質（BMP2）をELISA法で定量した．凍結乾燥によ
り不活化したiPS骨補填材が，マウス間葉系幹細胞（MSC）
の骨芽細胞分化に及ぼす影響をアリザリンレッド染色で検討
した．さらに，走査型電子顕微鏡（SEM）を用いて，β-TCP，
ヒト凍結乾燥骨（FDBA），iPS骨補填材の形態を観察した．
また，大阪大学動物実験倫理委員会の承認（動歯-25-001-0）
の下，ラット頭蓋骨に形成した欠損部に各骨補填材を填入
し，術後経過を組織切片観察（HE染色）およびμCT画像に
より評価した．
Ⅲ結果：　振盪培養により，分化誘導したiPS細胞凝集体の
乾燥質量，カルシウム量，骨芽細胞特異的遺伝子の発現およ
びBMP2は有意に増加した．FT-IRの結果，iPS細胞凝集体が
産生した基質は骨特異的なスペクトルを示した．SEM観察
の結果，iPS骨補填材は他の骨補填材と比較して表層や内部
に間隙が多く，アリザリンレッド染色の結果からMSCの骨
芽細胞分化を著明に促進する成分を含んでいる事が明らかと
なった．iPS骨補填材を頭蓋骨欠損部に移植した結果，10週
間後には垂直的な厚みをもった皮質骨様の骨組織が形成され
た．また，填入部位の骨密度は術後10週間にわたり経時的に
増加した（n= 3 ）．
Ⅳ考察および結論：　iPS細胞を振盪培養下で骨芽細胞へ分
化誘導する事で，骨組織に近い成分を有する細胞凝集体を得
る事ができ，これを不活化した材料は，骨欠損部の垂直的な
ボリュームを維持しながら骨置換を可能にする骨補填材とし
て有用である可能性が示唆された．

○梅崎 泰之1，橋本 典也2，海田 浩治1，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

Differentiation induction on feeder free condition toward 
mesenchymal stem cells from human gingiva-derived iPS 
cells
○UMEZAKI Y1, HASHIMOTO Y2, KAIDA K1, 
BABA S1, KAWAZOE T1

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

P-1-5
ヒト歯肉由来iPS細胞から間葉系幹細胞への
無フィーダー分化誘導

Ⅰ目的：　iPS細胞やES細胞から誘導した間葉系幹細胞
（MSC）と同様の分化能を持つMSC様細胞（MSLC）は，
疾病治療や再生医療に有用なセルソースになることが考えら
れる．本研究では，歯科治療中に破棄される歯肉から無限に
増殖するiPS細胞をエピソーマルベクターによって樹立し，
さらに樹立したiPS細胞を用いたMSLCの作製方法について
報告する．
Ⅱ材料および方法：　インプラント手術時に採取した歯肉組
織から線維芽細胞培養を行った．得られた細胞にエピソーマ
ルベクターを用いて初期化因子をエレクトロポレーション法
にて導入した．樹立したiPS細胞は表面抗原解析，遺伝子解
析，胚様体形成試験，奇形腫形成試験，染色体解析を行っ
た．さらに iPS細胞を無フィーダーで分化誘導し，3 継代後
CD24-，CD73+，CD105+にてソートしてMSLCを作製し
た．さらに作製したMSLCを骨芽，軟骨，脂肪細胞への分化
誘導を行った．さらに作製したMSLCを骨芽，軟骨，脂肪細
胞への分化誘導を行った．本研究は大阪歯科大学医の倫理委
員会（承認番号：110763，110792），動物実験委員会（承認
番号：1406002）の承認を得た．
Ⅲ結果：　樹立したiPS細胞はES細胞様の形態を呈してお
り，類似した増殖能を示した．また，免疫染色，qRT-PCR
においてはES特異的マーカーの発現を確認した．胚様体形
成試験，奇形腫形成試験によって三胚葉分化能を確認し，染
色体解析はG-band法で正常であった．樹立したiPS細胞から
作製したMSLCは，15継代可能であり，FACS解析にてMSC
特異的マーカーの発現が確認できた．さらに骨芽，軟骨，脂
肪細胞へ分化することがアリザリンレッド，トルイジンブ
ルー，オイルレッド染色にて明らかとなった．
Ⅳ考察および結論：　ヒト歯肉線維芽細胞はエピソーマルベ
クターによってiPS細胞を樹立することが可能となった．得
られた細胞株は増殖性，多能性においてES細胞と同様の能
力を有する細胞であることが示唆された．遺伝子の挿入変異
の影響が少ないエピソーマルベクターを用いたiPS細胞は，
今後の歯科再生医療において重要なツールとなりうる．さら
に樹立したiPS細胞から作製したMSLCは，MSCと同様の分
化能があり，増殖能力高いため，疾病治療や再生医療のため
の有用なセルソースとなると考えられる．

○河阪 明彦，上木 耕一郎，諸井 明徳，樋口 雅俊
山梨大学医学部附属病院歯科口腔外科

Development of CO2 laser device for bone regeneration in 
cranial bone of hamster
○KOSAKA A, UEKI K, MOROI A, HIGUCHI M
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of 
medicine,University of Yamanashi

P-1-6★
骨再生のための新規レーザー治療に関する
実験的研究

Ⅰ目的：　インプラントを埋入する以前に骨移植，人工骨を
使用した骨増生を必要とすることが多い．力学的刺激が骨再
生を促すことが示唆されており，レーザーでも硬組織再生を
促す可能性がある．現在，主に歯科治療に使用されている
レーザーにはEr：YAGレーザー，Nd：YAGレーザー，CO2

レーザーがあり，波長の違いによりその用途は様々である．
歯牙硬組織切削，歯肉など軟組織切開，知覚過敏処置，疼痛
緩和などが主な使用目的であるが，歯槽骨再生に関する研究
開発は比較的少ない．本研究の目的は，工学と歯科医学の融
合により，動物実験を通し歯牙および歯槽骨における修復再
生を可能とする条件のレーザーを開発し，臨床応用可能とす
ることである．
Ⅱ材料および方法：　山梨大学動物実験倫理委員会の承認
（承認番号：A-25-6）を得た後，山梨大学工学部にて新開発
されたCO2レーザーを用い，新生骨の形成の促進効果を検討
した．Syrian Golden Hamster10週齢のオス64匹の頭蓋骨を
露出させた後，直接，各条件のレーザー照射（A：88.2 J /cm2

照射群，B：220.5 J /cm2照射群，C：441 J /cm2照射群，D：
661.5 J /cm2）を施行した．その後閉創し，レーザー照射から
1 ，2 ，3 ，4 週後に安楽死させ，新生骨量を評価した．免疫
組織化学的検討の方法として各レーザー照射部位において，
Anti-rat抗Osteocalcinマウスモノクローナル抗体に褐色に染
色された細胞をオステオカルシン陽性細胞として，細胞1000個
あたりの陽性細胞数を算定し，陽性細胞率を算出した．また，
組織形態学的検討の方法として画像解析ソフト（Image-J）
を用いて新生骨組織の面積を計測し占有率を算出し，各群で
比較検討した．
Ⅲ結果：　免疫組織化学的検討結果，コントロール群（レー
ザー照射無し）に比べC，D照射群において，レーザー照射
後 2 週目に高いオステオカルシン陽性細胞率を認め，D照射
群で最大であった．組織形態学的検討結果では，コントロー
ル群（レーザー照射無し）に比べD照射群において，レー
ザー照射後 2 週目に高い新生骨形成を認めた．
Ⅳ考察および結論：　今回の骨再生実験において，新開発さ
れたCO2レーザーの条件設定を変更することにより新生骨の
形成が可能であることが示唆された．

ポスター発表2

ポ
ス
タ
ー
発
表

ポ
ス
タ
ー
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<P272>　



273

○大川 博子1, 2，萱島 浩輝2，佐々木 淳一3，矢谷 博文2，
江草 宏1, 2

東北大学大学院歯学研究科分子・再生補綴学分野1，大阪大
学大学院歯学研究科クラウンブリッジ補綴学分野2，大阪大
学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座歯科理工学教室3

Development of scaffold-free bone augmentation using iPS 
cells
○OKAWA H1, 2, KAYASHIMA H2, SASAKI J3, 
YATANI H2, EGUSA H1, 2

Division of Mol Regen Prosthodont, Tohoku University 
Graduation School of Dentistry1, Department of Fixed 
Prosthodontics, Osaka University Graduation School of 
Dentistry2, Department of Biomaterials Science, Osaka 
University Graduation School of Dentistry3

P-1-3★
iPS細胞を用いたスキャフォールドフリー
骨増生技術の開発

Ⅰ目的：　既存の歯科材料では安定した骨増生の達成が困難
な症例では，iPS細胞等の幹細胞を用いた骨増生技術の確立
に期待が寄せられている．垂直的な骨増生を得るには，増生
スペースを確保しながら骨に置換されていくスキャフォール
ドが必要であるが，人工材料を基にしたスキャフォールド
は，炎症や感染のリスクを高め，治療手技を複雑にする．一
方，骨形成促進作用を有するシンバスタチンは，近年，抗腫
瘍作用を有することでも注目されている．本研究では，ス
キャフォールドを用いずにシンバスタチンおよびiPS細胞の
みで三次元的な骨組織様の構造体を構築し，これを垂直的な
骨増生に応用する技術の開発を目的とした．
Ⅱ材料および方法：　マウス歯肉線維芽細胞由来iPS細胞
（GF-iPSCs）を，シンバスタチン（0.1-1 μM）含有骨芽細胞
分化誘導培地にて28日間培養し，RT-PCR解析を用いて骨芽
細胞分化特異的遺伝子の発現を検討するとともに，アリザリ
ンレッド染色により細胞外基質の石灰化を評価した．また，
GF-iPSCsあるいはGFP恒常発現マウスiPS細胞（GFP-iPSCs）
の三次元細胞凝集体を作製し，シンバスタチン含有骨芽細胞
分化誘導培地にて30日間培養後，大阪大学動物実験倫理委員
会の承認（動歯-25-001-0）の下，免疫不全ラットの頭蓋骨欠
損部へ移植した．移植28日後の移植体周囲の骨形成につい
て，組織学的検討およびμCTを用いた骨密度解析を行った．
Ⅲ結果：　シンバスタチンは，GF-iPSCsの骨芽細胞分化特
異的遺伝子の発現および細胞外基質の石灰化を著明に促進し
た．また，シンバスタチン存在下で作製した三次元GF-iPSCs
凝集体の移植部位では，移植28日後には垂直的な高さを維持
しながら皮質骨と同等の骨密度を持つiPS細胞由来の新生骨
の形成を認め，腫瘍形成は認めなかった．三次元GFP-iPSCs
凝集体の移植28日後の再生骨には，GFP陽性および骨細胞
マーカーであるスクレロスチン陽性細胞の存在を認めた．
Ⅳ考察および結論：　シンバスタチンを用いてiPS細胞構造
体を骨芽細胞へ分化誘導することで，iPS細胞による腫瘍形
成を抑制しながら，スキャフォールドフリーでiPS細胞に起
因する垂直的な骨増生が得られることが明らかとなった．本
研究成果が，iPS細胞を用いた新たな骨増生技術の確立へと
発展していくことが期待される．

○山本 治毅1，萱島 浩輝1，裏口 真也1，矢谷 博文1，
江草 宏1, 2

大阪大学大学院歯学研究科クラウンブリッジ補綴研究科学分
野1，東北大学大学院歯学研究科分子・再生補綴学分野2

Fabrication of biomimetic bone graft materials using iPS 
cells
○YAMAMOTO H1, KAYASHIMA H1, URAGUCHI S1, 
YATANI H1, EGUSA H1, 2

Department of Fixed Prosthodontics, Osaka University 
Graduation School of Dentistry1，Division of Molecular and 
Regenerative prosthodontics, Tohoku University Graduation 
School of Dentistry2

P-1-4★
iPS細胞由来骨基質を利用した生体模倣
骨補填材料の開発

Ⅰ目的：　インプラント治療において，失われた骨欠損部を
補うための骨補填材の需要は高まる一方である．我々はiPS
細胞が有する“無限の増殖能”および“骨基質を産生する細胞
への分化能”という性質に着目した．本研究の目的は，骨基
質成分を大量に産生するiPS細胞の培養方法を検討し，凍結
乾燥により不活化されたiPS細胞由来骨補填材（iPS骨補填
材）を評価する事である．
Ⅱ材料および方法：　マウスiPS細胞の胚様体を振盪しなが
ら骨芽細胞分化誘導培地中で培養し，得られたiPS細胞凝集
体の乾燥質量，カルシウム量を測定した．また，iPS細胞が
産生した基質をフーリエ変換赤外分光光度計（FT-IR）を用
いて解析した．iPS細胞凝集体における骨芽細胞特異的遺伝
子の発現をリアルタイムRT-PCRで解析し，培養上清中の骨
形成蛋白質（BMP2）をELISA法で定量した．凍結乾燥によ
り不活化したiPS骨補填材が，マウス間葉系幹細胞（MSC）
の骨芽細胞分化に及ぼす影響をアリザリンレッド染色で検討
した．さらに，走査型電子顕微鏡（SEM）を用いて，β-TCP，
ヒト凍結乾燥骨（FDBA），iPS骨補填材の形態を観察した．
また，大阪大学動物実験倫理委員会の承認（動歯-25-001-0）
の下，ラット頭蓋骨に形成した欠損部に各骨補填材を填入
し，術後経過を組織切片観察（HE染色）およびμCT画像に
より評価した．
Ⅲ結果：　振盪培養により，分化誘導したiPS細胞凝集体の
乾燥質量，カルシウム量，骨芽細胞特異的遺伝子の発現およ
びBMP2は有意に増加した．FT-IRの結果，iPS細胞凝集体が
産生した基質は骨特異的なスペクトルを示した．SEM観察
の結果，iPS骨補填材は他の骨補填材と比較して表層や内部
に間隙が多く，アリザリンレッド染色の結果からMSCの骨
芽細胞分化を著明に促進する成分を含んでいる事が明らかと
なった．iPS骨補填材を頭蓋骨欠損部に移植した結果，10週
間後には垂直的な厚みをもった皮質骨様の骨組織が形成され
た．また，填入部位の骨密度は術後10週間にわたり経時的に
増加した（n= 3 ）．
Ⅳ考察および結論：　iPS細胞を振盪培養下で骨芽細胞へ分
化誘導する事で，骨組織に近い成分を有する細胞凝集体を得
る事ができ，これを不活化した材料は，骨欠損部の垂直的な
ボリュームを維持しながら骨置換を可能にする骨補填材とし
て有用である可能性が示唆された．

○梅崎 泰之1，橋本 典也2，海田 浩治1，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

Differentiation induction on feeder free condition toward 
mesenchymal stem cells from human gingiva-derived iPS 
cells
○UMEZAKI Y1, HASHIMOTO Y2, KAIDA K1, 
BABA S1, KAWAZOE T1

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

P-1-5
ヒト歯肉由来iPS細胞から間葉系幹細胞への
無フィーダー分化誘導

Ⅰ目的：　iPS細胞やES細胞から誘導した間葉系幹細胞
（MSC）と同様の分化能を持つMSC様細胞（MSLC）は，
疾病治療や再生医療に有用なセルソースになることが考えら
れる．本研究では，歯科治療中に破棄される歯肉から無限に
増殖するiPS細胞をエピソーマルベクターによって樹立し，
さらに樹立したiPS細胞を用いたMSLCの作製方法について
報告する．
Ⅱ材料および方法：　インプラント手術時に採取した歯肉組
織から線維芽細胞培養を行った．得られた細胞にエピソーマ
ルベクターを用いて初期化因子をエレクトロポレーション法
にて導入した．樹立したiPS細胞は表面抗原解析，遺伝子解
析，胚様体形成試験，奇形腫形成試験，染色体解析を行っ
た．さらに iPS細胞を無フィーダーで分化誘導し，3 継代後
CD24-，CD73+，CD105+にてソートしてMSLCを作製し
た．さらに作製したMSLCを骨芽，軟骨，脂肪細胞への分化
誘導を行った．さらに作製したMSLCを骨芽，軟骨，脂肪細
胞への分化誘導を行った．本研究は大阪歯科大学医の倫理委
員会（承認番号：110763，110792），動物実験委員会（承認
番号：1406002）の承認を得た．
Ⅲ結果：　樹立したiPS細胞はES細胞様の形態を呈してお
り，類似した増殖能を示した．また，免疫染色，qRT-PCR
においてはES特異的マーカーの発現を確認した．胚様体形
成試験，奇形腫形成試験によって三胚葉分化能を確認し，染
色体解析はG-band法で正常であった．樹立したiPS細胞から
作製したMSLCは，15継代可能であり，FACS解析にてMSC
特異的マーカーの発現が確認できた．さらに骨芽，軟骨，脂
肪細胞へ分化することがアリザリンレッド，トルイジンブ
ルー，オイルレッド染色にて明らかとなった．
Ⅳ考察および結論：　ヒト歯肉線維芽細胞はエピソーマルベ
クターによってiPS細胞を樹立することが可能となった．得
られた細胞株は増殖性，多能性においてES細胞と同様の能
力を有する細胞であることが示唆された．遺伝子の挿入変異
の影響が少ないエピソーマルベクターを用いたiPS細胞は，
今後の歯科再生医療において重要なツールとなりうる．さら
に樹立したiPS細胞から作製したMSLCは，MSCと同様の分
化能があり，増殖能力高いため，疾病治療や再生医療のため
の有用なセルソースとなると考えられる．

○河阪 明彦，上木 耕一郎，諸井 明徳，樋口 雅俊
山梨大学医学部附属病院歯科口腔外科

Development of CO2 laser device for bone regeneration in 
cranial bone of hamster
○KOSAKA A, UEKI K, MOROI A, HIGUCHI M
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of 
medicine,University of Yamanashi

P-1-6★
骨再生のための新規レーザー治療に関する
実験的研究

Ⅰ目的：　インプラントを埋入する以前に骨移植，人工骨を
使用した骨増生を必要とすることが多い．力学的刺激が骨再
生を促すことが示唆されており，レーザーでも硬組織再生を
促す可能性がある．現在，主に歯科治療に使用されている
レーザーにはEr：YAGレーザー，Nd：YAGレーザー，CO2

レーザーがあり，波長の違いによりその用途は様々である．
歯牙硬組織切削，歯肉など軟組織切開，知覚過敏処置，疼痛
緩和などが主な使用目的であるが，歯槽骨再生に関する研究
開発は比較的少ない．本研究の目的は，工学と歯科医学の融
合により，動物実験を通し歯牙および歯槽骨における修復再
生を可能とする条件のレーザーを開発し，臨床応用可能とす
ることである．
Ⅱ材料および方法：　山梨大学動物実験倫理委員会の承認
（承認番号：A-25-6）を得た後，山梨大学工学部にて新開発
されたCO2レーザーを用い，新生骨の形成の促進効果を検討
した．Syrian Golden Hamster10週齢のオス64匹の頭蓋骨を
露出させた後，直接，各条件のレーザー照射（A：88.2 J /cm2

照射群，B：220.5 J /cm2照射群，C：441 J /cm2照射群，D：
661.5 J /cm2）を施行した．その後閉創し，レーザー照射から
1 ，2 ，3 ，4 週後に安楽死させ，新生骨量を評価した．免疫
組織化学的検討の方法として各レーザー照射部位において，
Anti-rat抗Osteocalcinマウスモノクローナル抗体に褐色に染
色された細胞をオステオカルシン陽性細胞として，細胞1000個
あたりの陽性細胞数を算定し，陽性細胞率を算出した．また，
組織形態学的検討の方法として画像解析ソフト（Image-J）
を用いて新生骨組織の面積を計測し占有率を算出し，各群で
比較検討した．
Ⅲ結果：　免疫組織化学的検討結果，コントロール群（レー
ザー照射無し）に比べC，D照射群において，レーザー照射
後 2 週目に高いオステオカルシン陽性細胞率を認め，D照射
群で最大であった．組織形態学的検討結果では，コントロー
ル群（レーザー照射無し）に比べD照射群において，レー
ザー照射後 2 週目に高い新生骨形成を認めた．
Ⅳ考察および結論：　今回の骨再生実験において，新開発さ
れたCO2レーザーの条件設定を変更することにより新生骨の
形成が可能であることが示唆された．

ポスター発表2
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○普山田 宏成1, 2，宮前 真1, 2，後藤 正志1，寺倉 健1, 2，
村上 弘1, 2

愛知学院大学歯学部高齢者歯科学講座1，愛知学院大学歯学
部口腔インプラント科2

An evaluation of the osteoinduction of bone morphogenetic 
protein with the three-dimensional porous titanium 
scaffolds manufactured in electron beam melting system
○FUYAMADA H1, 2, MIYAMAE S1, 2, GOTO M1, 
TERAKURA T1, 2, MURAKAMI H1, 2

Department of Gerodontology, School of Dentistry, Aichi 
Gakuin University1, Division of Implant Dentistry, School of 
Dentistry, Aichi Gakuin University2

P-1-7★
電子ビーム粉末積層造形法を用いた
純チタンスキャホールドと骨形成因子の
複合化による骨誘導能の評価

Ⅰ目的：　近年，コンピュータ技術および三次元加工機の発
展に伴い，CAD/CAMシステムの臨床応用が急速に拡大し
ている．一方，インプラント治療においては，付加的に骨造
成を必須とする場合も多いが，広範な骨欠損を有する場合で
は，再生医療におけるスキャホールドを応用することにな
る．そこで本研究では，電子ビーム粉末積層造形法（EBM
法）により純チタンスキャホールドを製作し，骨形成因子
（BMP：Bone Morphogenetic Protein）を用いた骨造成法
の構築を目的に研究を行い，新たな知見を得たので報告す
る． 
Ⅱ材料および方法：　in vitroにおいて，スキャホールドの
生体活性に与える影響を確認するため，純チタン粉末から直
径10 mm，厚さ1 mmのチタンディスクをEBM法により製作
し，マウス頭蓋骨骨芽細胞様細胞由来MC3T3-E1細胞を用い
た細胞増殖試験および走査型電子顕微鏡（SEM）による形
態観察を行った．さらに，in vivoにおいて，直径 4 mm，長さ
8.5 mmの円柱状に製作した多孔質スキャホールドと部分精
製BMPおよびリコンビナントBMP-2を複合化後，それぞれ
DDY conventionalマウス（ 4 週齢，雄性）およびSprague-
Dawlayラット（ 4 週齢，雄性）の左側大腿部に移植し，マ
イクロCTおよび組織観察により新生骨誘導能を評価した．
なお本研究は，愛知学院大学動物実験倫理委員会の承認を得
て行った（承認番号AGUD165号，AGUD203号）．
Ⅲ結果：　細胞増殖試験では，培養日数の経過とともにチタ
ンディスク上での細胞増殖が認められ，コントロール群と比
較し有意に高い値を示した．SEM像においては，細胞がチ
タンディスク上で複数層に重なるような増殖様相を観察し
た．移植試験における部分精製BMPおよびリコンビナント
BMP-2との複合化では，両者ともにマイクロCT像でスキャ
ホールド周囲に新たに誘導された骨様組織と思われる不透過
像を観察したが，組織観察において異なる骨誘導性を確認し
た． 
Ⅳ考察および結論：　以上の結果より，電子ビーム粉末積層
造形法により製作した純チタンスキャホールドは，良好な細
胞適合性を有し，新生骨の誘導に最適な形状の三次元多孔質
スキャホールドを開発する手法として，有効であることが示
唆された．

○會田 英紀1，河野 舞2，坂田 美幸3，遠藤 一彦4，
越野 寿1

北海道医療大学歯学部咬合再建補綴学分野1，北海道医療大
学歯学部臨床教育管理運営分野2，関東・甲信越支部3，北
海道医療大学歯学部生体材料工学分野4

Photofunctionalization of titanium demonstrates the 
long-lasting superiority in bone-implant integration strength
○AITA H1, KONO M2, SAKATA M3, ENDO K4, 
KOSHINO H1

Department of Occlusion and Removable Prosthodontics, 
Health Science University of Hokkaido School1, 
Department of Advanced Clinical Education, Health 
Sciences University of Hokkaido School of Dentistry2, 
Kanto-Koshinetsu Branch3, Department of Biomaterials 
and Bioengineering, Health Sciences University of Hokkaido 
School of Dentistry4

P-1-8
光機能化処理によって増強された骨
－インプラント結合強度は長期間保たれる

Ⅰ目的：　インプラント表面の最適化によって，オッセオイ
ンテグレーションの獲得が早まることが広く認められてい
る．一方で，オッセオインテグレーション成立後のリモデリ
ングの過程でインプラントの表面性状の違いによる優位性は
失われるという報告がある．演者らがこれまで報告してきた
インプラントの光機能化処理は，ラットモデルにおいてオッ
セオインテグレーションの獲得を 4 倍早めることがわかって
いることから，リモデリング後にもその優位性を維持してい
る可能性が示唆されている．そこで本研究では，光機能化処
理がオッセオインテグレーション獲得後のインプラントの力
学的安定性に及ぼす影響について，ラットモデルを用いて検
討を行うこととした．
Ⅱ材料および方法：　試作シリンダー型インプラント（直径
1 mm×長さ 2 mm，JIS第二種純チタン）にフッ化水素酸と
硫酸を用いて, 二重に酸処理を施したものをインプラント体
として使用した. 酸処理後, 1 か月間暗所にて保存したものを
対照群とし, 埋入前に15分間の短波長紫外線照射を行ったも
のを光機能化群とした．北海道医療大学動物実験倫理委員
会の承認を得た後（承認番号019号），各試料を 8 週齢雄性
Sprague Dawleyラット10匹の左右大腿骨遠心骨端 9 mmの
位置に埋入した．埋入後12, 24週目に摘出したインプラント
体を含む大腿骨に対して押し込み試験を行い，最大押し込み
荷重を測定した（ n = 5 ）. 押し込み試験の結果に対して，二
元配置分散分析の後にBonferroni検定を行った（α=0.05）．
Ⅲ結果：　埋入後12週の押し込み試験において, 対照群と実
験群の最大押し込み荷重は，それぞれ59.0±5.5，111.9±10.5 N
であり，埋入後24週では，それぞれ140.9±31.1，194.2±17.6 N
であった．光機能化処理によって，骨－インプラントの結合
強度は埋入後24週でも1.4倍に有意に増大していた（p<0.05）.
Ⅳ考察および結論：　本実験の結果から，光機能化処理後に
埋入されたインプラントは，埋入後24週でも有意に高い骨－
インプラントの結合強度を示すことが確認された．光機能化
処理により早期に強固なオッセオインテグレーションが獲得
されると，インプラントの力学的安定性は長期間維持される
ことが期待される．

○大嶋 瑶子，岩佐 文則，舘 慶太，横山 紗和子，馬場 一美
昭和大学歯学部歯科補綴学講座

Enhanced osteogenesis and osseointegration on 
ceria-stabilized zirconia/alumina nanocomposite with 
nanofeatured topography
○OSHIMA Y, IWASA F, TACHI K, YOKOYAMA S, 
BABA K
Department of prosthodontics, Showa university school of 
Dentistry

P-1-9★
ナノ構造をもつセリア安定化ジルコニア/
アルミナ・ナノ複合体の骨形成と
オッセオインテグレーションへの影響

Ⅰ目的：　セリア安定化ジルコニア/アルミナ・ナノ複合体
（Ce-TZP/A）は，イットリア系ジルコニアと比較して約２
倍の強靭性と，口腔内のような水熱環境下でも劣化しない優
れた特性を有する．本研究ではCe-TZP/Aを用いた新たなイ
ンプラント体の開発を目指し，表面にフッ化水素酸（HF）
処理を施し骨芽細胞様細胞（MC3T3-E1）の増殖・分化，in 

vivoでの骨結合能を評価した．
Ⅱ材料および方法：　直径20 mm，厚さ 1 mmのCe-TZP/A
の機械研磨基盤［Zr（0%）］と，4 %と55% HFにて24時間処
理した基盤［Zr（4%），Zr（55%）］，67%硫酸水溶液で処理し
たチタン基盤（AETi）を試料片とし，SEMにより表面形態
を観察した．MC3T3-E1細胞を各試料片上で 3 ，24時間，5 日
間培養し，細胞接着数と増殖数をWST-1テストで評価した．
分化傾向についてはALP活性試験ならびに骨関連遺伝子
Osterix，OsteocalcinのmRNAの発現をReal Time PCRにて
解析した．生後 8 週 齢雄のラット大腿骨へAETiとZr（55%）
のmini implantを埋入し，術後 2 週間の骨結合力をpush-in 
testにて測定した．統計は一元配置分散分析後Turkeyの多
重比較を行った．本研究は昭和大学動物実験倫理委員会の承
認後実施した（番号27D072）．
Ⅲ結果：　SEM像より，HF処理したZr（55%）表面にナノ
レベルの球状構造が認められた．24時間培養後の細胞接着
は，Zr（55%）とAETiで顕著な増加が認められ，さらに 5 日
後では，Zr（55%）はAETiと比較して有意な細胞数の増加
が認められた（P<0.01）． ALP活性は，14，21日後でZr（4%）
とZr（55%）がAETi，Zr（0%）と比較し活性が高まり，
osterixは 7 日後で，osteocalcinは 7 ，14日後で，Zr（55%）
がAETiと比較し有意に上昇した（P<0.01）．ラット大腿骨
埋入 2 週間後の骨結合力は，Zr（55%）がAETiと比較し有
意に高い結果となった（P<0.01）．
Ⅳ考察および結論：　55%HFにて表面処理されたCe-TZP/A
は骨芽細胞の接着・増殖・分化並びに，in vivoでの骨結合力
を促進することが明らかになり，インプラント体としての臨
床応用の可能性が示唆された．

○沖 佳史，土井 一矢，牧原 勇介，久保 隆靖，津賀 一弘
広島大学大学院医歯薬保健学研究科

Effect of intermittent parathyroid hormone administration 
on primary stability and osseointegration in rabbit 
osteoporosis model
○OKI Y, DOI K, MAKIHARA Y, KUBO T, TSUGA K
Hiroshima University Graduate School of Biomedical and 
Health Sciences

P-1-10
副甲状腺ホルモン間歇投与がインプラントの
初期固定および骨支持に及ぼす影響
－骨質低下ラビットモデルでの検討

Ⅰ目的：　近年，骨粗鬆症などによる骨質低下に対する副甲
状腺ホルモン（PTH）の間歇投与が骨芽細胞の活性化によっ
て骨質を改善させることが報告されており，骨質低下部位に
おけるインプラントの初期固定およびオッセオインテグレー
ション獲得に有用であると期待できる．今回，規格化した骨
質低下モデル動物を用いて，PTH間歇投与がインプラント初
期固定および骨支持に及ぼす影響を検討した．
Ⅱ材料および方法：　広島大学大学院動物実験倫理委員会の
承認（承認番号A01-10）を得た後，雌性ニュージーランド
ホワイトラビット17週齢15羽の卵巣摘出を行い，その2週後
より酢酸メチルプレドニゾロン（デポ・メドロールⓇ，ファ
イザー，東京）0.5 mg/kg/dayを 4 週間筋肉内注射にて投与
し，ステロイド性骨質低下モデルとした．さらにその 1 週後
から動物10羽にPTH（フォルテオⓇ，ファイザー，東京）40 
μg/dayを 4 週間皮下注射にて間歇投与し，両側大腿骨遠位
端顆頭にインプラント（セティオⓇ PLUS，GC，東京）を埋
入し，埋入後もPTHを同条件で 4 週間間歇投与したものを
PTHa群（n= 5 ），埋入後に生理的食塩水を同条件で投与し
たものをPTHb群（n= 5 ）とした．残りの動物はインプラ
ント埋入前後に生理的食塩水を同条件で投与し，VEH群
（n= 5 ）とした．初期固定の評価として，インプラント埋
入時のトルク値およびインプラント安定度指数（ISQ）値を
測定した．その 4 週後，オッセオインテグレーション獲得の
評価としてISQ値を測定した．得られたデータは一元配置分
散分析およびTurkeyの検定を用いて統計学的に分析した．
Ⅲ結果：　インプラント埋入時のトルク値およびISQ値は
PTHa群およびPTHb群がVEH群と比較して有意に高い値を
示した（p<0.05）．また，埋入 4 週後のISQ値はPTHa群が
PTHb群およびVEH群と比較して有意に高い値を示した
（p<0.05）．
Ⅳ考察および結論：　PTHの間歇投与は，骨芽細胞の活性
化による骨形成の促進により，骨梁構造を増加させ，骨質が
低下したインプラント埋入部位での骨質が改善されることで
良好な初期固定が獲得されたと考えられる．さらに，継続的
なPTHの投与により，二次固定としての骨治癒を促進し，
良好な骨支持が獲得されたと考えられる．以上の結果より，
PTHの間歇投与は，インプラント初期固定およびオッセオ
インテグレーションの獲得に有用な治療法であることが示唆
された．
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○普山田 宏成1, 2，宮前 真1, 2，後藤 正志1，寺倉 健1, 2，
村上 弘1, 2

愛知学院大学歯学部高齢者歯科学講座1，愛知学院大学歯学
部口腔インプラント科2

An evaluation of the osteoinduction of bone morphogenetic 
protein with the three-dimensional porous titanium 
scaffolds manufactured in electron beam melting system
○FUYAMADA H1, 2, MIYAMAE S1, 2, GOTO M1, 
TERAKURA T1, 2, MURAKAMI H1, 2

Department of Gerodontology, School of Dentistry, Aichi 
Gakuin University1, Division of Implant Dentistry, School of 
Dentistry, Aichi Gakuin University2

P-1-7★
電子ビーム粉末積層造形法を用いた
純チタンスキャホールドと骨形成因子の
複合化による骨誘導能の評価

Ⅰ目的：　近年，コンピュータ技術および三次元加工機の発
展に伴い，CAD/CAMシステムの臨床応用が急速に拡大し
ている．一方，インプラント治療においては，付加的に骨造
成を必須とする場合も多いが，広範な骨欠損を有する場合で
は，再生医療におけるスキャホールドを応用することにな
る．そこで本研究では，電子ビーム粉末積層造形法（EBM
法）により純チタンスキャホールドを製作し，骨形成因子
（BMP：Bone Morphogenetic Protein）を用いた骨造成法
の構築を目的に研究を行い，新たな知見を得たので報告す
る． 
Ⅱ材料および方法：　in vitroにおいて，スキャホールドの
生体活性に与える影響を確認するため，純チタン粉末から直
径10 mm，厚さ1 mmのチタンディスクをEBM法により製作
し，マウス頭蓋骨骨芽細胞様細胞由来MC3T3-E1細胞を用い
た細胞増殖試験および走査型電子顕微鏡（SEM）による形
態観察を行った．さらに，in vivoにおいて，直径 4 mm，長さ
8.5 mmの円柱状に製作した多孔質スキャホールドと部分精
製BMPおよびリコンビナントBMP-2を複合化後，それぞれ
DDY conventionalマウス（ 4 週齢，雄性）およびSprague-
Dawlayラット（ 4 週齢，雄性）の左側大腿部に移植し，マ
イクロCTおよび組織観察により新生骨誘導能を評価した．
なお本研究は，愛知学院大学動物実験倫理委員会の承認を得
て行った（承認番号AGUD165号，AGUD203号）．
Ⅲ結果：　細胞増殖試験では，培養日数の経過とともにチタ
ンディスク上での細胞増殖が認められ，コントロール群と比
較し有意に高い値を示した．SEM像においては，細胞がチ
タンディスク上で複数層に重なるような増殖様相を観察し
た．移植試験における部分精製BMPおよびリコンビナント
BMP-2との複合化では，両者ともにマイクロCT像でスキャ
ホールド周囲に新たに誘導された骨様組織と思われる不透過
像を観察したが，組織観察において異なる骨誘導性を確認し
た． 
Ⅳ考察および結論：　以上の結果より，電子ビーム粉末積層
造形法により製作した純チタンスキャホールドは，良好な細
胞適合性を有し，新生骨の誘導に最適な形状の三次元多孔質
スキャホールドを開発する手法として，有効であることが示
唆された．

○會田 英紀1，河野 舞2，坂田 美幸3，遠藤 一彦4，
越野 寿1

北海道医療大学歯学部咬合再建補綴学分野1，北海道医療大
学歯学部臨床教育管理運営分野2，関東・甲信越支部3，北
海道医療大学歯学部生体材料工学分野4

Photofunctionalization of titanium demonstrates the 
long-lasting superiority in bone-implant integration strength
○AITA H1, KONO M2, SAKATA M3, ENDO K4, 
KOSHINO H1

Department of Occlusion and Removable Prosthodontics, 
Health Science University of Hokkaido School1, 
Department of Advanced Clinical Education, Health 
Sciences University of Hokkaido School of Dentistry2, 
Kanto-Koshinetsu Branch3, Department of Biomaterials 
and Bioengineering, Health Sciences University of Hokkaido 
School of Dentistry4

P-1-8
光機能化処理によって増強された骨
－インプラント結合強度は長期間保たれる

Ⅰ目的：　インプラント表面の最適化によって，オッセオイ
ンテグレーションの獲得が早まることが広く認められてい
る．一方で，オッセオインテグレーション成立後のリモデリ
ングの過程でインプラントの表面性状の違いによる優位性は
失われるという報告がある．演者らがこれまで報告してきた
インプラントの光機能化処理は，ラットモデルにおいてオッ
セオインテグレーションの獲得を 4 倍早めることがわかって
いることから，リモデリング後にもその優位性を維持してい
る可能性が示唆されている．そこで本研究では，光機能化処
理がオッセオインテグレーション獲得後のインプラントの力
学的安定性に及ぼす影響について，ラットモデルを用いて検
討を行うこととした．
Ⅱ材料および方法：　試作シリンダー型インプラント（直径
1 mm×長さ 2 mm，JIS第二種純チタン）にフッ化水素酸と
硫酸を用いて, 二重に酸処理を施したものをインプラント体
として使用した. 酸処理後, 1 か月間暗所にて保存したものを
対照群とし, 埋入前に15分間の短波長紫外線照射を行ったも
のを光機能化群とした．北海道医療大学動物実験倫理委員
会の承認を得た後（承認番号019号），各試料を 8 週齢雄性
Sprague Dawleyラット10匹の左右大腿骨遠心骨端 9 mmの
位置に埋入した．埋入後12, 24週目に摘出したインプラント
体を含む大腿骨に対して押し込み試験を行い，最大押し込み
荷重を測定した（ n = 5 ）. 押し込み試験の結果に対して，二
元配置分散分析の後にBonferroni検定を行った（α=0.05）．
Ⅲ結果：　埋入後12週の押し込み試験において, 対照群と実
験群の最大押し込み荷重は，それぞれ59.0±5.5，111.9±10.5 N
であり，埋入後24週では，それぞれ140.9±31.1，194.2±17.6 N
であった．光機能化処理によって，骨－インプラントの結合
強度は埋入後24週でも1.4倍に有意に増大していた（p<0.05）.
Ⅳ考察および結論：　本実験の結果から，光機能化処理後に
埋入されたインプラントは，埋入後24週でも有意に高い骨－
インプラントの結合強度を示すことが確認された．光機能化
処理により早期に強固なオッセオインテグレーションが獲得
されると，インプラントの力学的安定性は長期間維持される
ことが期待される．

○大嶋 瑶子，岩佐 文則，舘 慶太，横山 紗和子，馬場 一美
昭和大学歯学部歯科補綴学講座

Enhanced osteogenesis and osseointegration on 
ceria-stabilized zirconia/alumina nanocomposite with 
nanofeatured topography
○OSHIMA Y, IWASA F, TACHI K, YOKOYAMA S, 
BABA K
Department of prosthodontics, Showa university school of 
Dentistry

P-1-9★
ナノ構造をもつセリア安定化ジルコニア/
アルミナ・ナノ複合体の骨形成と
オッセオインテグレーションへの影響

Ⅰ目的：　セリア安定化ジルコニア/アルミナ・ナノ複合体
（Ce-TZP/A）は，イットリア系ジルコニアと比較して約２
倍の強靭性と，口腔内のような水熱環境下でも劣化しない優
れた特性を有する．本研究ではCe-TZP/Aを用いた新たなイ
ンプラント体の開発を目指し，表面にフッ化水素酸（HF）
処理を施し骨芽細胞様細胞（MC3T3-E1）の増殖・分化，in 

vivoでの骨結合能を評価した．
Ⅱ材料および方法：　直径20 mm，厚さ 1 mmのCe-TZP/A
の機械研磨基盤［Zr（0%）］と，4 %と55% HFにて24時間処
理した基盤［Zr（4%），Zr（55%）］，67%硫酸水溶液で処理し
たチタン基盤（AETi）を試料片とし，SEMにより表面形態
を観察した．MC3T3-E1細胞を各試料片上で 3 ，24時間，5 日
間培養し，細胞接着数と増殖数をWST-1テストで評価した．
分化傾向についてはALP活性試験ならびに骨関連遺伝子
Osterix，OsteocalcinのmRNAの発現をReal Time PCRにて
解析した．生後 8 週 齢雄のラット大腿骨へAETiとZr（55%）
のmini implantを埋入し，術後 2 週間の骨結合力をpush-in 
testにて測定した．統計は一元配置分散分析後Turkeyの多
重比較を行った．本研究は昭和大学動物実験倫理委員会の承
認後実施した（番号27D072）．
Ⅲ結果：　SEM像より，HF処理したZr（55%）表面にナノ
レベルの球状構造が認められた．24時間培養後の細胞接着
は，Zr（55%）とAETiで顕著な増加が認められ，さらに 5 日
後では，Zr（55%）はAETiと比較して有意な細胞数の増加
が認められた（P<0.01）． ALP活性は，14，21日後でZr（4%）
とZr（55%）がAETi，Zr（0%）と比較し活性が高まり，
osterixは 7 日後で，osteocalcinは 7 ，14日後で，Zr（55%）
がAETiと比較し有意に上昇した（P<0.01）．ラット大腿骨
埋入 2 週間後の骨結合力は，Zr（55%）がAETiと比較し有
意に高い結果となった（P<0.01）．
Ⅳ考察および結論：　55%HFにて表面処理されたCe-TZP/A
は骨芽細胞の接着・増殖・分化並びに，in vivoでの骨結合力
を促進することが明らかになり，インプラント体としての臨
床応用の可能性が示唆された．

○沖 佳史，土井 一矢，牧原 勇介，久保 隆靖，津賀 一弘
広島大学大学院医歯薬保健学研究科

Effect of intermittent parathyroid hormone administration 
on primary stability and osseointegration in rabbit 
osteoporosis model
○OKI Y, DOI K, MAKIHARA Y, KUBO T, TSUGA K
Hiroshima University Graduate School of Biomedical and 
Health Sciences

P-1-10
副甲状腺ホルモン間歇投与がインプラントの
初期固定および骨支持に及ぼす影響
－骨質低下ラビットモデルでの検討

Ⅰ目的：　近年，骨粗鬆症などによる骨質低下に対する副甲
状腺ホルモン（PTH）の間歇投与が骨芽細胞の活性化によっ
て骨質を改善させることが報告されており，骨質低下部位に
おけるインプラントの初期固定およびオッセオインテグレー
ション獲得に有用であると期待できる．今回，規格化した骨
質低下モデル動物を用いて，PTH間歇投与がインプラント初
期固定および骨支持に及ぼす影響を検討した．
Ⅱ材料および方法：　広島大学大学院動物実験倫理委員会の
承認（承認番号A01-10）を得た後，雌性ニュージーランド
ホワイトラビット17週齢15羽の卵巣摘出を行い，その2週後
より酢酸メチルプレドニゾロン（デポ・メドロールⓇ，ファ
イザー，東京）0.5 mg/kg/dayを 4 週間筋肉内注射にて投与
し，ステロイド性骨質低下モデルとした．さらにその 1 週後
から動物10羽にPTH（フォルテオⓇ，ファイザー，東京）40 
μg/dayを 4 週間皮下注射にて間歇投与し，両側大腿骨遠位
端顆頭にインプラント（セティオⓇ PLUS，GC，東京）を埋
入し，埋入後もPTHを同条件で 4 週間間歇投与したものを
PTHa群（n= 5 ），埋入後に生理的食塩水を同条件で投与し
たものをPTHb群（n= 5 ）とした．残りの動物はインプラ
ント埋入前後に生理的食塩水を同条件で投与し，VEH群
（n= 5 ）とした．初期固定の評価として，インプラント埋
入時のトルク値およびインプラント安定度指数（ISQ）値を
測定した．その 4 週後，オッセオインテグレーション獲得の
評価としてISQ値を測定した．得られたデータは一元配置分
散分析およびTurkeyの検定を用いて統計学的に分析した．
Ⅲ結果：　インプラント埋入時のトルク値およびISQ値は
PTHa群およびPTHb群がVEH群と比較して有意に高い値を
示した（p<0.05）．また，埋入 4 週後のISQ値はPTHa群が
PTHb群およびVEH群と比較して有意に高い値を示した
（p<0.05）．
Ⅳ考察および結論：　PTHの間歇投与は，骨芽細胞の活性
化による骨形成の促進により，骨梁構造を増加させ，骨質が
低下したインプラント埋入部位での骨質が改善されることで
良好な初期固定が獲得されたと考えられる．さらに，継続的
なPTHの投与により，二次固定としての骨治癒を促進し，
良好な骨支持が獲得されたと考えられる．以上の結果より，
PTHの間歇投与は，インプラント初期固定およびオッセオ
インテグレーションの獲得に有用な治療法であることが示唆
された．

ポ
ス
タ
ー
発
表

ポ
ス
タ
ー
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<P274>　  1076033 日本口腔インプラント学会誌_ 

1

校 

2

校 

3

校 

N

校 _結城<P275>　



276

○江副 祐史，松井 桂子，川井 忠，高橋 哲
東北大学病院歯学研究科歯科顎口腔外科学分野

Evaluation of the capability of boneregeneration to the 
socket presevation by octacalcium phosphate/collagen 
composite
○EZOE Y, MATSUI K, KAWAI T, TAKAHASHI T
Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Tohoku 
University

P-1-11
リン酸オクタカルシウム・コラーゲン複合体の
イヌ抜歯窩socket preservationへの応用による
骨再生能の評価

Ⅰ目的：　リン酸オクタカルシウム（OCP）とコラーゲンと
の複合体（OCP/Col）は骨欠損に埋入することで高い骨再
生能と生体親和性を示すことがラットの頭蓋冠やイヌの頭蓋
骨，顎骨の人工的臨界骨欠損での実験により明らかとなって
おり，現在臨床応用に向けて研究が進められている．一方，
これまでの研究ではOCP/Colの埋入窩を閉鎖創としており，
歯科小手術で汎用される開放創での使用による骨再生能は示
されていない．そこで本研究では開放創におけるOCP/Col
の骨再生能についてin vivoによる検討を行った．なお本実験
は国立大学法人東北大学動物実験施設の承認を受け，十分に
安全に配慮し実験を行った（承認番号2012歯動-86）．
Ⅱ材料および方法：　イヌの下顎片側臼歯を 2 本抜歯し，
OCP/Colを抜歯窩に即時埋入し開放創とした．コントロー
ルとして逆側を同様に抜歯術を施行し閉鎖創とした．術後 4
週毎にX線撮影による経過観察を行い，術後12週後にと殺し
骨再生能を単純X線およびマイクロCTにて評価した．それ
ぞれ抜歯窩の頬舌的幅径，近遠心的幅径の回復程度を比較検
討した．
Ⅲ結果：　術後の全身状態に明らかな異常所見は認めなかっ
た．OCP/Colは開放創，閉鎖創に埋入12週後において頬舌
的および近遠心的に高い骨再生能を示し，有意差は認めな
かった．また双方において口腔内の明らかな炎症所見は認め
なかった．
Ⅳ考察および結論：　OCP/Colは開放創での使用において
もある程度吸収されずに形態を保持し，骨誘導を行うことが
考えられた．このことから，OCP/Colは抜歯術などの歯科
小手術において開放創での応用性が示唆された．今後はより
大きな骨欠損での適用によりOCP/Colの骨再生能および生
体親和性が維持されるかどうか実験，検討を行う予定であ
る．

○髙橋 潤1，川木 晴美2，近藤 雄三1，土井 豊3，
永原 國央1

朝日大学歯学部附属病院口腔インプラント科1，朝日大学歯
学部口腔構造機能発育学講座口腔生化学分野2，朝日大学歯
学部口腔機能修復学講座歯科理工学分野3

In vivo assessment of carbonate apatite as a bone substitute
○TAKAHASHI J1, KAWAKI H2，KONDO Y1, DOI Y3, 
NAGAHARA K1

Department of Oral and Maxillofacial. Implant, Asahi 
University School of Dentistry1, Department of Oral 
Biochemistry, Division of Oral Structure, Function and 
Development Asahi University School of Dentistry2，
Department of Dental Materials Science, Division of Oral 
Functional Science and Rehabil. Asahi University School of 
Dentistry3

P-1-12
炭酸含有アパタイトを骨補填材として応用した際
の生体内での動態評価

Ⅰ目的：　歯科インプラント治療では骨補填材の需要が増加
しており, 代表的な骨補填材としてハイドロキシアパタイト
（HA）が応用されているが組織再生後も残存するなどの問
題点があり, 自家骨移植の代替材となりうる人工骨補填材の
開発が急務である．このような背景から, 我々は骨アパタイ
トと同等の炭酸イオンを含む炭酸含有アパタイト（CA）を
開発した．そしてCA上で培養した細胞の動態について報告
してきた．今回は各種骨補填材の緻密体顆粒をラット大腿骨
に, 多孔体顆粒をヌードマウス皮下に移植して, 移植後のCA
と周囲組織の応答について検討した．
Ⅱ材料および方法：　朝日大学動物実験倫理委員会の承認
（14-025, 14-026）を得た後，12週齢の雄性Wistarラット大腿
骨にトレフィンバーにて骨欠損を作製しCA, HA，およびβ-
リン酸三カルシウム（β-TCP）を填入する群と骨補填材を
填入しないコントロール群を作製した. さらにCA, HA, およ
びβ-TCP多孔体をそれぞれ20 mgずつヌードマウス背側皮下
に移植した. ラット大腿骨は術後 7 日および 3 週間後で, マウ
ス皮下への埋植物は術後 3 週間で取り出してパラフィン包埋
切片を作製し, 組織化学的, 免疫組織化学的解析を行った．さ
らに, 各種多孔体存在下での細胞挙動を用いて検討した.
Ⅲ結果：　ラット大腿骨骨欠損モデルでは, CAおよびHA填
入群で, 術後 7 日目には顆粒を足場に母床骨から細胞が進入
し, 顆粒周囲に骨様の組織が形成されており, 3 週間後では新
生骨の形成が顕著であった. さらに蛍光免疫染色から, CAを
填入した組織では, 新生骨と顆粒の間にオステリックス陽性
細胞が多数認められた. また, マウス皮下組織では, 他の材料
に比べ, 移植したCA多孔体周囲で硬組織様組織の形成が顕著
であった. 細胞挙動の検討では, CA多孔体とともに培養した
細胞で増殖が顕著であり, 骨芽細胞への分化評価では, HAお
よびCA多孔体で骨芽細胞の分化マーカーであるALP, オステ
オカルシンの発現が有意に上昇していた.
Ⅳ考察および結論：　CAは多孔体においてもHAおよびβ
-TCPと比較して, 骨欠損部あるいは皮下組織において周囲組
織の細胞の足場として優れており, 骨芽細胞への分化あるい
は良好な骨様硬組織の誘導能を有することが示された．

○大場 誠悟，江頭 寿洋，中谷 佑哉，住田 吉慶，朝比奈 泉
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科顎口腔再生外科

Comparative study of the onlay bone augmented 
capabilities of hydroxyapatite/collagen composite material, 
hydroxyapatite and beta-tricalcium phosphate
○OHBA S, EGASHIRA T, NAKATANI Y, SUMITA Y, 
ASAHINA I
Division of Regenerative Oral Surgery, Nagasaki University

P-1-13★
Hydroxyapatite/collagen composite 
material， hydroxyapatite， beta-TCPによる
onlay 状骨造成能の比較検討

Ⅰ目的：　補綴治療の観点から理想的な位置へのインプラン
トの埋入は，歯槽骨の不足によりしばしば困難となることが
ある．そのため，骨の造成が必要となることが少なくない．
３壁性の骨欠損の場合であれば，guided bone regeneration
や人工骨の補填などによりインプラント埋入に足る骨造成を
行うことが可能な場合が多い．しかしながら，高さ/幅ともに
歯槽骨の不足が認められた場合には，onlay状に骨造成を行
う必要があり，しばしば必要十分量の骨造成が困難となる．
hydroxyapatite/collagen composite material （HA/Col）は
比較的新しい材料で，整形外科分野では骨補填材料として有
効な材料として用いられてきている．そこで本材料の骨の
新生能を，従来のhydroxyapatite（HA）とbeta-tricalcium 
phosphate（β-TCP）とで比較し，onlay状の骨造成に本材料
が有効であるか否かの検討を行うことを本研究の目的とし
た．本研究は長崎大学動物実験施設の承認を得ている
（1103300910-3）．
Ⅱ材料および方法：　5×5×5 mmのブロック状のHA/Col 
（ReFit, HOYA, Japan），HA （APASERAM-AX, HOYA），
β-TCP（SUPERPORE-EX, HOYA）を血液に浸透させ，6
週齢のヌードマウスの頭頂骨上にonlay状に移植を行った．
移植後 4 週間で組織採取を行い，hematoxylin/eosin染色を
行い，Image J Software （NIH, Bethesda, USA）を用いて，
新生骨の面積を 3 群間で比較した．
Ⅲ結果：　骨新生はいずれの群でも観察されたが，HA/Col
群で最も新生骨の誘導が認められた．また，HA/Col群では
新生骨内に骨髄様の組織も観察された．
Ⅳ考察および結論：　ReFitはHAの粒子が細かく，original
の骨に類似した結晶構造をしており，骨新生能が高いといわ
れている．ReFit群では移植後 4 週間で骨髄様の構造も確認
できており，早期に成熟した骨を新生できると考えられる．
また，HAの粒子が細かいため，自家骨に置換されるため感
染などのリスクも少ないと考えられる．本研究の結果から，
ReFitはonlay状の骨造成に有効な材料であることが示唆され
た．

○永井 宏和1，藤澤 健司1，都留 寛治2，石川 邦夫2，
宮本 洋二1

徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔外科学分野1，九州大学
大学院歯学研究院生体材料学分野2

Application of low crystalline carbonate apatite to bone 
reconstruction: The tissue reaction in mandibular bone 
defects of beagle dogs.
○NAGAI H1, FUJISAWA K1, TSURU K2, 
ISHIKAWA K2, MIYAMOTO Y1

Department of Oral Surgery, Institute of Biomedical 
Sciences, Tokushima University Graduate School1, 
Department of Biomaterials, Faculty of Dental Science, 
Kyushu University2

P-1-14★
低結晶性炭酸アパタイトの骨再建への応用　
イヌ顎骨に作製した骨欠損部への移植

Ⅰ目的：　生体骨の無機成分はハイドロキシアパタイト
（HAp）ではなく，炭酸基を含む炭酸アパタイト（CO3Ap）
である．CO3Apは生体内で吸収されて骨に置換する優れた性
質を有するため，骨再建材料として期待される．アパタイト
系材料を臨床使用する場合，ブロック状や顆粒状に成形する
必要があり，一般には焼結成形が行われる．しかし，CO3Ap
は熱的に不安定であり，焼結過程において炭酸基が離脱し分
解されるため，臨床応用されなかった．われわれは，高温で
の焼結処理なしに低結晶性CO3Ap硬化体を作製する方法を
開発して基礎的研究を行ってきた．今回，イヌ顎骨に作製し
た骨欠損に低結晶性CO3Apを移植して組織学的検討を行っ
たので報告する．
Ⅱ材料および方法：　CO3Apは水酸化カルシウムを前駆体
として溶解-析出型組成変換反応で調製した．まず，水酸化
カルシウム加圧成型体を炭酸ガスにて炭酸化して炭酸カルシ
ウム硬化体を作製し，これを粉砕して顆粒を調製した．この
炭酸カルシウム顆粒をリン酸水素二ナトリウム水溶液中で処
理して，CO3Ap顆粒を作製した．徳島大学動物実験委員会
の承認（承認番号：徳動物13122）を得た後，移植実験を
行った．移植実験には，12か月齢以上のビーグル犬（体重：
8～14 kg）を用いた．ビーグル犬の両側下顎骨臼歯を抜歯
し，その 8 か月後に同部下顎骨に直径 2 mm,  深さ 6 mmの
骨欠損を作製して，CO3Ap顆粒を移植した．移植後12週，
24週に下顎骨を摘出し，摘出試料のマイクロCTを撮影した
後，非脱灰切片を作製して組織学的な評価を行った．対照は
ハイドロキシアパタイト（HAp）顆粒（NeoBONEⓇ）を用
いた．
Ⅲ結果：　作製した試料のX線回析およびフーリエ赤外線分
光光度計による解析から，CO3Apが合成されていること確
認した． CO3Ap群では12週，24週ともに歯槽頂部を含め骨
欠損部全体で顆粒周囲に新生骨が均等に形成された．HAp
群の12週では骨髄に接している部位だけに新生骨の形成がみ
られ，歯槽頂部にはほとんど骨の形成はなかった．その後，
24週では新生骨の形成が歯槽頂側へも及んだ．新生骨の形成
はHAp群よりもCO3Ap群の方が速く，形成された骨の量も
CO3Ap群の方が多かった．また，CO3Ap顆粒は経時的に吸
収によって小さくなった．
Ⅳ考察および結論：　低結晶性CO3Apは生体吸収性と骨置
換性をもつ骨再建材料として有用であることが示唆された．
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○江副 祐史，松井 桂子，川井 忠，高橋 哲
東北大学病院歯学研究科歯科顎口腔外科学分野

Evaluation of the capability of boneregeneration to the 
socket presevation by octacalcium phosphate/collagen 
composite
○EZOE Y, MATSUI K, KAWAI T, TAKAHASHI T
Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Tohoku 
University

P-1-11
リン酸オクタカルシウム・コラーゲン複合体の
イヌ抜歯窩socket preservationへの応用による
骨再生能の評価

Ⅰ目的：　リン酸オクタカルシウム（OCP）とコラーゲンと
の複合体（OCP/Col）は骨欠損に埋入することで高い骨再
生能と生体親和性を示すことがラットの頭蓋冠やイヌの頭蓋
骨，顎骨の人工的臨界骨欠損での実験により明らかとなって
おり，現在臨床応用に向けて研究が進められている．一方，
これまでの研究ではOCP/Colの埋入窩を閉鎖創としており，
歯科小手術で汎用される開放創での使用による骨再生能は示
されていない．そこで本研究では開放創におけるOCP/Col
の骨再生能についてin vivoによる検討を行った．なお本実験
は国立大学法人東北大学動物実験施設の承認を受け，十分に
安全に配慮し実験を行った（承認番号2012歯動-86）．
Ⅱ材料および方法：　イヌの下顎片側臼歯を 2 本抜歯し，
OCP/Colを抜歯窩に即時埋入し開放創とした．コントロー
ルとして逆側を同様に抜歯術を施行し閉鎖創とした．術後 4
週毎にX線撮影による経過観察を行い，術後12週後にと殺し
骨再生能を単純X線およびマイクロCTにて評価した．それ
ぞれ抜歯窩の頬舌的幅径，近遠心的幅径の回復程度を比較検
討した．
Ⅲ結果：　術後の全身状態に明らかな異常所見は認めなかっ
た．OCP/Colは開放創，閉鎖創に埋入12週後において頬舌
的および近遠心的に高い骨再生能を示し，有意差は認めな
かった．また双方において口腔内の明らかな炎症所見は認め
なかった．
Ⅳ考察および結論：　OCP/Colは開放創での使用において
もある程度吸収されずに形態を保持し，骨誘導を行うことが
考えられた．このことから，OCP/Colは抜歯術などの歯科
小手術において開放創での応用性が示唆された．今後はより
大きな骨欠損での適用によりOCP/Colの骨再生能および生
体親和性が維持されるかどうか実験，検討を行う予定であ
る．

○髙橋 潤1，川木 晴美2，近藤 雄三1，土井 豊3，
永原 國央1

朝日大学歯学部附属病院口腔インプラント科1，朝日大学歯
学部口腔構造機能発育学講座口腔生化学分野2，朝日大学歯
学部口腔機能修復学講座歯科理工学分野3

In vivo assessment of carbonate apatite as a bone substitute
○TAKAHASHI J1, KAWAKI H2，KONDO Y1, DOI Y3, 
NAGAHARA K1

Department of Oral and Maxillofacial. Implant, Asahi 
University School of Dentistry1, Department of Oral 
Biochemistry, Division of Oral Structure, Function and 
Development Asahi University School of Dentistry2，
Department of Dental Materials Science, Division of Oral 
Functional Science and Rehabil. Asahi University School of 
Dentistry3

P-1-12
炭酸含有アパタイトを骨補填材として応用した際
の生体内での動態評価

Ⅰ目的：　歯科インプラント治療では骨補填材の需要が増加
しており, 代表的な骨補填材としてハイドロキシアパタイト
（HA）が応用されているが組織再生後も残存するなどの問
題点があり, 自家骨移植の代替材となりうる人工骨補填材の
開発が急務である．このような背景から, 我々は骨アパタイ
トと同等の炭酸イオンを含む炭酸含有アパタイト（CA）を
開発した．そしてCA上で培養した細胞の動態について報告
してきた．今回は各種骨補填材の緻密体顆粒をラット大腿骨
に, 多孔体顆粒をヌードマウス皮下に移植して, 移植後のCA
と周囲組織の応答について検討した．
Ⅱ材料および方法：　朝日大学動物実験倫理委員会の承認
（14-025, 14-026）を得た後，12週齢の雄性Wistarラット大腿
骨にトレフィンバーにて骨欠損を作製しCA, HA，およびβ-
リン酸三カルシウム（β-TCP）を填入する群と骨補填材を
填入しないコントロール群を作製した. さらにCA, HA, およ
びβ-TCP多孔体をそれぞれ20 mgずつヌードマウス背側皮下
に移植した. ラット大腿骨は術後 7 日および 3 週間後で, マウ
ス皮下への埋植物は術後 3 週間で取り出してパラフィン包埋
切片を作製し, 組織化学的, 免疫組織化学的解析を行った．さ
らに, 各種多孔体存在下での細胞挙動を用いて検討した.
Ⅲ結果：　ラット大腿骨骨欠損モデルでは, CAおよびHA填
入群で, 術後 7 日目には顆粒を足場に母床骨から細胞が進入
し, 顆粒周囲に骨様の組織が形成されており, 3 週間後では新
生骨の形成が顕著であった. さらに蛍光免疫染色から, CAを
填入した組織では, 新生骨と顆粒の間にオステリックス陽性
細胞が多数認められた. また, マウス皮下組織では, 他の材料
に比べ, 移植したCA多孔体周囲で硬組織様組織の形成が顕著
であった. 細胞挙動の検討では, CA多孔体とともに培養した
細胞で増殖が顕著であり, 骨芽細胞への分化評価では, HAお
よびCA多孔体で骨芽細胞の分化マーカーであるALP, オステ
オカルシンの発現が有意に上昇していた.
Ⅳ考察および結論：　CAは多孔体においてもHAおよびβ
-TCPと比較して, 骨欠損部あるいは皮下組織において周囲組
織の細胞の足場として優れており, 骨芽細胞への分化あるい
は良好な骨様硬組織の誘導能を有することが示された．

○大場 誠悟，江頭 寿洋，中谷 佑哉，住田 吉慶，朝比奈 泉
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科顎口腔再生外科

Comparative study of the onlay bone augmented 
capabilities of hydroxyapatite/collagen composite material, 
hydroxyapatite and beta-tricalcium phosphate
○OHBA S, EGASHIRA T, NAKATANI Y, SUMITA Y, 
ASAHINA I
Division of Regenerative Oral Surgery, Nagasaki University
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onlay 状骨造成能の比較検討
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ある．そのため，骨の造成が必要となることが少なくない．
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や人工骨の補填などによりインプラント埋入に足る骨造成を
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う必要があり，しばしば必要十分量の骨造成が困難となる．
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比較的新しい材料で，整形外科分野では骨補填材料として有
効な材料として用いられてきている．そこで本材料の骨の
新生能を，従来のhydroxyapatite（HA）とbeta-tricalcium 
phosphate（β-TCP）とで比較し，onlay状の骨造成に本材料
が有効であるか否かの検討を行うことを本研究の目的とし
た．本研究は長崎大学動物実験施設の承認を得ている
（1103300910-3）．
Ⅱ材料および方法：　5×5×5 mmのブロック状のHA/Col 
（ReFit, HOYA, Japan），HA （APASERAM-AX, HOYA），
β-TCP（SUPERPORE-EX, HOYA）を血液に浸透させ，6
週齢のヌードマウスの頭頂骨上にonlay状に移植を行った．
移植後 4 週間で組織採取を行い，hematoxylin/eosin染色を
行い，Image J Software （NIH, Bethesda, USA）を用いて，
新生骨の面積を 3 群間で比較した．
Ⅲ結果：　骨新生はいずれの群でも観察されたが，HA/Col
群で最も新生骨の誘導が認められた．また，HA/Col群では
新生骨内に骨髄様の組織も観察された．
Ⅳ考察および結論：　ReFitはHAの粒子が細かく，original
の骨に類似した結晶構造をしており，骨新生能が高いといわ
れている．ReFit群では移植後 4 週間で骨髄様の構造も確認
できており，早期に成熟した骨を新生できると考えられる．
また，HAの粒子が細かいため，自家骨に置換されるため感
染などのリスクも少ないと考えられる．本研究の結果から，
ReFitはonlay状の骨造成に有効な材料であることが示唆され
た．
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（HAp）ではなく，炭酸基を含む炭酸アパタイト（CO3Ap）
である．CO3Apは生体内で吸収されて骨に置換する優れた性
質を有するため，骨再建材料として期待される．アパタイト
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必要があり，一般には焼結成形が行われる．しかし，CO3Ap
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たので報告する．
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認した． CO3Ap群では12週，24週ともに歯槽頂部を含め骨
欠損部全体で顆粒周囲に新生骨が均等に形成された．HAp
群の12週では骨髄に接している部位だけに新生骨の形成がみ
られ，歯槽頂部にはほとんど骨の形成はなかった．その後，
24週では新生骨の形成が歯槽頂側へも及んだ．新生骨の形成
はHAp群よりもCO3Ap群の方が速く，形成された骨の量も
CO3Ap群の方が多かった．また，CO3Ap顆粒は経時的に吸
収によって小さくなった．
Ⅳ考察および結論：　低結晶性CO3Apは生体吸収性と骨置
換性をもつ骨再建材料として有用であることが示唆された．
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○戸田 伊紀，安光 秀人，大西 吉之，諏訪 文彦
大阪歯科大学　解剖学講座

Volume of the newly formed microvasculature in 
interspaces with bone substitute granules to fill bone 
defects
○TODA I, YASUMITSU H, OHNISHI Y, SUWA F
Department of Anatomy, Osaka Dental University

P-1-15★
骨欠損に填入した顆粒骨補填材の顆粒間隙と
新生血管量

Ⅰ目的：　演者らは，種々の骨補填材を用いた骨増生に関す
る検索を行い，骨形成の場となる顆粒骨補填材の間隙につい
て報告を行ってきた．今回は，実験動物の骨欠損に粒径の異
なる骨補填材を填入し，実験早期における顆粒間隙と新生血
管量を調査した．
Ⅱ材料および方法：　実験材料には，Ｐ（50-150μm），Ｓ
（200-500μm），Ｍ（500-1000μm），Ｌ（1000-2000μm）の
4 種類のβ-TCP顆粒を用いた．成カニクイザル 4 頭に全身
麻酔を施し，両側下顎臼歯を抜去した．治癒期間をおいた
後，抜歯部に直径3.5 mm，深さ 6 mmの骨欠損を形成した．
直ちに各顆粒をそれぞれ填入し，無填入の骨欠損を対照とし
た．術後 2 週に実験動物を安楽死させ，両側総頸動脈からア
クリル樹脂を注入した．樹脂硬化後，骨欠損を各ブロックに
分離し，マイクロＸ線CT装置で撮影した．撮影画像をもと
に 3 Ｄ画像解析ソフトを用いて顆粒間隙を計測した．さらに
各ブロックを水平断し，骨・微細血管鋳型標本を作製して走
査電子顕微鏡（SEM）で観察した．その後，硬組織を除去
した微細血管鋳型標本としてSEMで観察した．このSEM像
から，画像解析ソフトを用いて骨欠損面積に対する新生血
管面積の比率を算定し，新生血管量とした．なお，本研究は
大阪歯科大学動物実験委員会の承認（承認番号13-02001，
14-02001）を得て行った．　
Ⅲ結果：　顆粒間隙は，Ｓ顆粒で約110μm，Ｍ顆粒で約179
μm，Ｌ顆粒で約246μmであったが，Ｐ顆粒は計測不能で
あった．SEM像では，すべての顆粒で顆粒間隙に新生血管
が認められた．またＰ・Ｓ顆粒では新生血管がほぼ均等に認
められた．Ｍ・Ｌ顆粒では，顆粒を取巻くように新生血管が
認められた．対照では，新生血管がほぼ均等に認められた．
新生血管量は，Ｐ・Ｓ顆粒が約20％，Ｍ顆粒が約17％，Ｌ顆
粒が約18％，対照が約20％であった．
Ⅳ考察および結論：　マイクロCTでも判別できない小さな
顆粒間隙にも新生血管は形成できることが判明した．Ｐ・Ｓ
顆粒では，均等に分散した間隙に新生血管が形成され，新生
血管量も対照と等しくなった．Ｍ・Ｌ顆粒では，不均等に分
散した間隙に新生血管が形成され，対照に比べて新生血管量
がやや少なくなった．以上のことから，骨欠損に顆粒状骨補
填材を充填する場合，ＰやＳ顆粒のような小さい顆粒を用い
ると，新生血管は骨欠損内に均等に分散し，新生血管形成に
有利になると考えられた．

○廣内 英智1，松永 智1，菅原 圭亮2，矢島 安朝3，
阿部 伸一1

東京歯科大学解剖学講座1，東京歯科大学口腔病態外科学講
座2，東京歯科大学口腔インプラント学講座3

Three-dimensional measurement of Japanese fibula for 
osseointegrated implant installation in jaw reconstruction
○HIROUCHI H1, MATSUNAGA S1, SUGAHARA K2, 
YAJIMA Y3, ABE S1

Dept. of Anatomy, Tokyo Dental College1, Dept. of Oral 
pathobiological science and surgery, Tokyo Dental College2, 
Dept. of Oral and Maxillofacial Implantology, Tokyo Dental 
College3

P-1-16★
顎顔面再建時の歯科インプラント埋入を想定した
腓骨の三次元計測

Ⅰ目的：　口腔がん治療において術後QOLの向上は，がん
を制御することと同様に重要な課題である．その中でも
『食』はQOLに直結することから，口腔顎顔面領域の広域
切除後には術前同様の機能回復が望まれる．腓骨を用いた顎
顔面再建手術は，栄養血管を有する移植骨を用いることで，
歯科インプラントによる咀嚼回復が図れる長所があり，欧米
では盛んに行われている．しかしながら，日本人の腓骨は欧
米人と比較して細く移植手術には不向きであるとされ，顎顔
面再建手術において移植骨に用いられるのは主に腸骨であ
る．そこで本研究では，日本人腓骨の形態観察と解剖学的構
造物の三次元計測を行い，同条件で計測を行っているヨー
ロッパおよびカナダのデータと比較検討することで，歯科イ
ンプラント埋入を想定した腓骨移植可能領域の同定と，人種
間の差異について考察することを目的とした．
Ⅱ材料および方法：　東京歯科大学解剖学講座所蔵の実習用
遺体から採取した25体50側の腓骨を，医療用CT（SIEMENS 
SOMATOM Definition AS）にて撮影した．得られた画像
データをもとにMimics（Materialize社製）にて三次元立体
構築を行い，形態観察および三次元計測を行った．計測に先
立ち，腓骨頭尖をA点，外果先端をG点と設定して，腓骨を
6 分割した．一般的に腓骨移植に用いられるC-E間を関心領
域として，断面形態や栄養管の走行を観察するとともに，腓
骨断面における口径と，各部位における皮質骨厚径，骨内部
の微細構造の三次元計測を行った． 
Ⅲ結果：　腓骨断面における口径はC-D間の前縁-後面間で最
も大きくなり，皮質骨厚径はD-E間の前縁で最大となった．
栄養管の位置は，すべてC-E間に存在した．
Ⅳ考察および結論：　腓骨の口径，皮質骨厚径・幅径とも
に，ヨーロッパおよびカナダの計測データと同様の傾向を示
した．また栄養管の位置も人種による大きな違いはみられな
かった．それ故，術前診査やプレオペレーションを行い，精
度の高い移植骨の作製が可能になれば，日本人腓骨を用いた
顎骨再建は十分に可能であり，歯科インプラントを応用した
より効果の高い咀嚼回復を期待できる．

○宗像 佑弥1，伊藤 悠1，宇佐美 晶信2，川鍋 仁3，
関根 秀志1

奥羽大学歯学部歯科補綴学講座口腔インプラント学1，奥羽
大学歯学部生体構造学講座2，奥羽大学歯学部成長発育歯学
講座歯科矯正学3

Investigation around the semilunar hiatus with the lateral 
cephalogram using the dry skulls
○MUNAKATA Y1, ITO Y1, USAMI A2，
KAWANABE H3, SEKINE H1

Div. of Oral Implantology, Dept. of Prosthetic Dentistry, 
School of dentistry ohu university1, Dept. of Morphological 
Biology, school of dentitry, ohu university2，Div of 
Orthodontics, Dept. of Oral Growth and Development, 
School of dentistry ohu university3

P-1-17★
乾燥頭蓋骨を使用した側面頭部エックス線
規格写真による半月裂孔周囲の調査

Ⅰ目的：　上顎洞炎のリスクを診断するうえで，上顎洞の鼻
腔への開口部であり，中鼻道で鼻腔外壁に存在する半月裂孔
周囲の形態を把握することは重要である．しかし，同部の三
次元的な画像診断に際し，顔面表層から設定する撮影基準が
定まっていない．そこで，半月裂孔周囲の画像診断をより効
率的に行うことを目的として，側面セファロ分析の基準点と
半月裂孔に近接する鈎状突起の位置関係を調査した．
Ⅱ対象および方法：　試料として奥羽大学歯学部所蔵のイン
ド人乾燥頭蓋骨20体20側を用いた．半切した乾燥頭蓋骨の鈎
状突起先端にマーカー（UP）を設置した後，側面頭部エッ
クス線規格写真撮影を行った．得られた画像を800 dpiにてス
キャニングした．デジタル画像上で①FH平面と平行に設定
したナジオン（N）を通る平面と，口蓋平面間におけるマー
カーの垂直的位置関係．②FH平面上でのマーカーの水平的
位置関係を計測しその比率を求めた．計測方法は，①FH平
面に平行でNを通る直線を上縁とし，FH平面に垂直でマー
カーを通る直線との交点をA点とした．同様にFH平面に垂
直でマーカーを通る直線と口蓋平面を下縁として，その交点
をB点とした．A点とB点間のマーカーの位置を計測し，
A-UP/AB（％）を垂直的位置とした．②FH平面とFH平面
に垂直でマーカーを通る直線との交点をC点とした．FH平
面の基準点であるオルビターレ（Or）を前方，ポリオン
（Po）を後方とし，その間のマーカーの位置を計測し
Or-C/Or-Po（％）を水平的位置とした．A-BとOr-Poの距離
を100％とし，マーカーの位置を比率として求めた．
Ⅲ結果：　マーカーの垂直的位置はA点-B点間でA点から平
均59.06%に，水平的位置はOr-Po間のOrから平均21.24%に位
置した．
Ⅳ考察および結論：　この度の調査から，側面セファロ分析
の基準点を指標として半月裂孔付近の位置を特定できる可能
性があることが示唆された．当該部位の画像診断において，
被曝線量を最小とすることは極めて重要である．効率的に画
像診断を行うための，顔面表層における撮影基準の設定に
は，更に詳細な三次元的検討を要すると考えられた．

○森蔭 直広1，浜田 智弘1，高田 訓1，宇佐美 晶信2，
関根 秀志3

奥羽大学歯学部口腔外科学講座1，奥羽大学歯学部生体構造
学講座2，奥羽大学歯学部歯科補綴学講座口腔インプラント
学3

Topographical relationship between the appearance 
position of the lingual foramen and attachment of the 
mylohyoid muscle in mental region.
○MORIKAGE N1, HAMADA T1, TAKADA S1, 
USAMI A2, SEKINE H3

Dept. of Oral Surgery, School of Dentistry, Ohu University1, 
Dept. of Morphological Biology, School of Dentistry, Ohu 
University2, Div. of Oral Implantology, Dept. of Prosthetic 
Dentistry, School of Dentistry, Ohu University3

P-1-18★
オトガイ部における舌孔の出現部位と顎舌骨筋
との位置関係

Ⅰ目的：　近年，下顎前歯部へのインプラント埋入手術に伴
う重篤な内出血が報告されている．特に，下顎前歯部舌側の
舌孔を通過する脈管の損傷に注意を要することが指摘されて
いる．そこで, 術後に生じうる内出血への対策を得ることを
目的に，下顎前歯部舌側における舌孔の出現部位と顎舌骨筋
付着部の位置関係の検討をおこなった．
Ⅱ材料および方法：　奥羽大学倫理審査委員会の承認（承認
番号105号）を得た後，奥羽大学実習用遺体13体において顎
舌骨筋を剖出し，下顎骨への付着部にマーキングしたのち
に，歯科用コーンビームCTを撮影した．得られた画像デー
タから舌孔の出現部位と顎舌骨筋付着部を観察した．
顎舌骨筋線を垂直的基準とし，上方を舌下隙，下方を顎下隙
に分類した．さらに，顎舌骨筋線の垂直的位置の把握のた
め，正中部におけるオトガイ棘と下顎下縁の距離（AC）
と，各部における顎舌骨筋付着部と下顎下縁の距離（BC）
を計測し，その比率（BC/AC）を求めた．一方，近遠心的
基準として，オトガイ棘遠位端とオトガイ孔近位端の間を 2
等分し，それぞれを近位側および遠位側として，舌孔の出現
部位を分類した．
Ⅲ結果：　観察された舌孔の全数は20個であり，舌下隙で12
個（60％），顎下隙で 8 個（40％）が観察された．近遠心的
位置関係として，舌下隙12個中，近位側で 5 個（41.7％）遠
位側で 7 個（58.3％）であり，顎下隙 8 個中，近位側で 1 個
（12.5％），遠位側で 7 個（87.5％）であった．一方，顎舌骨筋
線の垂直的位置関係（BC/AC）は，オトガイ棘遠位端では，
オトガイ棘と下顎下縁間の垂直距離のほぼ中央（51.2％）で
あるのに対し，オトガイ孔近位端では上方（76.6％）に位置
し，それらの中央部ではほぼ中間の高さ（63.9％）であっ
た．
Ⅳ考察および結論：　このたびの検討では，オトガイ棘周囲
では舌下隙，オトガイ孔周囲では顎下隙に舌孔が多く開口し
ており，埋入手術に際して，切歯部では舌下隙に，小臼歯部
では顎下隙への皮下出血が多いと考えられた．一方，顎舌骨
筋線の垂直的位置は,正中付近では下顎下縁からオトガイ棘
までの距離の中央に位置し，遠位に向かい高さを増し，小臼
歯部ではより上方に存在していたことから，歯の喪失に伴う
形態変化の影響が少ないオトガイ棘をランドマークとした顎
舌骨筋線の垂直的位置の推測が，インプラント埋入手術に伴
う術後の皮下出血の術前診断に有用であると考えられる．
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○戸田 伊紀，安光 秀人，大西 吉之，諏訪 文彦
大阪歯科大学　解剖学講座

Volume of the newly formed microvasculature in 
interspaces with bone substitute granules to fill bone 
defects
○TODA I, YASUMITSU H, OHNISHI Y, SUWA F
Department of Anatomy, Osaka Dental University

P-1-15★
骨欠損に填入した顆粒骨補填材の顆粒間隙と
新生血管量

Ⅰ目的：　演者らは，種々の骨補填材を用いた骨増生に関す
る検索を行い，骨形成の場となる顆粒骨補填材の間隙につい
て報告を行ってきた．今回は，実験動物の骨欠損に粒径の異
なる骨補填材を填入し，実験早期における顆粒間隙と新生血
管量を調査した．
Ⅱ材料および方法：　実験材料には，Ｐ（50-150μm），Ｓ
（200-500μm），Ｍ（500-1000μm），Ｌ（1000-2000μm）の
4 種類のβ-TCP顆粒を用いた．成カニクイザル 4 頭に全身
麻酔を施し，両側下顎臼歯を抜去した．治癒期間をおいた
後，抜歯部に直径3.5 mm，深さ 6 mmの骨欠損を形成した．
直ちに各顆粒をそれぞれ填入し，無填入の骨欠損を対照とし
た．術後 2 週に実験動物を安楽死させ，両側総頸動脈からア
クリル樹脂を注入した．樹脂硬化後，骨欠損を各ブロックに
分離し，マイクロＸ線CT装置で撮影した．撮影画像をもと
に 3 Ｄ画像解析ソフトを用いて顆粒間隙を計測した．さらに
各ブロックを水平断し，骨・微細血管鋳型標本を作製して走
査電子顕微鏡（SEM）で観察した．その後，硬組織を除去
した微細血管鋳型標本としてSEMで観察した．このSEM像
から，画像解析ソフトを用いて骨欠損面積に対する新生血
管面積の比率を算定し，新生血管量とした．なお，本研究は
大阪歯科大学動物実験委員会の承認（承認番号13-02001，
14-02001）を得て行った．　
Ⅲ結果：　顆粒間隙は，Ｓ顆粒で約110μm，Ｍ顆粒で約179
μm，Ｌ顆粒で約246μmであったが，Ｐ顆粒は計測不能で
あった．SEM像では，すべての顆粒で顆粒間隙に新生血管
が認められた．またＰ・Ｓ顆粒では新生血管がほぼ均等に認
められた．Ｍ・Ｌ顆粒では，顆粒を取巻くように新生血管が
認められた．対照では，新生血管がほぼ均等に認められた．
新生血管量は，Ｐ・Ｓ顆粒が約20％，Ｍ顆粒が約17％，Ｌ顆
粒が約18％，対照が約20％であった．
Ⅳ考察および結論：　マイクロCTでも判別できない小さな
顆粒間隙にも新生血管は形成できることが判明した．Ｐ・Ｓ
顆粒では，均等に分散した間隙に新生血管が形成され，新生
血管量も対照と等しくなった．Ｍ・Ｌ顆粒では，不均等に分
散した間隙に新生血管が形成され，対照に比べて新生血管量
がやや少なくなった．以上のことから，骨欠損に顆粒状骨補
填材を充填する場合，ＰやＳ顆粒のような小さい顆粒を用い
ると，新生血管は骨欠損内に均等に分散し，新生血管形成に
有利になると考えられた．

○廣内 英智1，松永 智1，菅原 圭亮2，矢島 安朝3，
阿部 伸一1

東京歯科大学解剖学講座1，東京歯科大学口腔病態外科学講
座2，東京歯科大学口腔インプラント学講座3

Three-dimensional measurement of Japanese fibula for 
osseointegrated implant installation in jaw reconstruction
○HIROUCHI H1, MATSUNAGA S1, SUGAHARA K2, 
YAJIMA Y3, ABE S1

Dept. of Anatomy, Tokyo Dental College1, Dept. of Oral 
pathobiological science and surgery, Tokyo Dental College2, 
Dept. of Oral and Maxillofacial Implantology, Tokyo Dental 
College3

P-1-16★
顎顔面再建時の歯科インプラント埋入を想定した
腓骨の三次元計測

Ⅰ目的：　口腔がん治療において術後QOLの向上は，がん
を制御することと同様に重要な課題である．その中でも
『食』はQOLに直結することから，口腔顎顔面領域の広域
切除後には術前同様の機能回復が望まれる．腓骨を用いた顎
顔面再建手術は，栄養血管を有する移植骨を用いることで，
歯科インプラントによる咀嚼回復が図れる長所があり，欧米
では盛んに行われている．しかしながら，日本人の腓骨は欧
米人と比較して細く移植手術には不向きであるとされ，顎顔
面再建手術において移植骨に用いられるのは主に腸骨であ
る．そこで本研究では，日本人腓骨の形態観察と解剖学的構
造物の三次元計測を行い，同条件で計測を行っているヨー
ロッパおよびカナダのデータと比較検討することで，歯科イ
ンプラント埋入を想定した腓骨移植可能領域の同定と，人種
間の差異について考察することを目的とした．
Ⅱ材料および方法：　東京歯科大学解剖学講座所蔵の実習用
遺体から採取した25体50側の腓骨を，医療用CT（SIEMENS 
SOMATOM Definition AS）にて撮影した．得られた画像
データをもとにMimics（Materialize社製）にて三次元立体
構築を行い，形態観察および三次元計測を行った．計測に先
立ち，腓骨頭尖をA点，外果先端をG点と設定して，腓骨を
6 分割した．一般的に腓骨移植に用いられるC-E間を関心領
域として，断面形態や栄養管の走行を観察するとともに，腓
骨断面における口径と，各部位における皮質骨厚径，骨内部
の微細構造の三次元計測を行った． 
Ⅲ結果：　腓骨断面における口径はC-D間の前縁-後面間で最
も大きくなり，皮質骨厚径はD-E間の前縁で最大となった．
栄養管の位置は，すべてC-E間に存在した．
Ⅳ考察および結論：　腓骨の口径，皮質骨厚径・幅径とも
に，ヨーロッパおよびカナダの計測データと同様の傾向を示
した．また栄養管の位置も人種による大きな違いはみられな
かった．それ故，術前診査やプレオペレーションを行い，精
度の高い移植骨の作製が可能になれば，日本人腓骨を用いた
顎骨再建は十分に可能であり，歯科インプラントを応用した
より効果の高い咀嚼回復を期待できる．

○宗像 佑弥1，伊藤 悠1，宇佐美 晶信2，川鍋 仁3，
関根 秀志1

奥羽大学歯学部歯科補綴学講座口腔インプラント学1，奥羽
大学歯学部生体構造学講座2，奥羽大学歯学部成長発育歯学
講座歯科矯正学3

Investigation around the semilunar hiatus with the lateral 
cephalogram using the dry skulls
○MUNAKATA Y1, ITO Y1, USAMI A2，
KAWANABE H3, SEKINE H1

Div. of Oral Implantology, Dept. of Prosthetic Dentistry, 
School of dentistry ohu university1, Dept. of Morphological 
Biology, school of dentitry, ohu university2，Div of 
Orthodontics, Dept. of Oral Growth and Development, 
School of dentistry ohu university3

P-1-17★
乾燥頭蓋骨を使用した側面頭部エックス線
規格写真による半月裂孔周囲の調査

Ⅰ目的：　上顎洞炎のリスクを診断するうえで，上顎洞の鼻
腔への開口部であり，中鼻道で鼻腔外壁に存在する半月裂孔
周囲の形態を把握することは重要である．しかし，同部の三
次元的な画像診断に際し，顔面表層から設定する撮影基準が
定まっていない．そこで，半月裂孔周囲の画像診断をより効
率的に行うことを目的として，側面セファロ分析の基準点と
半月裂孔に近接する鈎状突起の位置関係を調査した．
Ⅱ対象および方法：　試料として奥羽大学歯学部所蔵のイン
ド人乾燥頭蓋骨20体20側を用いた．半切した乾燥頭蓋骨の鈎
状突起先端にマーカー（UP）を設置した後，側面頭部エッ
クス線規格写真撮影を行った．得られた画像を800 dpiにてス
キャニングした．デジタル画像上で①FH平面と平行に設定
したナジオン（N）を通る平面と，口蓋平面間におけるマー
カーの垂直的位置関係．②FH平面上でのマーカーの水平的
位置関係を計測しその比率を求めた．計測方法は，①FH平
面に平行でNを通る直線を上縁とし，FH平面に垂直でマー
カーを通る直線との交点をA点とした．同様にFH平面に垂
直でマーカーを通る直線と口蓋平面を下縁として，その交点
をB点とした．A点とB点間のマーカーの位置を計測し，
A-UP/AB（％）を垂直的位置とした．②FH平面とFH平面
に垂直でマーカーを通る直線との交点をC点とした．FH平
面の基準点であるオルビターレ（Or）を前方，ポリオン
（Po）を後方とし，その間のマーカーの位置を計測し
Or-C/Or-Po（％）を水平的位置とした．A-BとOr-Poの距離
を100％とし，マーカーの位置を比率として求めた．
Ⅲ結果：　マーカーの垂直的位置はA点-B点間でA点から平
均59.06%に，水平的位置はOr-Po間のOrから平均21.24%に位
置した．
Ⅳ考察および結論：　この度の調査から，側面セファロ分析
の基準点を指標として半月裂孔付近の位置を特定できる可能
性があることが示唆された．当該部位の画像診断において，
被曝線量を最小とすることは極めて重要である．効率的に画
像診断を行うための，顔面表層における撮影基準の設定に
は，更に詳細な三次元的検討を要すると考えられた．

○森蔭 直広1，浜田 智弘1，高田 訓1，宇佐美 晶信2，
関根 秀志3

奥羽大学歯学部口腔外科学講座1，奥羽大学歯学部生体構造
学講座2，奥羽大学歯学部歯科補綴学講座口腔インプラント
学3

Topographical relationship between the appearance 
position of the lingual foramen and attachment of the 
mylohyoid muscle in mental region.
○MORIKAGE N1, HAMADA T1, TAKADA S1, 
USAMI A2, SEKINE H3

Dept. of Oral Surgery, School of Dentistry, Ohu University1, 
Dept. of Morphological Biology, School of Dentistry, Ohu 
University2, Div. of Oral Implantology, Dept. of Prosthetic 
Dentistry, School of Dentistry, Ohu University3

P-1-18★
オトガイ部における舌孔の出現部位と顎舌骨筋
との位置関係

Ⅰ目的：　近年，下顎前歯部へのインプラント埋入手術に伴
う重篤な内出血が報告されている．特に，下顎前歯部舌側の
舌孔を通過する脈管の損傷に注意を要することが指摘されて
いる．そこで, 術後に生じうる内出血への対策を得ることを
目的に，下顎前歯部舌側における舌孔の出現部位と顎舌骨筋
付着部の位置関係の検討をおこなった．
Ⅱ材料および方法：　奥羽大学倫理審査委員会の承認（承認
番号105号）を得た後，奥羽大学実習用遺体13体において顎
舌骨筋を剖出し，下顎骨への付着部にマーキングしたのち
に，歯科用コーンビームCTを撮影した．得られた画像デー
タから舌孔の出現部位と顎舌骨筋付着部を観察した．
顎舌骨筋線を垂直的基準とし，上方を舌下隙，下方を顎下隙
に分類した．さらに，顎舌骨筋線の垂直的位置の把握のた
め，正中部におけるオトガイ棘と下顎下縁の距離（AC）
と，各部における顎舌骨筋付着部と下顎下縁の距離（BC）
を計測し，その比率（BC/AC）を求めた．一方，近遠心的
基準として，オトガイ棘遠位端とオトガイ孔近位端の間を 2
等分し，それぞれを近位側および遠位側として，舌孔の出現
部位を分類した．
Ⅲ結果：　観察された舌孔の全数は20個であり，舌下隙で12
個（60％），顎下隙で 8 個（40％）が観察された．近遠心的
位置関係として，舌下隙12個中，近位側で 5 個（41.7％）遠
位側で 7 個（58.3％）であり，顎下隙 8 個中，近位側で 1 個
（12.5％），遠位側で 7 個（87.5％）であった．一方，顎舌骨筋
線の垂直的位置関係（BC/AC）は，オトガイ棘遠位端では，
オトガイ棘と下顎下縁間の垂直距離のほぼ中央（51.2％）で
あるのに対し，オトガイ孔近位端では上方（76.6％）に位置
し，それらの中央部ではほぼ中間の高さ（63.9％）であっ
た．
Ⅳ考察および結論：　このたびの検討では，オトガイ棘周囲
では舌下隙，オトガイ孔周囲では顎下隙に舌孔が多く開口し
ており，埋入手術に際して，切歯部では舌下隙に，小臼歯部
では顎下隙への皮下出血が多いと考えられた．一方，顎舌骨
筋線の垂直的位置は,正中付近では下顎下縁からオトガイ棘
までの距離の中央に位置し，遠位に向かい高さを増し，小臼
歯部ではより上方に存在していたことから，歯の喪失に伴う
形態変化の影響が少ないオトガイ棘をランドマークとした顎
舌骨筋線の垂直的位置の推測が，インプラント埋入手術に伴
う術後の皮下出血の術前診断に有用であると考えられる．
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○松岡 隆，中野 環，山西 康文，小野 真司，矢谷 博文
大阪大学大学院歯学研究科クラウンブリッジ補綴学分野

Effects of different inter-implant distances and placement 
depths on inter-implant bone in the anterior maxillary 
region: A three dimensional finite element analysis
○MATSUOKA T, NAKANO T, YAMANISHI Y, ONO S, 
YATANI H
Department of Fixed Prosthodontics, Osaka University 
Graduate School of Dentistry

P-1-19★
上顎前歯部におけるインプラント間距離と
埋入深度の違いがインプラント間の歯槽骨に
及ぼす力学的影響

Ⅰ目的：　歯科インプラント治療において，インプラント間
の歯間乳頭を再建することは審美性の確保のためにきわめて
重要であるが，最も困難な治療の一つである．歯間乳頭を維
持するためには，インプラント間の歯槽骨の維持が必要不可
欠である．一方で，インプラント間距離が 3 mmより短い場
合や埋入深度が深い場合，歯槽骨の吸収が大きくなること
が報告されている．我々はこれまでに，conical connection 
implant（以下CC）が，インプラント間の歯槽骨に対して
力学的に有利であることを報告してきた．そこで本研究で
は，上顎前歯部のインプラント間距離と埋入深度の違いが，
インプラント間の歯槽骨に及ぼす力学的影響を比較検討し
た．
Ⅱ材料および方法：　SolidWorks2013（DS SolidWorks 
Corp．，USA）を用いて，CC，external connection implant 
（以下EC）およびinternal connection implant （以下IC）の
3 種類の解析モデルを作製した．インプラント間距離の変化
群では，上顎前歯部を想定した骨モデルにインプラント間距
離が 3 , 2.5, 2 mmとなるように，埋入深度の変化群では，埋
入深度が骨頂から 0 , 0.5, 1 mm深くなるように同一モデルの
インプラントを 2 本埋入した．コーピングを装着したアバッ
トメントに，口蓋側から176 Nの静荷重を負荷し，三次元有
限要素法を用いてインプラント間の歯槽骨に対する最大主応
力の大きさを評価した．
Ⅲ結果：　インプラント間の歯槽骨に対する最大主応力は，
連結様式の差異にかかわらず，インプラント間距離が近いほ
ど，また，埋入深度が深いほど大きくなった．CCは，イン
プラント間距離が近い場合よりも，また埋入深度が深い場合
でも，ECとICのインプラント間距離が 3 mmの場合や埋入
深度が 0 mmの場合よりも最大主応力は小さくなった．
Ⅳ考察および結論：　CCはアバットメントとインプラント体
が一体となり，補綴装置の構成要素内で応力が分散されるた
め，骨まで到達する応力がECおよびICと比較して減少する
と考えられる．本研究結果から，上顎前歯部のインプラント
間距離が 3 mmより短い場合や埋入深度が深い場合には，CC
を使用するとインプラント間の歯槽骨の維持に力学的に有用
である可能性が示唆された．

○八木 亮1，小澤 大輔1，鈴木 恭典1, 2，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

Retentive forces and displacement of miniaturized new 
stress breaking magnetic attachment
○YAGI R1, OZAWA D1, SUZUKI Y1, 2, OHKUBO C1, 2

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

P-1-20★
小型化した試作緩圧型磁性アタッチメントの
維持力および被圧変位性

Ⅰ目的：　顎堤粘膜とインプラントの被圧変位量の差を減少
させ，インプラント周囲骨への応力集中を防ぐためインプラ
ントオーバーデンチャーに緩圧型アタッチメントを適用する
こともある．当講座ではインプラントに対し垂直，水平方向
の応力を緩和することが可能な緩圧型磁性アタッチメントの
試作を行ってきたが, 口腔内で用いるには小型化が必要で
あった. 今回，臨床応用可能なサイズに小型化した試作緩圧
型磁性アタッチメントの耐久性を検討するため, 繰り返し荷
重後の維持力，被圧変位量について実験的検討を行なった．
Ⅱ材料および方法：　アタッチメントはロケーター（青色），
マグフィットSX，マグフィットIPS，緩圧型ボールアタッチ
メントと試作緩圧型磁性アタッチメントを選択し 5 万回の繰
り返し荷重試験後に維持力および被圧変位量の計測を行っ
た．繰り返し荷重試験は 5 kgf，0.8 sec/回サイクルで 5 万回
まで行った．変位量は定荷重圧縮試験機を用い 5 kgf 荷重時
の変位量を測定した．維持力は分離時に要した最大荷重量を
維持力と規定し，引張試験機を用いてクロスヘッドスピード
5 mm/minにて各15回引張試験を行った．各種アタッチメン
トの維持力と変位量の計測は繰り返し荷重 1 万回毎に行っ
た．データは分散分析後，Tukeyの多重比較検定により統計
解析を行った．
Ⅲ結果：　初期維持力はロケーターアタッチメントが有意に
大きな値を示したが，試作緩圧型磁性アタッチメントは他の
アタッチメント同様に荷重回数の増加に関わらず，約 2 ～
5 Nの安定した維持力を示した．一方，変位量は各アタッチ
メント間に有意差が認められ，試作緩圧型磁性アタッチメン
トの変位量は約255μmであった．繰り返し荷重後の変位量
は緩圧型ボールアタッチメント，試作緩圧型磁性アタッチメ
ント，マグフィットSXとも約70～100μm減少した．マグ
フィットIPSは 4 万回荷重でほぼ被圧変位量が認められなく
なった． 
Ⅳ考察および結論：　試作した緩圧型磁性アタッチメントは
維持力，変位量とも大きな低下は認められず，顎堤粘膜とイ
ンプラントの被圧変位量を補正することが可能と考えられ,
臨床応用の可能性も示唆された．

○景山 正登1，宗像 源博2，淵上 慧2，二瓶 智太郎2，
丸尾 勝一郎2

関東・甲信越支部1，神奈川歯科大学附属病院口腔インプラ
ントセンター2

A study on cause of mollar loss
○KAGEYAMA M1, MUNAKATA M2, FUCHIGAMI K2, 
NIHEI T2, MARUO K2

Kanto-Koshinetsu Branch1, Oral Implant Center, Kanagawa 
Dental University Hospital2

P-1-22★
臼歯の喪失原因に関する考察

Ⅰ目的：　現在インプラント治療は長期的に予知性が高い治
療であることが示されている反面，歯の喪失原因については
あまり検討されていない．インプラント治療は基本的に固定
性の補綴装置になることが多いことからも抜歯原因を把握す
ることは，治療計画およびメインテナンス期における歯周病
や咬合などの患者リスクを理解する上で極めて重要な事項で
あることが考えられる．今回我々はインプラント治療患者に
おける部位別の抜歯原因を調査し検討をおこなったのでここ
に報告する．
Ⅱ対象および方法：　対象は2007年 1 月より2014年10月まで
の間に当院にてインプラント埋入手術を施行した患者112名
（男性48名，女性64名）インプラント234本，平均年齢56.7
歳である．対象患者の埋入部位および部位別の歯の喪失原因
（う蝕，歯周病，歯根破折，根尖性歯周炎）について統計学
的検討をおこなった．
Ⅲ結果：　埋入部位の内訳は下顎では埋入されたインプラン
ト129本のうち大臼歯部が81本（62.8%）と最も多く，次いで
小臼歯部（35.7％），前歯部の順であった．一方上顎では埋
入されたインプラント105本のうち上顎小臼歯部が47本
（44.8％）と最も多く，次いで大臼歯部（29.5％），前歯部の
順であった．
次に歯の喪失原因に関して埋入本数の割合の多い上顎小臼歯
部および下顎大臼歯部について検討をおこなったところ，下
顎大臼歯部は歯根破折が30%と最も多く，次いでう蝕，歯周
病の順であり，失活歯の割合は97％を占めていた．一方上顎
小臼歯部では破折が53.2％と過半数を占め，次いでう蝕，歯
周病の順であり，失活歯の割合は93%を占めていた．さらに
生活歯の歯根破折が 5 ％観察された．
Ⅳ考察および結論：　本研究結果より上顎小臼歯および下顎
大臼歯の喪失原因として歯根破折が最も多く上顎小臼歯では
過半数を超える結果となった．この結果はCohenらの歯種別
歯根破折の割合に関する報告，Axelssonらのメインテナンス
期における歯の喪失原因と同様な結果となった．歯根破折の
原因として残存歯質の量や築造形成・材料，咬合の問題が挙
げられる．したがって上顎小臼歯部および下顎大臼歯部に補
綴治療を行った場合には歯周疾患やう蝕の管理のみならず適
切な咬合調整を定期的におこなう必要があることが考えられ
た．

○三輪 俊太，和田 誠大，豆野 智昭，前田 芳信
大阪大学歯学研究科有床義歯補綴学・高齢者歯科学分野

Development of the assessing method for implant 
treatment by patient based outcome
: Factors collection by qualitative studies
○MIWA S, WADA M, MAMENO T, MAEDA Y
Department of Prosthodontics, Gerodontology and Oral 
Rehabilitation, Osaka University

P-1-21★
患者立脚型アウトカムを用いた
インプラント治療の評価方法の開発
：質的研究による因子の収集

Ⅰ目的：　歯科治療に関して患者が主観的に評価する患者立
脚型アウトカムの報告は数多く認められ，これらの報告では
OHIPを代表とするQOL調査票や独自の満足度に関する質問
紙が用いられている．しかしながら，患者が治療の結果を評
価する際には，治療前後の口腔内の変化のみを評価している
わけではなく，医療者とのコミュニケーションなど判断基準
が多岐に渡り，QOL調査や独自の質問項目による評価だけ
では不十分となる場合が有りうる．特にインプラント治療に
おいては手術負担や治療費，治療期間の側面から，これらを
評価項目に含む満足度を検討する意義は大きい．今回，その
パイロットスタディとして患者がインプラント治療を受けた
際に評価の判断材料とする因子を収集し，これら因子と患者
の評価との関係性について検討するため目的とし，以下の調
査を行った．
Ⅱ対象および方法：　医療・歯科医療の主観的評価に関する
33編の先行研究調査，インプラント治療を受けた 5 名の患者
へのインタビュー，8 名の歯科医師へのフォーカスグループ
インタビューを行った．集められた因子を，歯科医師 2 名と
心理学者1名によりカテゴリー化し，満足度発生の模式図を
作成した．最上位カテゴリーを構造，経過，結果の 3 つと
し，それらに対して上位，中位，下位カテゴリーを分類し
た．なお，本研究は倫理委員会の承認を得て行っている．
（H24-E36）
Ⅲ結果：　構造には上位（中位）カテゴリーとして，施設の
要因（設備，利便性，費用），医療者の要因（技術的側面，
社会的背景，人間性，スタッフ間の連携）を分類した．経過
にはコミュニケーション・インフォームドコンセントの要因
（要望・ニーズへの配慮，患者の期待，方針決定，治療内
容，その他），治療経過の要因（検査，手術，経過，プロビ
ジョナルレストレーション） を分類した．結果には口腔関連
QOLの変化（痛み，咬合，審美性，快適性，発語，清掃性，
長期性，義歯），日常生活への影響を分類した．
Ⅳ考察および結論：　本研究では，中位カテゴリーとして検
査・手術などインプラント治療に特殊な因子が認められた一
方で，それらの特殊性を除けば他の分野の報告と類似した結
果となり，その妥当性は高い．これらの因子を加味した患者
満足度評価法を開発することは，医療機関の質の改善や他の
医療機関との比較のために有効な指標となると考えられる．
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○松岡 隆，中野 環，山西 康文，小野 真司，矢谷 博文
大阪大学大学院歯学研究科クラウンブリッジ補綴学分野

Effects of different inter-implant distances and placement 
depths on inter-implant bone in the anterior maxillary 
region: A three dimensional finite element analysis
○MATSUOKA T, NAKANO T, YAMANISHI Y, ONO S, 
YATANI H
Department of Fixed Prosthodontics, Osaka University 
Graduate School of Dentistry

P-1-19★
上顎前歯部におけるインプラント間距離と
埋入深度の違いがインプラント間の歯槽骨に
及ぼす力学的影響

Ⅰ目的：　歯科インプラント治療において，インプラント間
の歯間乳頭を再建することは審美性の確保のためにきわめて
重要であるが，最も困難な治療の一つである．歯間乳頭を維
持するためには，インプラント間の歯槽骨の維持が必要不可
欠である．一方で，インプラント間距離が 3 mmより短い場
合や埋入深度が深い場合，歯槽骨の吸収が大きくなること
が報告されている．我々はこれまでに，conical connection 
implant（以下CC）が，インプラント間の歯槽骨に対して
力学的に有利であることを報告してきた．そこで本研究で
は，上顎前歯部のインプラント間距離と埋入深度の違いが，
インプラント間の歯槽骨に及ぼす力学的影響を比較検討し
た．
Ⅱ材料および方法：　SolidWorks2013（DS SolidWorks 
Corp．，USA）を用いて，CC，external connection implant 
（以下EC）およびinternal connection implant （以下IC）の
3 種類の解析モデルを作製した．インプラント間距離の変化
群では，上顎前歯部を想定した骨モデルにインプラント間距
離が 3 , 2.5, 2 mmとなるように，埋入深度の変化群では，埋
入深度が骨頂から 0 , 0.5, 1 mm深くなるように同一モデルの
インプラントを 2 本埋入した．コーピングを装着したアバッ
トメントに，口蓋側から176 Nの静荷重を負荷し，三次元有
限要素法を用いてインプラント間の歯槽骨に対する最大主応
力の大きさを評価した．
Ⅲ結果：　インプラント間の歯槽骨に対する最大主応力は，
連結様式の差異にかかわらず，インプラント間距離が近いほ
ど，また，埋入深度が深いほど大きくなった．CCは，イン
プラント間距離が近い場合よりも，また埋入深度が深い場合
でも，ECとICのインプラント間距離が 3 mmの場合や埋入
深度が 0 mmの場合よりも最大主応力は小さくなった．
Ⅳ考察および結論：　CCはアバットメントとインプラント体
が一体となり，補綴装置の構成要素内で応力が分散されるた
め，骨まで到達する応力がECおよびICと比較して減少する
と考えられる．本研究結果から，上顎前歯部のインプラント
間距離が 3 mmより短い場合や埋入深度が深い場合には，CC
を使用するとインプラント間の歯槽骨の維持に力学的に有用
である可能性が示唆された．

○八木 亮1，小澤 大輔1，鈴木 恭典1, 2，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

Retentive forces and displacement of miniaturized new 
stress breaking magnetic attachment
○YAGI R1, OZAWA D1, SUZUKI Y1, 2, OHKUBO C1, 2

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

P-1-20★
小型化した試作緩圧型磁性アタッチメントの
維持力および被圧変位性

Ⅰ目的：　顎堤粘膜とインプラントの被圧変位量の差を減少
させ，インプラント周囲骨への応力集中を防ぐためインプラ
ントオーバーデンチャーに緩圧型アタッチメントを適用する
こともある．当講座ではインプラントに対し垂直，水平方向
の応力を緩和することが可能な緩圧型磁性アタッチメントの
試作を行ってきたが, 口腔内で用いるには小型化が必要で
あった. 今回，臨床応用可能なサイズに小型化した試作緩圧
型磁性アタッチメントの耐久性を検討するため, 繰り返し荷
重後の維持力，被圧変位量について実験的検討を行なった．
Ⅱ材料および方法：　アタッチメントはロケーター（青色），
マグフィットSX，マグフィットIPS，緩圧型ボールアタッチ
メントと試作緩圧型磁性アタッチメントを選択し 5 万回の繰
り返し荷重試験後に維持力および被圧変位量の計測を行っ
た．繰り返し荷重試験は 5 kgf，0.8 sec/回サイクルで 5 万回
まで行った．変位量は定荷重圧縮試験機を用い 5 kgf 荷重時
の変位量を測定した．維持力は分離時に要した最大荷重量を
維持力と規定し，引張試験機を用いてクロスヘッドスピード
5 mm/minにて各15回引張試験を行った．各種アタッチメン
トの維持力と変位量の計測は繰り返し荷重 1 万回毎に行っ
た．データは分散分析後，Tukeyの多重比較検定により統計
解析を行った．
Ⅲ結果：　初期維持力はロケーターアタッチメントが有意に
大きな値を示したが，試作緩圧型磁性アタッチメントは他の
アタッチメント同様に荷重回数の増加に関わらず，約 2 ～
5 Nの安定した維持力を示した．一方，変位量は各アタッチ
メント間に有意差が認められ，試作緩圧型磁性アタッチメン
トの変位量は約255μmであった．繰り返し荷重後の変位量
は緩圧型ボールアタッチメント，試作緩圧型磁性アタッチメ
ント，マグフィットSXとも約70～100μm減少した．マグ
フィットIPSは 4 万回荷重でほぼ被圧変位量が認められなく
なった． 
Ⅳ考察および結論：　試作した緩圧型磁性アタッチメントは
維持力，変位量とも大きな低下は認められず，顎堤粘膜とイ
ンプラントの被圧変位量を補正することが可能と考えられ,
臨床応用の可能性も示唆された．

○景山 正登1，宗像 源博2，淵上 慧2，二瓶 智太郎2，
丸尾 勝一郎2

関東・甲信越支部1，神奈川歯科大学附属病院口腔インプラ
ントセンター2

A study on cause of mollar loss
○KAGEYAMA M1, MUNAKATA M2, FUCHIGAMI K2, 
NIHEI T2, MARUO K2

Kanto-Koshinetsu Branch1, Oral Implant Center, Kanagawa 
Dental University Hospital2

P-1-22★
臼歯の喪失原因に関する考察

Ⅰ目的：　現在インプラント治療は長期的に予知性が高い治
療であることが示されている反面，歯の喪失原因については
あまり検討されていない．インプラント治療は基本的に固定
性の補綴装置になることが多いことからも抜歯原因を把握す
ることは，治療計画およびメインテナンス期における歯周病
や咬合などの患者リスクを理解する上で極めて重要な事項で
あることが考えられる．今回我々はインプラント治療患者に
おける部位別の抜歯原因を調査し検討をおこなったのでここ
に報告する．
Ⅱ対象および方法：　対象は2007年 1 月より2014年10月まで
の間に当院にてインプラント埋入手術を施行した患者112名
（男性48名，女性64名）インプラント234本，平均年齢56.7
歳である．対象患者の埋入部位および部位別の歯の喪失原因
（う蝕，歯周病，歯根破折，根尖性歯周炎）について統計学
的検討をおこなった．
Ⅲ結果：　埋入部位の内訳は下顎では埋入されたインプラン
ト129本のうち大臼歯部が81本（62.8%）と最も多く，次いで
小臼歯部（35.7％），前歯部の順であった．一方上顎では埋
入されたインプラント105本のうち上顎小臼歯部が47本
（44.8％）と最も多く，次いで大臼歯部（29.5％），前歯部の
順であった．
次に歯の喪失原因に関して埋入本数の割合の多い上顎小臼歯
部および下顎大臼歯部について検討をおこなったところ，下
顎大臼歯部は歯根破折が30%と最も多く，次いでう蝕，歯周
病の順であり，失活歯の割合は97％を占めていた．一方上顎
小臼歯部では破折が53.2％と過半数を占め，次いでう蝕，歯
周病の順であり，失活歯の割合は93%を占めていた．さらに
生活歯の歯根破折が 5 ％観察された．
Ⅳ考察および結論：　本研究結果より上顎小臼歯および下顎
大臼歯の喪失原因として歯根破折が最も多く上顎小臼歯では
過半数を超える結果となった．この結果はCohenらの歯種別
歯根破折の割合に関する報告，Axelssonらのメインテナンス
期における歯の喪失原因と同様な結果となった．歯根破折の
原因として残存歯質の量や築造形成・材料，咬合の問題が挙
げられる．したがって上顎小臼歯部および下顎大臼歯部に補
綴治療を行った場合には歯周疾患やう蝕の管理のみならず適
切な咬合調整を定期的におこなう必要があることが考えられ
た．

○三輪 俊太，和田 誠大，豆野 智昭，前田 芳信
大阪大学歯学研究科有床義歯補綴学・高齢者歯科学分野

Development of the assessing method for implant 
treatment by patient based outcome
: Factors collection by qualitative studies
○MIWA S, WADA M, MAMENO T, MAEDA Y
Department of Prosthodontics, Gerodontology and Oral 
Rehabilitation, Osaka University

P-1-21★
患者立脚型アウトカムを用いた
インプラント治療の評価方法の開発
：質的研究による因子の収集

Ⅰ目的：　歯科治療に関して患者が主観的に評価する患者立
脚型アウトカムの報告は数多く認められ，これらの報告では
OHIPを代表とするQOL調査票や独自の満足度に関する質問
紙が用いられている．しかしながら，患者が治療の結果を評
価する際には，治療前後の口腔内の変化のみを評価している
わけではなく，医療者とのコミュニケーションなど判断基準
が多岐に渡り，QOL調査や独自の質問項目による評価だけ
では不十分となる場合が有りうる．特にインプラント治療に
おいては手術負担や治療費，治療期間の側面から，これらを
評価項目に含む満足度を検討する意義は大きい．今回，その
パイロットスタディとして患者がインプラント治療を受けた
際に評価の判断材料とする因子を収集し，これら因子と患者
の評価との関係性について検討するため目的とし，以下の調
査を行った．
Ⅱ対象および方法：　医療・歯科医療の主観的評価に関する
33編の先行研究調査，インプラント治療を受けた 5 名の患者
へのインタビュー，8 名の歯科医師へのフォーカスグループ
インタビューを行った．集められた因子を，歯科医師 2 名と
心理学者1名によりカテゴリー化し，満足度発生の模式図を
作成した．最上位カテゴリーを構造，経過，結果の 3 つと
し，それらに対して上位，中位，下位カテゴリーを分類し
た．なお，本研究は倫理委員会の承認を得て行っている．
（H24-E36）
Ⅲ結果：　構造には上位（中位）カテゴリーとして，施設の
要因（設備，利便性，費用），医療者の要因（技術的側面，
社会的背景，人間性，スタッフ間の連携）を分類した．経過
にはコミュニケーション・インフォームドコンセントの要因
（要望・ニーズへの配慮，患者の期待，方針決定，治療内
容，その他），治療経過の要因（検査，手術，経過，プロビ
ジョナルレストレーション） を分類した．結果には口腔関連
QOLの変化（痛み，咬合，審美性，快適性，発語，清掃性，
長期性，義歯），日常生活への影響を分類した．
Ⅳ考察および結論：　本研究では，中位カテゴリーとして検
査・手術などインプラント治療に特殊な因子が認められた一
方で，それらの特殊性を除けば他の分野の報告と類似した結
果となり，その妥当性は高い．これらの因子を加味した患者
満足度評価法を開発することは，医療機関の質の改善や他の
医療機関との比較のために有効な指標となると考えられる．
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○小林 孝誌1, 2，佐々木 穂高1, 2，真壁 康1, 2，
法月 良江1, 2，矢島 安朝1, 2，
東京歯科大学口腔インプラント学講座1，東京歯科大学口腔
科学研究センター2

The comparison with carbohydrate metabolism parameter 
and biochemical makers of bone turnover in implant patients
○KOBAYASHI T1, 2, SASAKI H1, 2, MAKABE Y1, 2, 
NORIZUKI Y1, 2, YAJIMA Y1, 2, 
Department of Oral and Maxillofacial Implantology, Tokyo 
Dental College1, Oral Health Science Center, Tokyo Dental 
College2

P-1-23★
インプラント治療患者における糖代謝検査と
骨代謝マーカー検査の比較検討

Ⅰ目的：　生活習慣病の１つである糖尿病（DM）の患者は
近年増加傾向にあり，易感染性や治癒不全からインプラント
治療のリスク因子となることが知られている．また，糖尿病
に伴うインスリン分泌低下が骨粗鬆症を発症させ，骨質の低
下を引き起こすことも報告されている．しかしながら，糖尿
病を合併したインプラント治療患者において，骨質に影響が
生じているのかは知られていない．そこで我々は，糖尿病患
者の糖代謝状態と全身の骨代謝状態を評価する骨代謝マー
カーの比較検討を行った．
Ⅱ対象および方法：　2011年 7 月から2013年 7 月に東京歯科
大学千葉病院口腔インプラント科に術前検査として空腹時血
糖時（FBS），HbA1cさらに，骨型アルカリフォスファター
ゼ（BAP），オステオカルシン（OC），Ⅰ型コラーゲン架橋
N-テロペプチド（NTx），デオキシピリジノリン（DPD），
骨型酒石酸抵抗性フォスファターゼ（TRACP）の検査を
行った患者375名（男性：148名，女性：227名，平均年齢：
54.5歳）を対象とした（東京歯科大学倫理委員会承認番号：
311）．正常群（FBS；110 mg/dl未満かつHbA1c；5.2 %未
満），DM予備群，DM群（FBS；126 mg/dl以上または
HbA1c；6.1 %以上）に群分けを行い，各骨代謝マーカー検
査との比較ならびに相関関係の検討を行った．
Ⅲ結果：　各群間と各骨代謝マーカー検査値との有意性なら
びに全対象者における糖代謝検査と骨代謝マーカー検査との
相関関係はいずれも認められなかった．DM群（40名，平均
53.4歳）における骨代謝マーカー検査との検討で，男性は
FBSがBAP（r=0.51），NTX（r=0.46），DPD（r=0.43）と正
の相関，HbA1cがBAP（r=0.50），NTX（r=0.27），DPD
（r=0.48）と正の相関，TRAP（r=－0.28）と負の相関を示
した．一方，女性はFBSがOC（r=0.29）と正の相関が認め
られた．
Ⅳ考察および結論：　本研究では，全対象者における比較検
討では有意差が認められなかった．これは，女性に多くみら
れる閉経後骨粗鬆症が高代謝回転であるのに対し，糖尿病性
骨粗鬆症は骨細胞の機能障害による低代謝回転型を呈するこ
とがバイアスとなったものと考えられる．一方，男性のDM
群においては，相関関係が認められたことから，糖代謝検査
が骨質の評価にも有用である可能性が示唆された．今後はイ
ンプラント治療の長期的な予後との相関性を検討していく予
定である．

○浜口 潤也，塩田 真，今 一裕，今北 千春，春日井 昇平
東京医科歯科大学大学院インプラント・口腔再生医学分野

The investigation of various factors to the long-term 
success of single-tooth implants
○HAMAGUCHI J, SHIOTA M, KON K, IMAKITA C, 
KASUGAI S
Department of Oral Implantology and Regenerative Dental 
Medicine, Tokyo Medical and Dental University

P-1-24★
単独歯インプラントの長期予後に関連する
各種因子の調査

Ⅰ目的：　近年，インプラント治療の対象は無歯顎症例から
部分欠損症例へと移行しており，1 歯欠損への適応も広く行
われるようになっている．このような単独歯インプラントの
10年残存率をJungらは95.2％と報告している．しかし，単独
歯インプラントでは一定の生物学的併発症も報告されてい
る.
そこで今回，インプラント長や，歯冠インプラント長比など
の形態的因子やインプラント埋入部位やインプラント埋入術
式などの環境的因子が単独歯インプラントの残存率や周囲骨
吸収に及ぼす影響を検討した．
Ⅱ対象および方法：　東京医科歯科大学歯学部附属病院イン
プラント外来で1998年から2004年までに単冠のインプラント
上部構造を装着し，10年間受診歴のある患者61人，インプラ
ント73本を対象とした．目的変数をインプラントの残存，
2 mm以上のインプラント周囲骨吸収の有無とし説明変数を
インプラント長，歯冠インプラント長比，歯周炎既往の有
無，下顎角の角度，埋入部位，インプラント埋入術式（ 1 回
法，2 回法）とした．インプラント周囲骨吸収量は，10年経
過時のパノラマX線写真もしくは平行法撮影によるデンタル
X線写真より評価した．また上部構造装着直後のパノラマ
エックス線写真より，インプラント長，歯冠インプラント長
比，下顎角の角度を測定した．下顎角の角度は下顎頭後縁を
除く下顎枝後縁と下顎下縁とのなす角度の左右の平均値をと
した．インプラント埋入部位は上顎前歯，上顎臼歯，下顎前
歯，下顎臼歯の 4 群に分類した．これらの各項目につき， 2
項ロジスティック回帰分析を行った．
Ⅲ結果：　今回の調査結果では，１本のインプラント喪失が
認められ，10年残存率は98.6%だった．また 2 mm以上のイ
ンプラント周囲骨吸収は 6 本に認められインプラント周囲骨
吸収発生率は8.3%であった．
インプラント周囲骨の吸収に対し，インプラント長，歯冠イ
ンプラント長比，歯周炎既往の有無，下顎角の角度，インプ
ラント埋入部位，インプラント埋入術式の各項目は統計学的
に有意な影響を及ぼすことは認められなかった．
Ⅳ考察および結論：　本研究で着目した各種因子に関わらず
単独歯インプラントの長期経過は良好と考えられた．今回の
対象患者は, 10年間継続して通院歴が有り，健康意識が高く
口腔内清掃状態も良好だった．この事が，今回のインプラン
トの残存，周囲骨吸収の発生に関連していると考えられる．

○永田 睦1, 2

九州インプラント研究会1，鹿児島大学大学院医歯学総合研
究科歯科生体材料学分野2

Intermaxillary comparison of the bio-mechanical evaluation 
methods of the dental implant.
○NAGATA M1, 2

KIRG1, Dpt. Biomaterial Science, Field of Oral and 
Maxillofacial Rehabilitation, Kagoshima University.2

P-1-25
インプラント埋入時の各生体力学的評価法の
上下顎間の比較検討

Ⅰ目的：　インプラント初期安定性の測定は術後の予知性を
推測するため近年広く行われている．その生体力学的指標
としては，埋入トルク値（Insertion torque value ; 以下
ITqV），ペリオテストによる動揺度指標（Periotest value ; 以
下PTV），共振周波数安定指数（Implant stability quotinent 
value ; 以下ISQV）などがある．これまで本学会の第42・
43・44回学術大会において，施術時における生体力学的評価
法指標値の相関，低中高トルクでの挙動，インプラント形状
による差など，各指標に関連する事項について比較検討を行
いその結果を報告してきたが，今回は，一回法インプラント
埋入時に上下顎で部位別に各指標値の計測を行い，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：　対象は2008年 4 月より2014年12月の間
にインプラントを施された患者で，充分な説明と患者の同意
の下に測定を行った．247本の一回法インプラント（SwissPlus,
Zimmer）で，処置時の埋入ITqV，PTV，ISQVを，それぞ
れトルクロックR（Intra-Lock）およびトルクメーター100
（Implatex）， ペリオテスト （Gulden），OsstellTM Mentor
（Integration Diagnostic AB）を用いて計測を行った．計測
値を前歯部・小臼歯部・大臼歯部に分類し，それぞれを上下
顎間，ならびに小-大臼歯部で比較し，また男女間でも比較
した．なお前歯部では標本数が少なすぎたため，検討結果か
ら除外した．有意差の検定には，二元配置分散分析と
Tukey-testを用いた．
Ⅲ結果：　上下顎同名部の比較では，ITV，PTV，ISQV共
に，上下顎の大臼歯間で有意な差がみられ，ITV，ISQVは
下顎が大きい値を，PTVは上顎が大きい値を示した．上下
小臼歯間では差はみられなかった．小-大臼歯間の比較で
は，上顎においてITV，ISQVで大臼歯部が小臼歯部に比較
して有意な低値を示したが，PTVでは有意差は見られな
かった． 男女の比較では，ITVに有意差が認められ，女性が
低値を示したが，PTV，ISQVでは有意差は認められなかっ
た．
Ⅳ考察および結論：　今回，インプラント埋入時のITqV，
PTV，ISQVを部位別に検討したが，得られたデータは，上
下顎の無歯顎状態における骨質・骨密度など生理的・解剖学
的特徴を反映したものと考えられた．また，結果に評価法に
よる特徴が見られることから，術者は各評価法による傾向を
予め理解し，それぞれの症例に対し異なる複数の評価法を用
い総合的に判断し処置にあたるべきことが示唆された．

○赤塚 麻帆1，立川 敬子1，下岸 将博1，春日井 昇平2

東京医科歯科大学歯学部附属病院インプラント外来1，東京
医科歯科大学インプラント・口腔再生医学2

Clinical study on cases wearing the denture during healing 
time
○AKATSUKA M1, TACHIKAWA N1, SHIMOGISHI M1, 
KASUGAI S2

Implant Dentistry, Dental Hospital, Medicine, Tokyo 
Medical and Dental University1, Oral Implant & Regen. 
Dent. Med., Tokyo Med. and Dent.Univ.2

P-1-26★
治癒期間中に義歯を装着した症例の
臨床的検討

Ⅰ目的：　治癒期間中における微小動揺によって，インプラ
ント体の骨結合が阻害されることが知られている．しかし無
歯顎または多数歯欠損症例において，治癒期間中に暫間補綴
装置として可撤性義歯の装着が必要な場合もあるが，インプ
ラントへの影響についての報告は少ない．本研究の目的は, 
東京医科歯科大学歯学部附属病院インプラント外来で治療を
受けた患者の内, 治癒期間中に義歯を装着した症例における
インプラント体生存率および骨吸収の発生率について分析す
ることである.
Ⅱ対象および方法：　東京医科歯科大学歯学部附属病院イン
プラント外来において2002年 4 月から2015年 3 月にインプラ
ント埋入手術をおこなった患者で，2 回法，複数本埋入，骨
移植なし，初期固定良好であった101症例295本を対象とし
た．埋入手術後の治癒期間に義歯を装着した患者が51症例
179本，義歯装着のない患者が50症例116本であった. 検討項
目として, 患者の年齢, 性別，治癒期間の長さ, 欠損状態，放
射線学的評価による骨吸収の有無について行い，二次手術ま
でに脱落または二次手術時に骨吸収がみられたかを調査し
た．本研究は患者の同意のもと東京医科歯科大学歯学部倫理
委員会の承認（承認番号1081）を得て実施した．
Ⅲ結果： 　対象となった101症例の内訳は，男性52症例女性
49症例であり，手術時の平均年齢63.2歳, 治癒期間は平均4.6
カ月であった. 治癒期間中の義歯装着の有無によって，生存
率に有意差はなかった. 骨吸収については，義歯装着をしな
い50症例のうち 1 症例（ 2 %）1 本（ 1 %）であるのに対して，
義歯装着をした51症例のうち14症例（27%）18本（10%）で
発生頻度が高かった．②義歯装着をした51症例のなかでは
上顎で27症例中13症例（48%）, 下顎24症例中 1 症例（ 4 %）
で骨吸収がみられた. 下顎よりも上顎において発生頻度が高
かった．
Ⅳ考察および結論：　義歯の使用によって生存率に有意差が
なかったことから，義歯の動きが骨結合を阻害するほどの微
小動揺につながるとは言えない．しかし，プラットフォーム
周囲に骨吸収が起こる原因として，粘膜を介してインプラン
ト体に多少の負荷はかかること，義歯によって粘膜が圧迫さ
れ，骨膜からの血流量を減少すること，デンチャープラーク
によって細菌感染のリスクが高くなることなどが考えられ
る．治癒期間中の顎堤への圧迫の仕方は欠損状態や義歯の設
計によって異なるため，さらなる検討が必要と考えられる．
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○小林 孝誌1, 2，佐々木 穂高1, 2，真壁 康1, 2，
法月 良江1, 2，矢島 安朝1, 2，
東京歯科大学口腔インプラント学講座1，東京歯科大学口腔
科学研究センター2

The comparison with carbohydrate metabolism parameter 
and biochemical makers of bone turnover in implant patients
○KOBAYASHI T1, 2, SASAKI H1, 2, MAKABE Y1, 2, 
NORIZUKI Y1, 2, YAJIMA Y1, 2, 
Department of Oral and Maxillofacial Implantology, Tokyo 
Dental College1, Oral Health Science Center, Tokyo Dental 
College2

P-1-23★
インプラント治療患者における糖代謝検査と
骨代謝マーカー検査の比較検討

Ⅰ目的：　生活習慣病の１つである糖尿病（DM）の患者は
近年増加傾向にあり，易感染性や治癒不全からインプラント
治療のリスク因子となることが知られている．また，糖尿病
に伴うインスリン分泌低下が骨粗鬆症を発症させ，骨質の低
下を引き起こすことも報告されている．しかしながら，糖尿
病を合併したインプラント治療患者において，骨質に影響が
生じているのかは知られていない．そこで我々は，糖尿病患
者の糖代謝状態と全身の骨代謝状態を評価する骨代謝マー
カーの比較検討を行った．
Ⅱ対象および方法：　2011年 7 月から2013年 7 月に東京歯科
大学千葉病院口腔インプラント科に術前検査として空腹時血
糖時（FBS），HbA1cさらに，骨型アルカリフォスファター
ゼ（BAP），オステオカルシン（OC），Ⅰ型コラーゲン架橋
N-テロペプチド（NTx），デオキシピリジノリン（DPD），
骨型酒石酸抵抗性フォスファターゼ（TRACP）の検査を
行った患者375名（男性：148名，女性：227名，平均年齢：
54.5歳）を対象とした（東京歯科大学倫理委員会承認番号：
311）．正常群（FBS；110 mg/dl未満かつHbA1c；5.2 %未
満），DM予備群，DM群（FBS；126 mg/dl以上または
HbA1c；6.1 %以上）に群分けを行い，各骨代謝マーカー検
査との比較ならびに相関関係の検討を行った．
Ⅲ結果：　各群間と各骨代謝マーカー検査値との有意性なら
びに全対象者における糖代謝検査と骨代謝マーカー検査との
相関関係はいずれも認められなかった．DM群（40名，平均
53.4歳）における骨代謝マーカー検査との検討で，男性は
FBSがBAP（r=0.51），NTX（r=0.46），DPD（r=0.43）と正
の相関，HbA1cがBAP（r=0.50），NTX（r=0.27），DPD
（r=0.48）と正の相関，TRAP（r=－0.28）と負の相関を示
した．一方，女性はFBSがOC（r=0.29）と正の相関が認め
られた．
Ⅳ考察および結論：　本研究では，全対象者における比較検
討では有意差が認められなかった．これは，女性に多くみら
れる閉経後骨粗鬆症が高代謝回転であるのに対し，糖尿病性
骨粗鬆症は骨細胞の機能障害による低代謝回転型を呈するこ
とがバイアスとなったものと考えられる．一方，男性のDM
群においては，相関関係が認められたことから，糖代謝検査
が骨質の評価にも有用である可能性が示唆された．今後はイ
ンプラント治療の長期的な予後との相関性を検討していく予
定である．

○浜口 潤也，塩田 真，今 一裕，今北 千春，春日井 昇平
東京医科歯科大学大学院インプラント・口腔再生医学分野

The investigation of various factors to the long-term 
success of single-tooth implants
○HAMAGUCHI J, SHIOTA M, KON K, IMAKITA C, 
KASUGAI S
Department of Oral Implantology and Regenerative Dental 
Medicine, Tokyo Medical and Dental University

P-1-24★
単独歯インプラントの長期予後に関連する
各種因子の調査

Ⅰ目的：　近年，インプラント治療の対象は無歯顎症例から
部分欠損症例へと移行しており，1 歯欠損への適応も広く行
われるようになっている．このような単独歯インプラントの
10年残存率をJungらは95.2％と報告している．しかし，単独
歯インプラントでは一定の生物学的併発症も報告されてい
る.
そこで今回，インプラント長や，歯冠インプラント長比など
の形態的因子やインプラント埋入部位やインプラント埋入術
式などの環境的因子が単独歯インプラントの残存率や周囲骨
吸収に及ぼす影響を検討した．
Ⅱ対象および方法：　東京医科歯科大学歯学部附属病院イン
プラント外来で1998年から2004年までに単冠のインプラント
上部構造を装着し，10年間受診歴のある患者61人，インプラ
ント73本を対象とした．目的変数をインプラントの残存，
2 mm以上のインプラント周囲骨吸収の有無とし説明変数を
インプラント長，歯冠インプラント長比，歯周炎既往の有
無，下顎角の角度，埋入部位，インプラント埋入術式（ 1 回
法，2 回法）とした．インプラント周囲骨吸収量は，10年経
過時のパノラマX線写真もしくは平行法撮影によるデンタル
X線写真より評価した．また上部構造装着直後のパノラマ
エックス線写真より，インプラント長，歯冠インプラント長
比，下顎角の角度を測定した．下顎角の角度は下顎頭後縁を
除く下顎枝後縁と下顎下縁とのなす角度の左右の平均値をと
した．インプラント埋入部位は上顎前歯，上顎臼歯，下顎前
歯，下顎臼歯の 4 群に分類した．これらの各項目につき， 2
項ロジスティック回帰分析を行った．
Ⅲ結果：　今回の調査結果では，１本のインプラント喪失が
認められ，10年残存率は98.6%だった．また 2 mm以上のイ
ンプラント周囲骨吸収は 6 本に認められインプラント周囲骨
吸収発生率は8.3%であった．
インプラント周囲骨の吸収に対し，インプラント長，歯冠イ
ンプラント長比，歯周炎既往の有無，下顎角の角度，インプ
ラント埋入部位，インプラント埋入術式の各項目は統計学的
に有意な影響を及ぼすことは認められなかった．
Ⅳ考察および結論：　本研究で着目した各種因子に関わらず
単独歯インプラントの長期経過は良好と考えられた．今回の
対象患者は, 10年間継続して通院歴が有り，健康意識が高く
口腔内清掃状態も良好だった．この事が，今回のインプラン
トの残存，周囲骨吸収の発生に関連していると考えられる．

○永田 睦1, 2

九州インプラント研究会1，鹿児島大学大学院医歯学総合研
究科歯科生体材料学分野2

Intermaxillary comparison of the bio-mechanical evaluation 
methods of the dental implant.
○NAGATA M1, 2

KIRG1, Dpt. Biomaterial Science, Field of Oral and 
Maxillofacial Rehabilitation, Kagoshima University.2

P-1-25
インプラント埋入時の各生体力学的評価法の
上下顎間の比較検討

Ⅰ目的：　インプラント初期安定性の測定は術後の予知性を
推測するため近年広く行われている．その生体力学的指標
としては，埋入トルク値（Insertion torque value ; 以下
ITqV），ペリオテストによる動揺度指標（Periotest value ; 以
下PTV），共振周波数安定指数（Implant stability quotinent 
value ; 以下ISQV）などがある．これまで本学会の第42・
43・44回学術大会において，施術時における生体力学的評価
法指標値の相関，低中高トルクでの挙動，インプラント形状
による差など，各指標に関連する事項について比較検討を行
いその結果を報告してきたが，今回は，一回法インプラント
埋入時に上下顎で部位別に各指標値の計測を行い，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：　対象は2008年 4 月より2014年12月の間
にインプラントを施された患者で，充分な説明と患者の同意
の下に測定を行った．247本の一回法インプラント（SwissPlus,
Zimmer）で，処置時の埋入ITqV，PTV，ISQVを，それぞ
れトルクロックR（Intra-Lock）およびトルクメーター100
（Implatex）， ペリオテスト （Gulden），OsstellTM Mentor
（Integration Diagnostic AB）を用いて計測を行った．計測
値を前歯部・小臼歯部・大臼歯部に分類し，それぞれを上下
顎間，ならびに小-大臼歯部で比較し，また男女間でも比較
した．なお前歯部では標本数が少なすぎたため，検討結果か
ら除外した．有意差の検定には，二元配置分散分析と
Tukey-testを用いた．
Ⅲ結果：　上下顎同名部の比較では，ITV，PTV，ISQV共
に，上下顎の大臼歯間で有意な差がみられ，ITV，ISQVは
下顎が大きい値を，PTVは上顎が大きい値を示した．上下
小臼歯間では差はみられなかった．小-大臼歯間の比較で
は，上顎においてITV，ISQVで大臼歯部が小臼歯部に比較
して有意な低値を示したが，PTVでは有意差は見られな
かった． 男女の比較では，ITVに有意差が認められ，女性が
低値を示したが，PTV，ISQVでは有意差は認められなかっ
た．
Ⅳ考察および結論：　今回，インプラント埋入時のITqV，
PTV，ISQVを部位別に検討したが，得られたデータは，上
下顎の無歯顎状態における骨質・骨密度など生理的・解剖学
的特徴を反映したものと考えられた．また，結果に評価法に
よる特徴が見られることから，術者は各評価法による傾向を
予め理解し，それぞれの症例に対し異なる複数の評価法を用
い総合的に判断し処置にあたるべきことが示唆された．

○赤塚 麻帆1，立川 敬子1，下岸 将博1，春日井 昇平2

東京医科歯科大学歯学部附属病院インプラント外来1，東京
医科歯科大学インプラント・口腔再生医学2

Clinical study on cases wearing the denture during healing 
time
○AKATSUKA M1, TACHIKAWA N1, SHIMOGISHI M1, 
KASUGAI S2

Implant Dentistry, Dental Hospital, Medicine, Tokyo 
Medical and Dental University1, Oral Implant & Regen. 
Dent. Med., Tokyo Med. and Dent.Univ.2

P-1-26★
治癒期間中に義歯を装着した症例の
臨床的検討

Ⅰ目的：　治癒期間中における微小動揺によって，インプラ
ント体の骨結合が阻害されることが知られている．しかし無
歯顎または多数歯欠損症例において，治癒期間中に暫間補綴
装置として可撤性義歯の装着が必要な場合もあるが，インプ
ラントへの影響についての報告は少ない．本研究の目的は, 
東京医科歯科大学歯学部附属病院インプラント外来で治療を
受けた患者の内, 治癒期間中に義歯を装着した症例における
インプラント体生存率および骨吸収の発生率について分析す
ることである.
Ⅱ対象および方法：　東京医科歯科大学歯学部附属病院イン
プラント外来において2002年 4 月から2015年 3 月にインプラ
ント埋入手術をおこなった患者で，2 回法，複数本埋入，骨
移植なし，初期固定良好であった101症例295本を対象とし
た．埋入手術後の治癒期間に義歯を装着した患者が51症例
179本，義歯装着のない患者が50症例116本であった. 検討項
目として, 患者の年齢, 性別，治癒期間の長さ, 欠損状態，放
射線学的評価による骨吸収の有無について行い，二次手術ま
でに脱落または二次手術時に骨吸収がみられたかを調査し
た．本研究は患者の同意のもと東京医科歯科大学歯学部倫理
委員会の承認（承認番号1081）を得て実施した．
Ⅲ結果： 　対象となった101症例の内訳は，男性52症例女性
49症例であり，手術時の平均年齢63.2歳, 治癒期間は平均4.6
カ月であった. 治癒期間中の義歯装着の有無によって，生存
率に有意差はなかった. 骨吸収については，義歯装着をしな
い50症例のうち 1 症例（ 2 %）1 本（ 1 %）であるのに対して，
義歯装着をした51症例のうち14症例（27%）18本（10%）で
発生頻度が高かった．②義歯装着をした51症例のなかでは
上顎で27症例中13症例（48%）, 下顎24症例中 1 症例（ 4 %）
で骨吸収がみられた. 下顎よりも上顎において発生頻度が高
かった．
Ⅳ考察および結論：　義歯の使用によって生存率に有意差が
なかったことから，義歯の動きが骨結合を阻害するほどの微
小動揺につながるとは言えない．しかし，プラットフォーム
周囲に骨吸収が起こる原因として，粘膜を介してインプラン
ト体に多少の負荷はかかること，義歯によって粘膜が圧迫さ
れ，骨膜からの血流量を減少すること，デンチャープラーク
によって細菌感染のリスクが高くなることなどが考えられ
る．治癒期間中の顎堤への圧迫の仕方は欠損状態や義歯の設
計によって異なるため，さらなる検討が必要と考えられる．
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○髙藤 恭子，後藤 英盛，佐々木 成弘，千葉 雅之，
近藤 尚知
岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座

Clinical evaluation of the implant loss in our clinic
○TAKAFUJI K, GOTO H, SASAKI S, CHIBA M, 
KONDO H
Department of Prosthodontics and Oral Implantology 
School of Dentistry, Iwate Medical University

P-1-27★
当科におけるインプラントの脱落および除去症例
の臨床的検討

Ⅰ目的：　近年，インプラント治療の長期安定性に関する多
くの報告がなされ，その治療法が確立されるとともに，欠損
補綴には欠かせない選択肢となっている．一方で，オッセオ
インテグレーションが得られずに脱落したり，オッセオイン
テグレーション獲得後であっても脱落に至る症例も報告され
ている．今回我々は，当科において何らかの理由で脱落ある
いは除去に至った症例について臨床的検討を行ったので報告
する．
Ⅱ対象および方法：　本調査においては，2009年 7 月から
2015年 3 月の期間に当科にてインプラント埋入を行った症例
を対象とした（倫理審査番号01186）.
埋入手術後脱落に至った症例の概要を調査し，その原因等に
ついて，全身因子および局所因子の観点から考察を行った．
Ⅲ結果：　調査対象期間中に埋入されたインプラントは1314
本で，脱落に至ったのは 9 症例（女性 7 例，男性 2 例），10
本であった．二次手術までに脱落に至った症例は 3 例（ 4
本）であり，2 例（ 3 本）は二次手術の際に除去している．
また，二次手術後に脱落した症例は 6 例（ 6 本）であり，咬
合負荷後 3 年以内に脱落に至っている．埋入の際に骨移植術
を併用した症例は 3 例で，サイナスリフトが 2 例，ソケット
リフトが 1 例であった．オッセオインテグレーションが獲得
できた 6 例は，埋入術直後の経過は良好であったが，インプ
ラント周囲炎またはオーバーロードを原因として脱落に至っ
た．脱落した 9 症例のうち 4 例は再埋入を行い，現在までの
ところ良好に経過している．
Ⅳ考察および結論：　オッセオインテグレーション獲得後に
脱落に至った原因としてオーバーロードとインプラント周囲
炎が考えられる．オーバーロードを防ぐために，上部構造装
着時またその後も慎重に経過観察と咬合調整を行う必要があ
る．また，インプラント周囲炎を惹起してしまった原因とし
て，適切な位置に埋入できなかったこと，清掃性の悪い形態
の上部構造を装着したことなどが考えられる．術前の診察・
検査・診断と補綴装置の設計が適切に行えていれば除去に至
らずにすんだ症例がなかったかについてもさらなる検索が必
要である．今回除去に至った症例を検討した結果より長期的
に良好な経過を獲得するためには，患者の悪習癖を含め術前
検査から，埋入計画，補綴装置の設計，メインテナンスに至
るまで，一つ一つの過程を慎重かつ確実に行う必要があると
考えられた．

○宇澤 匡俊1, 3，積田 光由1, 3，小久保 裕司1, 3，
榊原 康智3，大久保 力廣2, 3

鶴見大学歯学部クラウンブリッジ補綴学講座1，鶴見大学歯
学部有床義歯補綴学講座2，鶴見大学歯学部附属病院インプ
ラントセンター3

Prosthetic Complications of Implant-supported single 
crowns
○UZAWA M1, 3, TSUMITA M1, 3, KOKUBO Y1, 3, 
SAKAKIBARA Y3, OKUBO C2, 3

Department of Fixed Prosthodontics, Tsurumi University 
School of Dental Medicine1, Department of Removable 
Prosthodontics, Tsurumi University School of Dental 
Medicine2, Center of Oral and Maxillofacial Implantology3

P-1-28
単独歯インプラント補綴装置のトラブルの評価

Ⅰ目的：　1 歯欠損に対するインプラント治療の選択は長期
的にも信頼性の高いものとなっている．一方で，補綴装置装
着後にはしばしばトラブルが発生する．本調査では，単独歯
インプラント補綴装置装着後のトラブルについて評価した．
Ⅱ対象および方法：　大学歯学部附属病院にて 2004 年 1 月
～2014 年 4 月までに 1 歯欠損に対してインプラント治療を
選択した患者434名，536本（上顎263本，下顎273本）のイン
プラント体に装着した補綴装置を調査した．装着後の期間は 
12カ月～120カ月，平均 37.8カ月であった．調査は発生した
トラブルの種類，頻度，部位，時期とした．また，本評価は
本学歯学部倫理委員会の承認を得て行った（No. 309）．
Ⅲ結果：　調査対象となったインプラント補綴装置の固定様
式はスクリュー固定式が 235本，セメント固定式が 301本で
あった．トラブルは16.0％で発生し，アバットメントスク
リューの緩みが最も多く，続いて前装材料の破折,仮着の脱
離，アクセスホール仮封材の脱離，アクセスホールレジン充
填の脱離，接触点の緩みによる食片圧入, 審美性の問題など
であった．スクリューの緩みは 5.2％発生し，上顎では前歯
部，下顎では臼歯部に多く認められる傾向があった．また, 
装着後 1 年以内にスクリューの緩みが発生する症例は 75.0％
となり，さらにその後複数回発生する症例も認められた．前
装材料の破折は 21本，3.9％で，スクリュー固定式の方が約 2
倍発生した．破折に対する対処として，口腔内で研磨のみは 
47.6％，直接法による修理は23.8％, 間接法による修理は 
28.6％であった．
Ⅳ考察および結論：　単独歯インプラント補綴装置装着後の
トラブルはアバットメントスクリューの緩みや前装材料の破
折を中心として16.0％で発生していた．トラブルの詳細を知
ることで，インフォームドコンセント，上部構造の材料選択
時などに役立たせることが可能である．

○北村 淳，田沼 裕志，田中 謙光，山内 健介，高橋 哲
東北大学大学院歯学研究科顎顔面口腔外科学分野

A clinical evaluation of bone augmentation after sinus floor 
elevation technique at Dental Implant Center of our 
Hospital.
○KITAMURA J, TANUMA Y, TANAKA K, 
YAMAUCHI K, TAKAHASHI T
Division of Oral & Maxillofacial Surgery, Tohoku University 
Graduate School of Dentistry

P-1-29
当院歯科インプラントセンターにおける
側方開窓アプローチによる
上顎洞底挙上術による骨増生の臨床的評価

Ⅰ目的：　近年，インプラント治療が一般に広く認知され，
治療の需要は年々高まっている．それに伴い東北大学病院で
はさらに高度なインプラント治療を提供するため2013年 4 月
より歯科インプラントセンターが設置された．今回われわれ
は2013年 4 月から2014年11月までの20カ月間に行われた側方
開窓アプローチによる上顎洞底挙上術に関する臨床的評価を
行ったのでここに報告する．
Ⅱ対象および方法：　本研究は東北大学研究倫理専門委員会
の承認（受付番号：26-33）を得ており，また，研究につい
て患者からの同意も得ている．2013年 4 月から2014年11月ま
での期間に東北大学病院歯科インプラントセンターにおい
て，側方開窓アプローチによる上顎洞底挙上術を施行した15
名のうち術後感染なくインプラント埋入まで行った患者13名
15側を対象とした．調査項目は移植前の母床骨の高さと骨増
生直後とインプラント埋入時を比較したレントゲン上での移
殖骨の高さ，骨移植材の量と自家骨の有無・採取部位，埋入
したインプラント体の種類と長径および幅径，洞粘膜肥厚の
有無である．
Ⅲ結果：　男性例 6 例，女性 7 例，平均年齢は56.6歳で右側
が 4 名，左側が 7 名，両側は 2 名であった．移殖前の母床骨
の高さは平均4.93 mmで術後の移植骨の高さは平均16.49 mm
まで増加していた．インプラント埋入までの平均待機期間は
7.4カ月で埋入時の移植骨の高さは平均13.66 mmで減少率は
16.7 ％であった．使用した骨材料は全例で人工骨材料である
β-TCP（CerasorbⓇ）を使用し，骨採取部位は下顎臼後部
が最も多かった．また， 2 例でβ-TCPのみでの骨増生を
行った．埋入したインプラントはAstra Osseospeedが最も
多く，長さ11 mm，4.0 mm径を最も多く使用していた．
Ⅳ考察および結論：　当院で行った上顎洞底挙上術では全例
でβ-TCPを使用し，良好な結果を得ていた．また，２例し
かないがβ-TCP単体のみの症例でも埋入後に十分な骨量を
確保することができた．短期症例でしか経過を追えていない
が，今後も今回の結果を踏まえ，臨床成績の向上を目指して
いきたい．

○村瀬 隆一1, 2，石川 詔子2，篠原 こずえ2，住田 知樹3，
浜川 裕之2

口腔インプラント生涯研修センター1，愛媛大学医学部口腔
顎顔面外科学講座2，九州大学歯学部顔面口腔外科学講座3

Statistical analysis of lateral window sinus elevation 
technique
○MURASE R1, 2, ISHIKAWA A2, SHINOHARA K2, 
SUMIDA T3, HAMAKAWA H2

Life Long Educational Center for Oral Implantlogy1, 
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Ehime 
University Graduate School of Medicine2, Department of 
Oral and Maxillofacial Surgery, Kyushu University Graduate 
School of Medical Sciences3

P-1-30
ラテラルウィンドウテクニックを用いた
上顎洞底挙上術の統計学的検討

Ⅰ目的：　近年口腔インプラント治療の増加に伴い，上顎洞
底拳上術のニーズが増加しているが，感染に伴う急性上顎洞
炎の発症やインプラントの洞内への迷入などトラブルの数も
急増している．上顎洞へのアプローチ方法や素材が多様化し
ていく中で，トラブルを回避するための適切なリスク評価を
行うことを目的に本研究を行った．
Ⅱ対象および方法：　2005年から2012年までに愛媛大学医学
部附属病院で実施されたラテラルウィンドウテクニックによ
る上顎洞底拳上術で，術後 3 年間の経過観察が可能であった
51症例，計146本のインプラントを対象に統計を行った．全
症例において上顎洞底拳上術とインプラント埋入が同時に施
行された．評価項目は①上顎洞底部の骨高径，②インプラン
ト体の表面性状，長径，幅径，③埋入時の固定トルク値，
④骨補填材の種類とし，それぞれの項目においてインプラン
ト体の生着率を比較した．
Ⅲ結果：　埋入されたインプラントのうち，82本がHAコー
トされており，それ以外が表面を酸化処理した純チタン製で
あったが，両者の生着率に有意差は認められなかった．イン
プラント体の長径，幅径の比較では，生着率に影響は認めら
れなかった．また骨補填材の種類による比較においても，
HA＋β-TCPと高純度β-TCPの間に明らかな差は認められ
なかった．その一方で，上顎洞底部の骨高径が3 mm以上で
あったインプラント群の生着率が96%であったのに対し，
3 mm未満では91.7%と低かった．また埋入時に30 Ncm以上
の初期固定が得られたインプラント群が30 Ncm未満の群に
比べて生着率が高い傾向があった．
Ⅳ考察および結論：　インプラント体の表面性状，長径，幅
径，骨補填材の種類の比較では，インプラントの生着率に差
は見られなかった．その一方で洞底部の既存骨高径が3 mm
以上で30 Ncm以上の固定トルク値が得られた群において高
い生着率を示した．以上のことから上顎洞底拳上術を用いた
インプラント治療の成否には，既存骨高径や埋入時の固定ト
ルク値が重要である可能性が示唆された．
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○髙藤 恭子，後藤 英盛，佐々木 成弘，千葉 雅之，
近藤 尚知
岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座

Clinical evaluation of the implant loss in our clinic
○TAKAFUJI K, GOTO H, SASAKI S, CHIBA M, 
KONDO H
Department of Prosthodontics and Oral Implantology 
School of Dentistry, Iwate Medical University

P-1-27★
当科におけるインプラントの脱落および除去症例
の臨床的検討

Ⅰ目的：　近年，インプラント治療の長期安定性に関する多
くの報告がなされ，その治療法が確立されるとともに，欠損
補綴には欠かせない選択肢となっている．一方で，オッセオ
インテグレーションが得られずに脱落したり，オッセオイン
テグレーション獲得後であっても脱落に至る症例も報告され
ている．今回我々は，当科において何らかの理由で脱落ある
いは除去に至った症例について臨床的検討を行ったので報告
する．
Ⅱ対象および方法：　本調査においては，2009年 7 月から
2015年 3 月の期間に当科にてインプラント埋入を行った症例
を対象とした（倫理審査番号01186）.
埋入手術後脱落に至った症例の概要を調査し，その原因等に
ついて，全身因子および局所因子の観点から考察を行った．
Ⅲ結果：　調査対象期間中に埋入されたインプラントは1314
本で，脱落に至ったのは 9 症例（女性 7 例，男性 2 例），10
本であった．二次手術までに脱落に至った症例は 3 例（ 4
本）であり，2 例（ 3 本）は二次手術の際に除去している．
また，二次手術後に脱落した症例は 6 例（ 6 本）であり，咬
合負荷後 3 年以内に脱落に至っている．埋入の際に骨移植術
を併用した症例は 3 例で，サイナスリフトが 2 例，ソケット
リフトが 1 例であった．オッセオインテグレーションが獲得
できた 6 例は，埋入術直後の経過は良好であったが，インプ
ラント周囲炎またはオーバーロードを原因として脱落に至っ
た．脱落した 9 症例のうち 4 例は再埋入を行い，現在までの
ところ良好に経過している．
Ⅳ考察および結論：　オッセオインテグレーション獲得後に
脱落に至った原因としてオーバーロードとインプラント周囲
炎が考えられる．オーバーロードを防ぐために，上部構造装
着時またその後も慎重に経過観察と咬合調整を行う必要があ
る．また，インプラント周囲炎を惹起してしまった原因とし
て，適切な位置に埋入できなかったこと，清掃性の悪い形態
の上部構造を装着したことなどが考えられる．術前の診察・
検査・診断と補綴装置の設計が適切に行えていれば除去に至
らずにすんだ症例がなかったかについてもさらなる検索が必
要である．今回除去に至った症例を検討した結果より長期的
に良好な経過を獲得するためには，患者の悪習癖を含め術前
検査から，埋入計画，補綴装置の設計，メインテナンスに至
るまで，一つ一つの過程を慎重かつ確実に行う必要があると
考えられた．

○宇澤 匡俊1, 3，積田 光由1, 3，小久保 裕司1, 3，
榊原 康智3，大久保 力廣2, 3

鶴見大学歯学部クラウンブリッジ補綴学講座1，鶴見大学歯
学部有床義歯補綴学講座2，鶴見大学歯学部附属病院インプ
ラントセンター3

Prosthetic Complications of Implant-supported single 
crowns
○UZAWA M1, 3, TSUMITA M1, 3, KOKUBO Y1, 3, 
SAKAKIBARA Y3, OKUBO C2, 3

Department of Fixed Prosthodontics, Tsurumi University 
School of Dental Medicine1, Department of Removable 
Prosthodontics, Tsurumi University School of Dental 
Medicine2, Center of Oral and Maxillofacial Implantology3

P-1-28
単独歯インプラント補綴装置のトラブルの評価

Ⅰ目的：　1 歯欠損に対するインプラント治療の選択は長期
的にも信頼性の高いものとなっている．一方で，補綴装置装
着後にはしばしばトラブルが発生する．本調査では，単独歯
インプラント補綴装置装着後のトラブルについて評価した．
Ⅱ対象および方法：　大学歯学部附属病院にて 2004 年 1 月
～2014 年 4 月までに 1 歯欠損に対してインプラント治療を
選択した患者434名，536本（上顎263本，下顎273本）のイン
プラント体に装着した補綴装置を調査した．装着後の期間は 
12カ月～120カ月，平均 37.8カ月であった．調査は発生した
トラブルの種類，頻度，部位，時期とした．また，本評価は
本学歯学部倫理委員会の承認を得て行った（No. 309）．
Ⅲ結果：　調査対象となったインプラント補綴装置の固定様
式はスクリュー固定式が 235本，セメント固定式が 301本で
あった．トラブルは16.0％で発生し，アバットメントスク
リューの緩みが最も多く，続いて前装材料の破折,仮着の脱
離，アクセスホール仮封材の脱離，アクセスホールレジン充
填の脱離，接触点の緩みによる食片圧入, 審美性の問題など
であった．スクリューの緩みは 5.2％発生し，上顎では前歯
部，下顎では臼歯部に多く認められる傾向があった．また, 
装着後 1 年以内にスクリューの緩みが発生する症例は 75.0％
となり，さらにその後複数回発生する症例も認められた．前
装材料の破折は 21本，3.9％で，スクリュー固定式の方が約 2
倍発生した．破折に対する対処として，口腔内で研磨のみは 
47.6％，直接法による修理は23.8％, 間接法による修理は 
28.6％であった．
Ⅳ考察および結論：　単独歯インプラント補綴装置装着後の
トラブルはアバットメントスクリューの緩みや前装材料の破
折を中心として16.0％で発生していた．トラブルの詳細を知
ることで，インフォームドコンセント，上部構造の材料選択
時などに役立たせることが可能である．

○北村 淳，田沼 裕志，田中 謙光，山内 健介，高橋 哲
東北大学大学院歯学研究科顎顔面口腔外科学分野

A clinical evaluation of bone augmentation after sinus floor 
elevation technique at Dental Implant Center of our 
Hospital.
○KITAMURA J, TANUMA Y, TANAKA K, 
YAMAUCHI K, TAKAHASHI T
Division of Oral & Maxillofacial Surgery, Tohoku University 
Graduate School of Dentistry

P-1-29
当院歯科インプラントセンターにおける
側方開窓アプローチによる
上顎洞底挙上術による骨増生の臨床的評価

Ⅰ目的：　近年，インプラント治療が一般に広く認知され，
治療の需要は年々高まっている．それに伴い東北大学病院で
はさらに高度なインプラント治療を提供するため2013年 4 月
より歯科インプラントセンターが設置された．今回われわれ
は2013年 4 月から2014年11月までの20カ月間に行われた側方
開窓アプローチによる上顎洞底挙上術に関する臨床的評価を
行ったのでここに報告する．
Ⅱ対象および方法：　本研究は東北大学研究倫理専門委員会
の承認（受付番号：26-33）を得ており，また，研究につい
て患者からの同意も得ている．2013年 4 月から2014年11月ま
での期間に東北大学病院歯科インプラントセンターにおい
て，側方開窓アプローチによる上顎洞底挙上術を施行した15
名のうち術後感染なくインプラント埋入まで行った患者13名
15側を対象とした．調査項目は移植前の母床骨の高さと骨増
生直後とインプラント埋入時を比較したレントゲン上での移
殖骨の高さ，骨移植材の量と自家骨の有無・採取部位，埋入
したインプラント体の種類と長径および幅径，洞粘膜肥厚の
有無である．
Ⅲ結果：　男性例 6 例，女性 7 例，平均年齢は56.6歳で右側
が 4 名，左側が 7 名，両側は 2 名であった．移殖前の母床骨
の高さは平均4.93 mmで術後の移植骨の高さは平均16.49 mm
まで増加していた．インプラント埋入までの平均待機期間は
7.4カ月で埋入時の移植骨の高さは平均13.66 mmで減少率は
16.7 ％であった．使用した骨材料は全例で人工骨材料である
β-TCP（CerasorbⓇ）を使用し，骨採取部位は下顎臼後部
が最も多かった．また， 2 例でβ-TCPのみでの骨増生を
行った．埋入したインプラントはAstra Osseospeedが最も
多く，長さ11 mm，4.0 mm径を最も多く使用していた．
Ⅳ考察および結論：　当院で行った上顎洞底挙上術では全例
でβ-TCPを使用し，良好な結果を得ていた．また，２例し
かないがβ-TCP単体のみの症例でも埋入後に十分な骨量を
確保することができた．短期症例でしか経過を追えていない
が，今後も今回の結果を踏まえ，臨床成績の向上を目指して
いきたい．

○村瀬 隆一1, 2，石川 詔子2，篠原 こずえ2，住田 知樹3，
浜川 裕之2

口腔インプラント生涯研修センター1，愛媛大学医学部口腔
顎顔面外科学講座2，九州大学歯学部顔面口腔外科学講座3

Statistical analysis of lateral window sinus elevation 
technique
○MURASE R1, 2, ISHIKAWA A2, SHINOHARA K2, 
SUMIDA T3, HAMAKAWA H2

Life Long Educational Center for Oral Implantlogy1, 
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Ehime 
University Graduate School of Medicine2, Department of 
Oral and Maxillofacial Surgery, Kyushu University Graduate 
School of Medical Sciences3

P-1-30
ラテラルウィンドウテクニックを用いた
上顎洞底挙上術の統計学的検討

Ⅰ目的：　近年口腔インプラント治療の増加に伴い，上顎洞
底拳上術のニーズが増加しているが，感染に伴う急性上顎洞
炎の発症やインプラントの洞内への迷入などトラブルの数も
急増している．上顎洞へのアプローチ方法や素材が多様化し
ていく中で，トラブルを回避するための適切なリスク評価を
行うことを目的に本研究を行った．
Ⅱ対象および方法：　2005年から2012年までに愛媛大学医学
部附属病院で実施されたラテラルウィンドウテクニックによ
る上顎洞底拳上術で，術後 3 年間の経過観察が可能であった
51症例，計146本のインプラントを対象に統計を行った．全
症例において上顎洞底拳上術とインプラント埋入が同時に施
行された．評価項目は①上顎洞底部の骨高径，②インプラン
ト体の表面性状，長径，幅径，③埋入時の固定トルク値，
④骨補填材の種類とし，それぞれの項目においてインプラン
ト体の生着率を比較した．
Ⅲ結果：　埋入されたインプラントのうち，82本がHAコー
トされており，それ以外が表面を酸化処理した純チタン製で
あったが，両者の生着率に有意差は認められなかった．イン
プラント体の長径，幅径の比較では，生着率に影響は認めら
れなかった．また骨補填材の種類による比較においても，
HA＋β-TCPと高純度β-TCPの間に明らかな差は認められ
なかった．その一方で，上顎洞底部の骨高径が3 mm以上で
あったインプラント群の生着率が96%であったのに対し，
3 mm未満では91.7%と低かった．また埋入時に30 Ncm以上
の初期固定が得られたインプラント群が30 Ncm未満の群に
比べて生着率が高い傾向があった．
Ⅳ考察および結論：　インプラント体の表面性状，長径，幅
径，骨補填材の種類の比較では，インプラントの生着率に差
は見られなかった．その一方で洞底部の既存骨高径が3 mm
以上で30 Ncm以上の固定トルク値が得られた群において高
い生着率を示した．以上のことから上顎洞底拳上術を用いた
インプラント治療の成否には，既存骨高径や埋入時の固定ト
ルク値が重要である可能性が示唆された．
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○岡田 常司1，河奈 裕正2

関東・甲信越支部1，慶応義塾大学医学部歯科・口腔外科学
教室2

Case reports of maxillary sinus floor augumentation with 
complex sinus septa Treatment strategy for sinus 
membrane perforations
○OKADA T1, KAWANA H2

Kanto-Koshinetsu Branch1，Department of Dentistry and 
Oral Surgery, School of Medicine, Keio University2

P-1-31★
複雑な隔壁を有する上顎洞にサイナスリフトを
施行した2症例
―洞粘膜穿孔に対する戦略的アプローチ―

Ⅰ目的：　上顎洞底拳上術を施行する際には副鼻腔炎などの
炎症の有無の他に，後上歯槽動脈や隔壁などの解剖学的な診
査が術前に行われる．隔壁の存在は手術に際し大きな障害に
なる可能性があり，13～35％の発現率が報告されている．今
回上顎洞底挙上術を施行するにあたり，複雑な隆起と隔壁の
存在が障害となった 2 症例を経験した．洞粘膜の穿孔による
手術の中止を余儀なくされたが，その際に行った隔壁の除去
または削合によりその後良好な経過を得たので報告する．
Ⅱ症例の概要：　症例 1 の患者は48才女性，2007年 1 月左上
456欠損による咀嚼障害を主訴に当院を受診した．CT診査に
より上顎洞内の45埋入相当部位に近遠心方向の隔壁が存在し
た．サイナスリフト時にシュナイダ－膜を穿孔し，その後穿
孔部の拡大により上顎洞底移植術を中止した．今後の手術を
より安全に行えるように隔壁鋭縁部の除去を行い，その後可
能な限りの洞粘膜を挙上した．半年後のCBCT診査で隔壁か
ら内側壁よりの部分に骨造成が観察され，ボリュームレンダ
リング像では相対的に隔壁が消失していることが確認でき
た．その為，2007年 9 月に 2 回目の手術で上顎洞底移植術及
びインプラント同時埋入を合併症なく行うことができた．使
用インプラントはブローネマルクシステム（φ3.75 or 4.0×
11.5 mm）で，約半年後に 2 次手術を行い，2008年 6 月に上
部構造体を装着した．症例 2 の患者は32才男性，2011年 2 月
右上 6 欠損による咀嚼障害を主訴に当院を受診した．本症例
では放射状の隔壁の他に複雑な隆起や陥凹がみられた．同年
3 月サイナスリフト時にシュナイダ－膜を穿孔し，症例１と
同様の処置を行った．使用インプラントはザイブシステム
（φ4.5×11.0 mm）で，2012年 4 月に上部構造体を装着した．
Ⅲ経過：　両症例ともインプラントは良好な骨結合が得ら
れ，2015年 4 月現在（それぞれ 6 年半，3 年経過），口腔内
診査・X線診査で経過良好と判断した．
Ⅳ考察および結論：　洞粘膜の裂開に対する処置はコラーゲ
ン膜による修復などが報告されているが，骨補填材の溢出な
どの感染を考慮するとその大きさによっては手術を中止せざ
るを得ない場合がある．隔壁の周囲は洞粘膜の穿孔が起こり
やすく，本症例のような複雑な形態を有する上顎洞に対し，
1 度目の手術時に行う隔壁の除去・削合は，後により安全に
上顎洞底挙上術を行うためのオプションとして準備しておく
べき有効な方法であると考える．

○丸尾 勝一郎1，宗像 源博1，長崎 公壽1，立川 敬子2，
春日井 昇平2

神奈川歯科大学附属病院口腔インプラントセンター1，東京
医科歯科大学歯学部附属病院インプラント外来2

Maxillary sinus floor augmentation using a poly-L-lactic 
acid device to create space without bone graft: A case 
report
○MARUO K1, MUNAKATA M1, NAGASAKI M1, 
TACHIKAWA N2, KASUGAI S2

Oral Implant Center, Kanagawa Dental University Hospital1, 
Implant Dentistry, Dental Hospital, Tokyo Medical and 
Dental University2

P-1-32★
PLLAをスペースメイキングとして
上顎洞底挙上術を行った1症例

Ⅰ目的：　上顎洞底挙上術を施行する場合，骨移植材として
自家骨やウシ骨等の他種骨，合成ヒドロキシアパタイトやβ

‐TCP等の人工骨などが用いられている．しかし，ドナーサ
イトの問題や新生骨の遅延，移植骨の感染や漏洩による上顎
洞炎の併発等の合併症の問題も報告されている．2004年
Lundgrenらが移植材を用いずに上顎洞粘膜下にスペースを
作るだけで骨の形成が行われることを報告したのち現在まで
移植材を用いない上顎洞底挙上術に関する様々な症例報告が
なされてきている．しかし，これらの手法はスペースメイキ
ングとしてのインプラントの同時埋入が原則となっており，
初期固定を得るための骨量が不充分な場合には適応できない
ことが欠点として挙げられる．今回我々は，ポリ乳酸
（PLLA）メッシュプレートを用いたスペースメイキングに
よる上顎洞底挙上術をおこない，長期的に良好な結果を得た
ので報告する．
Ⅱ症例の概要：　患者は60歳男性．右側上顎第二小臼歯第一
大臼歯の欠損による咀嚼障害を主訴に東京医科歯科大学歯学
部附属病院インプラント外来に来院した．CT画像上洞底部
までの既存骨量は2 mm未満であり同時埋入による上顎洞底
挙上術は困難であった．手術方法は通法どおり粘膜骨膜弁を
形成し，上顎洞側壁よりラウンドバーにて骨窓を形成，剥離
子にて洞底粘膜を挙上した．その後PLLAをU字に屈曲し，
洞底部に設置し閉創した（2009年 9 月）．術後 6 カ月後に
QCT法にて骨密度および骨新生量を計測し，十分な骨質骨
量であることを確認した．2010年 4 月ブローネマルクMKⅣ
インプラント（φ4.0×10 mm）2 本を埋入．同年10月に二次
手術を施行．2011年 5 月最終印象をおこない，陶材焼付冠を
スクリュー固定にて装着した．なお本術式は東京医科歯科大
学倫理委員会の承認（承認番号：第406号）を得て患者の同
意のもと実施した. 
Ⅲ経過：　上部構造装着後 3 カ月ごとにメンテナンスをおこ
ない，手術後 7 年 6 カ月，上部構造装着後約 4 年経過してい
るが口腔内およびＸ線写真においても炎症や骨吸収像等の異
常所見はなくCT画像でもインプラント底部までの骨形成が
観察された．患者は骨移植を併用せず低侵襲であったことも
ふくめ機能的・審美的に十分満足している．
Ⅳ考察および結論：　本術式は上顎洞底挙上術においてイン
プラントの同時埋入が困難な症例であってもドナーサイトや
感染の問題が少なく十分な骨量を得ることが可能であると考
える．

○岩﨑 玲二
インプラント再建歯学研究会

A case report of immediate implant placement for left 
maxillary second premolar
○IWASAKI R
Institute of implant reconstructiv dentistry

P-1-33
上顎左側第二小臼歯に対し抜歯即時埋入を
行った一症例

Ⅰ目的：　従来インプラント治療において抜歯後 3 カ月から
6 カ月置いた後フィクスチャーを埋入することが多かった
が，近年抜歯即時埋入の有効性が認められつつある．今回治
癒期間の短縮を求めて抜歯即時埋入処置を行い，良好な経過
が得られたので報告する．
Ⅱ症例の概要：　患者は43歳女性．左上 4 番のインレー，同
5 番の全部鋳造冠がコアごと脱離したことを主訴に来院し
た．既往歴，家族歴に特記すべき事項はなく，喫煙歴もな
かった．視診により左上 5 番にはカリエス，同部位の歯周組
織検査は全周にわたり3 mmから4 mmのプロービングデプ
スであった．縁下カリエスやフェルール，デンタルX線写真
では根尖病巣様不透過像を認め根尖病巣を考慮した結果，保
存不可能と判断した．既存骨と上顎洞底部との垂直的な骨量
は8 mmであったため改善が必要であることが分かった．同
部位に対する治療計画を立案し，利点欠点を説明し，十分な
インフォームドコンセントを図ったところ，患者はインプラ
ント治療さらに埋入時期についても抜歯即時埋入を希望し
た．2011年 2 月，歯周初期治療の後，左上 5 番を抜歯，フラッ
プを開けて掻爬，根尖相当部に約3 mmの頬側歯槽骨開窓を
認めた．骨量改善のため，Crestal Approach Sinus Floor 
Elevationを行い，頬側開窓部にも骨補填材にて封鎖し，
POIEX/HACEXⓇインプラント（JMM社製　直径42 mm長
径10 mm）を埋入し初期固定が得られたので 6 カ月後上部構
造を装着した．
Ⅲ経過：　上部構造装着後約 3 カ月ごとのメンテナンスに移
行し，3 年経過しているがX線写真におけるインプラント周
囲の進行性の骨吸収や，歯周組織検査や視診においても周囲
歯肉の炎症は認めず経過は良好である．
Ⅳ考察および結論：　抜歯後即時にインプラントを埋入した
結果，外科処置回数を最小限に抑え，また治療期間を短縮す
ることで患者負担を大幅に軽減できることが示唆された．し
かし今後もメンテナンスを行い，経過に注視していく必要が
ある．

○石田 扶美，二宮 嘉昭，多田 美里，中川 貴之，武知 正晃
広島大学大学院　医歯薬保健学研究科　口腔外科学

Histological examination of maxillary sinus floor elevation 
using interconnected porous calcium hydroxyapatite
○ISHIDA F, NINOMIYA Y, TADA M, NAKAGAWA T, 
TAKECHI M
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Hiroshima 
University

P-1-34
連通多孔体ハイドロキシアパタイト骨補填材を
使用した上顎洞底挙上術における組織学的検討

Ⅰ目的：　近年，上顎臼歯部の垂直的骨欠損が著明な症例に
対し上顎洞底挙上術はインプラント治療を可能とする有用な
術式であり，症例も増加傾向である．連通多孔体ハイドロキ
シアパタイト骨補填材料（NEOBONEⓇ）は多数の気孔が互
いに連通する独自の多孔体構造を有しており，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．今回我々
は，インプラント治療における上顎洞底挙上術に自家骨と
NEOBONEⓇの混合材料，NEOBONEⓇ単独を使用した 1 例
を経験し組織学的検討を行ったので報告する．
Ⅱ症例の概要：　患者は73歳女性で，上顎臼歯部のインプラ
ント治療を希望され当科を受診した．CT所見にて，両側上
顎臼歯部顎堤の垂直的骨吸収が著明なため，骨造成が必要と
診断した．
Ⅲ経過：　2012年 3 月，全身麻酔下に両側上顎洞底挙上術を
施行した．移植骨として左側は上顎臼歯部歯槽部より採取し
た自家骨とNEOBONEⓇとの混合材料，右側はNEOBONEⓇ

単独を用いて上顎洞底挙上部に補填した．2012年11月に両側
上顎洞底挙上部にストローマンインプラント（径4.1 mm長さ
10 mm）を各 1 本ずつ 1 回法にて埋入した．その際，移植部
の骨生検を施行しH-E染色および免疫組織学的評価を行った
ところ，両側ともNEOBONEⓇの多孔体内部まで骨形成を認
めた．術後 3 年を経過した現在，感染や異常な骨吸収は認め
ず，またX線学的にも骨造成部の不透過像が亢進していた．
なお，本比較手術について病院倫理委員会の承認（承認番
号：21500BZZ00315000）を得た上，患者に口頭で説明し文
書で同意を得た．
Ⅳ考察および結論：　上顎洞底挙上術に対して，自家骨を使
用せずNEOBONEⓇを単独使用することにより良好な骨造成
が得られた．NEOBONEⓇの単独使用は術後の合併症も軽減
でき有効な治療法であることが示唆された．
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○岡田 常司1，河奈 裕正2

関東・甲信越支部1，慶応義塾大学医学部歯科・口腔外科学
教室2

Case reports of maxillary sinus floor augumentation with 
complex sinus septa Treatment strategy for sinus 
membrane perforations
○OKADA T1, KAWANA H2

Kanto-Koshinetsu Branch1，Department of Dentistry and 
Oral Surgery, School of Medicine, Keio University2

P-1-31★
複雑な隔壁を有する上顎洞にサイナスリフトを
施行した2症例
―洞粘膜穿孔に対する戦略的アプローチ―

Ⅰ目的：　上顎洞底拳上術を施行する際には副鼻腔炎などの
炎症の有無の他に，後上歯槽動脈や隔壁などの解剖学的な診
査が術前に行われる．隔壁の存在は手術に際し大きな障害に
なる可能性があり，13～35％の発現率が報告されている．今
回上顎洞底挙上術を施行するにあたり，複雑な隆起と隔壁の
存在が障害となった 2 症例を経験した．洞粘膜の穿孔による
手術の中止を余儀なくされたが，その際に行った隔壁の除去
または削合によりその後良好な経過を得たので報告する．
Ⅱ症例の概要：　症例 1 の患者は48才女性，2007年 1 月左上
456欠損による咀嚼障害を主訴に当院を受診した．CT診査に
より上顎洞内の45埋入相当部位に近遠心方向の隔壁が存在し
た．サイナスリフト時にシュナイダ－膜を穿孔し，その後穿
孔部の拡大により上顎洞底移植術を中止した．今後の手術を
より安全に行えるように隔壁鋭縁部の除去を行い，その後可
能な限りの洞粘膜を挙上した．半年後のCBCT診査で隔壁か
ら内側壁よりの部分に骨造成が観察され，ボリュームレンダ
リング像では相対的に隔壁が消失していることが確認でき
た．その為，2007年 9 月に 2 回目の手術で上顎洞底移植術及
びインプラント同時埋入を合併症なく行うことができた．使
用インプラントはブローネマルクシステム（φ3.75 or 4.0×
11.5 mm）で，約半年後に 2 次手術を行い，2008年 6 月に上
部構造体を装着した．症例 2 の患者は32才男性，2011年 2 月
右上 6 欠損による咀嚼障害を主訴に当院を受診した．本症例
では放射状の隔壁の他に複雑な隆起や陥凹がみられた．同年
3 月サイナスリフト時にシュナイダ－膜を穿孔し，症例１と
同様の処置を行った．使用インプラントはザイブシステム
（φ4.5×11.0 mm）で，2012年 4 月に上部構造体を装着した．
Ⅲ経過：　両症例ともインプラントは良好な骨結合が得ら
れ，2015年 4 月現在（それぞれ 6 年半，3 年経過），口腔内
診査・X線診査で経過良好と判断した．
Ⅳ考察および結論：　洞粘膜の裂開に対する処置はコラーゲ
ン膜による修復などが報告されているが，骨補填材の溢出な
どの感染を考慮するとその大きさによっては手術を中止せざ
るを得ない場合がある．隔壁の周囲は洞粘膜の穿孔が起こり
やすく，本症例のような複雑な形態を有する上顎洞に対し，
1 度目の手術時に行う隔壁の除去・削合は，後により安全に
上顎洞底挙上術を行うためのオプションとして準備しておく
べき有効な方法であると考える．

○丸尾 勝一郎1，宗像 源博1，長崎 公壽1，立川 敬子2，
春日井 昇平2

神奈川歯科大学附属病院口腔インプラントセンター1，東京
医科歯科大学歯学部附属病院インプラント外来2

Maxillary sinus floor augmentation using a poly-L-lactic 
acid device to create space without bone graft: A case 
report
○MARUO K1, MUNAKATA M1, NAGASAKI M1, 
TACHIKAWA N2, KASUGAI S2

Oral Implant Center, Kanagawa Dental University Hospital1, 
Implant Dentistry, Dental Hospital, Tokyo Medical and 
Dental University2

P-1-32★
PLLAをスペースメイキングとして
上顎洞底挙上術を行った1症例

Ⅰ目的：　上顎洞底挙上術を施行する場合，骨移植材として
自家骨やウシ骨等の他種骨，合成ヒドロキシアパタイトやβ

‐TCP等の人工骨などが用いられている．しかし，ドナーサ
イトの問題や新生骨の遅延，移植骨の感染や漏洩による上顎
洞炎の併発等の合併症の問題も報告されている．2004年
Lundgrenらが移植材を用いずに上顎洞粘膜下にスペースを
作るだけで骨の形成が行われることを報告したのち現在まで
移植材を用いない上顎洞底挙上術に関する様々な症例報告が
なされてきている．しかし，これらの手法はスペースメイキ
ングとしてのインプラントの同時埋入が原則となっており，
初期固定を得るための骨量が不充分な場合には適応できない
ことが欠点として挙げられる．今回我々は，ポリ乳酸
（PLLA）メッシュプレートを用いたスペースメイキングに
よる上顎洞底挙上術をおこない，長期的に良好な結果を得た
ので報告する．
Ⅱ症例の概要：　患者は60歳男性．右側上顎第二小臼歯第一
大臼歯の欠損による咀嚼障害を主訴に東京医科歯科大学歯学
部附属病院インプラント外来に来院した．CT画像上洞底部
までの既存骨量は2 mm未満であり同時埋入による上顎洞底
挙上術は困難であった．手術方法は通法どおり粘膜骨膜弁を
形成し，上顎洞側壁よりラウンドバーにて骨窓を形成，剥離
子にて洞底粘膜を挙上した．その後PLLAをU字に屈曲し，
洞底部に設置し閉創した（2009年 9 月）．術後 6 カ月後に
QCT法にて骨密度および骨新生量を計測し，十分な骨質骨
量であることを確認した．2010年 4 月ブローネマルクMKⅣ
インプラント（φ4.0×10 mm）2 本を埋入．同年10月に二次
手術を施行．2011年 5 月最終印象をおこない，陶材焼付冠を
スクリュー固定にて装着した．なお本術式は東京医科歯科大
学倫理委員会の承認（承認番号：第406号）を得て患者の同
意のもと実施した. 
Ⅲ経過：　上部構造装着後 3 カ月ごとにメンテナンスをおこ
ない，手術後 7 年 6 カ月，上部構造装着後約 4 年経過してい
るが口腔内およびＸ線写真においても炎症や骨吸収像等の異
常所見はなくCT画像でもインプラント底部までの骨形成が
観察された．患者は骨移植を併用せず低侵襲であったことも
ふくめ機能的・審美的に十分満足している．
Ⅳ考察および結論：　本術式は上顎洞底挙上術においてイン
プラントの同時埋入が困難な症例であってもドナーサイトや
感染の問題が少なく十分な骨量を得ることが可能であると考
える．

○岩﨑 玲二
インプラント再建歯学研究会

A case report of immediate implant placement for left 
maxillary second premolar
○IWASAKI R
Institute of implant reconstructiv dentistry

P-1-33
上顎左側第二小臼歯に対し抜歯即時埋入を
行った一症例

Ⅰ目的：　従来インプラント治療において抜歯後 3 カ月から
6 カ月置いた後フィクスチャーを埋入することが多かった
が，近年抜歯即時埋入の有効性が認められつつある．今回治
癒期間の短縮を求めて抜歯即時埋入処置を行い，良好な経過
が得られたので報告する．
Ⅱ症例の概要：　患者は43歳女性．左上 4 番のインレー，同
5 番の全部鋳造冠がコアごと脱離したことを主訴に来院し
た．既往歴，家族歴に特記すべき事項はなく，喫煙歴もな
かった．視診により左上 5 番にはカリエス，同部位の歯周組
織検査は全周にわたり3 mmから4 mmのプロービングデプ
スであった．縁下カリエスやフェルール，デンタルX線写真
では根尖病巣様不透過像を認め根尖病巣を考慮した結果，保
存不可能と判断した．既存骨と上顎洞底部との垂直的な骨量
は8 mmであったため改善が必要であることが分かった．同
部位に対する治療計画を立案し，利点欠点を説明し，十分な
インフォームドコンセントを図ったところ，患者はインプラ
ント治療さらに埋入時期についても抜歯即時埋入を希望し
た．2011年 2 月，歯周初期治療の後，左上 5 番を抜歯，フラッ
プを開けて掻爬，根尖相当部に約3 mmの頬側歯槽骨開窓を
認めた．骨量改善のため，Crestal Approach Sinus Floor 
Elevationを行い，頬側開窓部にも骨補填材にて封鎖し，
POIEX/HACEXⓇインプラント（JMM社製　直径42 mm長
径10 mm）を埋入し初期固定が得られたので 6 カ月後上部構
造を装着した．
Ⅲ経過：　上部構造装着後約 3 カ月ごとのメンテナンスに移
行し，3 年経過しているがX線写真におけるインプラント周
囲の進行性の骨吸収や，歯周組織検査や視診においても周囲
歯肉の炎症は認めず経過は良好である．
Ⅳ考察および結論：　抜歯後即時にインプラントを埋入した
結果，外科処置回数を最小限に抑え，また治療期間を短縮す
ることで患者負担を大幅に軽減できることが示唆された．し
かし今後もメンテナンスを行い，経過に注視していく必要が
ある．

○石田 扶美，二宮 嘉昭，多田 美里，中川 貴之，武知 正晃
広島大学大学院　医歯薬保健学研究科　口腔外科学

Histological examination of maxillary sinus floor elevation 
using interconnected porous calcium hydroxyapatite
○ISHIDA F, NINOMIYA Y, TADA M, NAKAGAWA T, 
TAKECHI M
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Hiroshima 
University

P-1-34
連通多孔体ハイドロキシアパタイト骨補填材を
使用した上顎洞底挙上術における組織学的検討

Ⅰ目的：　近年，上顎臼歯部の垂直的骨欠損が著明な症例に
対し上顎洞底挙上術はインプラント治療を可能とする有用な
術式であり，症例も増加傾向である．連通多孔体ハイドロキ
シアパタイト骨補填材料（NEOBONEⓇ）は多数の気孔が互
いに連通する独自の多孔体構造を有しており，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．今回我々
は，インプラント治療における上顎洞底挙上術に自家骨と
NEOBONEⓇの混合材料，NEOBONEⓇ単独を使用した 1 例
を経験し組織学的検討を行ったので報告する．
Ⅱ症例の概要：　患者は73歳女性で，上顎臼歯部のインプラ
ント治療を希望され当科を受診した．CT所見にて，両側上
顎臼歯部顎堤の垂直的骨吸収が著明なため，骨造成が必要と
診断した．
Ⅲ経過：　2012年 3 月，全身麻酔下に両側上顎洞底挙上術を
施行した．移植骨として左側は上顎臼歯部歯槽部より採取し
た自家骨とNEOBONEⓇとの混合材料，右側はNEOBONEⓇ

単独を用いて上顎洞底挙上部に補填した．2012年11月に両側
上顎洞底挙上部にストローマンインプラント（径4.1 mm長さ
10 mm）を各 1 本ずつ 1 回法にて埋入した．その際，移植部
の骨生検を施行しH-E染色および免疫組織学的評価を行った
ところ，両側ともNEOBONEⓇの多孔体内部まで骨形成を認
めた．術後 3 年を経過した現在，感染や異常な骨吸収は認め
ず，またX線学的にも骨造成部の不透過像が亢進していた．
なお，本比較手術について病院倫理委員会の承認（承認番
号：21500BZZ00315000）を得た上，患者に口頭で説明し文
書で同意を得た．
Ⅳ考察および結論：　上顎洞底挙上術に対して，自家骨を使
用せずNEOBONEⓇを単独使用することにより良好な骨造成
が得られた．NEOBONEⓇの単独使用は術後の合併症も軽減
でき有効な治療法であることが示唆された．
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○北條 泰，林 茂雄，熊井 純平，岡田 圭祐，波多野 友博
関東・甲信越支部

A case of surgical debridement for peri-implantistis
○HOJO Y, HAYASHI S, KUMAI J, OKADA K, 
HATANO T
Kanto-Koshinetsu Branch

P-1-36
インプラント周囲炎に対しての外科的アプローチを
施行した１症例

Ⅰ目的：　インプラント周囲炎のリスクファクターとして，
①歯周病に対しての感受性，②インプラントの表面性状，
③補綴装置のデザインの 3 点が挙げられる．本症例では，イ
ンプラント周囲炎に対し，上記 3 点をふまえ，清掃性を考慮
した補綴装置の形態修正を行い，非外科処置およびインフェ
クションコントロールの徹底をはかり再評価した後にデブラ
イトメントを行ったので報告する．
Ⅱ症例の概要：　患者は58歳，女性，来院 2 日前より下顎左
側臼歯部インプラント上部構造の脱離による，下顎両側臼歯
部に伴う咀嚼障害および審美障害を主訴に来院した．現病
歴・既往歴・家族歴に特記事項はなし．2009年 8 月に口腔内
写真を撮影，パノラマX線・CT検査・歯周基本検査および
診断用模型を製作し，インプラント補綴治療を行うこととし
た．下顎左側 6 番インプラントに違和感を感じるが自発痛は
なく，周囲組織に炎症所見・骨吸収が認められ，歯周ポケッ
トは 6 mmあり出血と排膿が認められる．最初に下顎両側 4
番を抜歯と同時にブレードインプラントを除去し可撤性部分
床義歯を装着，顎位を安定させ，機能の回復を行った．2009
年12月より下顎両側欠損部におけるインプラント治療を開始
し，同時に下顎左側 6 番相当部のインプラント周囲炎に対し
て肉芽組織の除去とデブライトメント及び下顎左側 4 ，5 相
当部と下顎右側 4 ，6 相当部に埋入手術を施行，2010年 4 月
下顎両側に，上部構造を装着した.
Ⅲ経過：　2014年 2 月（ 4 年後），口腔内に異常所見は認め
られ，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．患者は，機能的・審美的に十分満足している.
Ⅳ考察および結論：　初診時よりインフェクションコント
ロールを行ったが，下顎左側臼歯部のインプラント周囲にお
いて出血および排膿を止めることはできなかった. しかし，
外科的デブライドメントを行った結果，出血および排膿が認
められなくなり，インプラント周囲歯肉は良好な状態に回復
した．この事からインフェクションコントロールを行っても
改善を認めない場合には外科的アプローチを考慮する必要が
あり，実施にあたってはインプラント体の表面構造を認識す
ることが大切である．また患者自身のインフェクションコン
トロールが成功の鍵であり，術後の良好な状態を継続するた
めには最も重要である．

○高橋 雅幸1, 2，片岡 英里2，引間 新2，野村 明広2，
簗瀬 武史2, 3

防衛医科大学校歯科口腔外科1，日本歯科先端技術研究所2，
神奈川歯科大学付属病院3

Two cases of osteomyelitis of the jaw caused by dental 
implant
○TAKAHASHI M1, 2, KATAOKA E2, HIKIMA A2, 
NOMURA A2, YANASE T2, 3

Dept Oral and Maxillofac Surg, NDMC1, Japan Institute for 
Advanced Dentistry2, Kanagawa Dental College Hospital3

P-1-37
インプラントに起因した顎骨骨髄炎の２例

Ⅰ目的：　近年，インプラント治療の普及にともなって合併
症も増加傾向にある．インプラントに起因する顎骨骨髄炎
（以下，インプラント骨髄炎）の報告は少ないので，症例の
蓄積に寄与することを目的とする．
Ⅱ症例の概要：　症例１は63歳男性．初診；2014年 8 月．主
訴；右上７番インプラント除去部からの排膿．現病歴；8 年
前，A歯科で右上 5 ，6 ，7 番部に 3 本のインプラントを埋
入した．3 年前から同部の歯肉が腫脹し排膿が認められるよ
うになった．2 件の耳鼻科と大学病院インプラント科を受診
するも改善せず，A歯科で右上 7 番インプラントを除去し
た．しかし，その後も排膿が続くため当科を紹介された．既
往歴；特記事項なし．現症；口腔内所見としては，同インプ
ラント除去部から排膿を認めた．画像所見；骨シンチグラム
検査で，右上顎に強度の集積を認めた．臨床診断；右上顎骨
慢性骨髄炎および歯性上顎洞炎． 
症例 2 は67歳女性．初診；2015年 3 月．主訴；左下顎部の腫
脹．現病歴；30年前，B歯科で右下顎臼歯部にブレードイン
プラントを埋入した．数年前から，下顎部に腫脹が生じるよ
うになった．B歯科でインプラントの除去が行われるも部分
的除去にとどまり，オトガイ部の知覚鈍麻も生じた．2014年
11月にC病院口腔外科でインプラントの全除去を行うも，下
顎部の腫脹が消失しないため自意にて当科を受診した．既往
歴；特記事項なし．現症；口腔外所見としては，右下顎部に
軽度の腫脹を認めた．口腔内所見としては，右下顎臼歯部歯
肉に軽度の発赤腫脹を認めた．画像所見；骨シンチグラム検
査で，右下顎に中等度の集積を認めた．臨床診断；右下顎骨
慢性骨髄炎． 
Ⅲ経過：　症例1は，検査後患者都合により来院中止となっ
た．症例 2 は，慢性炎症が持続し，下顎骨部分切除術を予定
している．
Ⅳ考察および結論：　本症例 2 例は，健常者に発生した顎骨
骨髄炎であり，長期に渡るインプラント周囲炎が原因と考え
られる．インプラントを管理する上で，インプラント周囲炎
を伴ってインプラントを長期間残存させる背後には，インプ
ラント骨髄炎のリスクが存在することを常に認識する必要が
ある．有病者や薬剤関連では顎骨骨髄炎を併発するリスクが
より高いため，施術者はインプラント骨髄炎に対し，早期発
見が可能なレベルで精通しておく必要があると考えられる．

○菅原 志帆，間瀬 慎一郎，松原 大，西尾 俊彦，近藤 尚知
岩手医科大学歯学部　補綴・インプラント学講座

Trials of treatment for severe peri-implantitis by titanium 
wire brush and autogenous bone graft
○SUGAWARA S, MASE S, MATSUBARA H, NISHIO T, 
KONDO H
School of Dentistry, Iwate Medical University

P-1-38★
重度インプラント周囲炎に対して
チタンワイヤーブラシと自家骨移植を併用した
新規治療の試み

Ⅰ目的：　インプラント周囲炎は，インプラント治療におけ
る生物学的合併症の中で最も多いものとされており，近年そ
の病態および治療法について活発に議論されている．しか
し，その治療法は未だ確立されておらず，この疾患への対応
は急務とされている．今回，我々はインプラント周囲炎に罹
患したインプラント体に対して，チタンワイヤーブラシを用
いた機械的清掃と自家骨移植の併用により臨床的に良好な結
果を得たので報告する．
Ⅱ症例の概要：　インプラント周囲からの排膿を主訴に本学
附属病院歯科医療センター口腔インプラント科を受診した患
者 2 名に対して，診察と検査を行った．その結果，インプラ
ントはいずれも 5 年以上前に他院で埋入されたものであっ
た．周囲粘膜圧迫時には，ポケットからの排膿を認め，エッ
クス線撮影でインプラント周囲の垂直的な骨吸収像を認めた
ため，インプラント周囲炎と診断した．両例共に，2014年 5
月に局所麻酔下にてインプラント周囲の粘膜を全層弁で剥離
し，チタンワイヤーブラシを用いてインプラント体周囲の不
良肉芽を機械的に除去した．同側第 2 大臼歯，第 3 大臼歯相
当部の頬側よりトレフィンバーを用いて骨採取を行い，イン
プラント周囲骨欠損部に採取骨と削片骨を留置し，吸収性メ
ンブレンで被覆後，縫合した．本処置は，岩手医科大学歯学
部倫理委員会の承認（01224）のもと，患者の同意を得て
行っている．
Ⅲ経過：　術後の軟組織の治癒はいずれも良好で，デンタル
またはパノラマエックス線写真により，インプラント周囲骨
の回復も確認された．1 症例においては，2 次手術の際に移
植骨の生着が確認された．現在 2 例共に最終上部構造が装着
されており，定期的なメインテナンス時の検査でも炎症所見
や，骨の吸収等は見られず経過良好である．
Ⅳ考察および結論：　インプラント周囲炎の治療の基本は，
インプラント体周囲の感染源の除去である．周囲炎に対する
外科処置でインプラント体や周囲軟組織に対する為害作用が
無く，確実に感染を除去する方法は確立されていないが，先
端が微細なチタンワイヤーブラシはインプラント体のスレッ
ド部のような細部へも到達して機械的清掃が可能なものと推
察される．さらに，ゴールドスタンダードである自家骨移植
を併用したことで骨欠損の回復も可能であったことから，本
治療法はインプラント周囲炎の治療に有効であることが示唆
された．

○荻野 洋一郎，郡 英寛，鮎川 保則，松下 恭之，古谷野 潔
九州大学大学院歯学研究院インプラント義歯補綴学分野

The effect of drill’s diameter determined by bone quality 
on insertion torque
○OGINO Y, KOORI H, AYUKAWA Y, MATSUSHITA Y, 
KOYANO K
Section of Implant and Rehabilitative Dentistry, Faculty of 
Dental Science, Kyushu University

P-1-35★
骨質に応じた最終ドリル径の選択がインプラントの
埋入トルク値に及ぼす影響

Ⅰ目的：　インプラントの術前の診査において，CTの使用
はゴールデンスタンダートとなっている．CTから得られる
解剖学的条件の一つとして骨質があるが，CTでおおよその
骨質は判断できるものの，埋入時の術者の手指感覚によって
判断することも多い．埋入時の判断要素である埋入トルク値
は，骨質，皮質骨の厚み，埋入窩の形成によって左右され
る．今回，CTと埋入窩形成時の手指感覚による骨質の判断
に基づき，埋入窩形成のドリルの最終径をそれぞれ選択して
埋入トルク値を測定し，その有効性を検討したので報告す
る．
Ⅱ方法：　本研究を行うにあたり，九州大学医系地区部局倫
理審査委員会の承認（25031）を得た．対象は九州大学病院
でのインプラント治療に同意し，本研究に関するインフォー
ムドコンセントの後，被験者として参加に同意を得た患者と
した．全被験者に対し，術前に血液検査等で全身状態の確
認，術前の骨量，骨質の診査のためのCT撮影を行った．使
用インプラントはGCインプラントAadvaとした．本インプ
ラントシステムは，骨質に応じて埋入窩形成ドリルの径を 3
種類（soft，standard，hard）から選択することができる．
骨質は術前のCTと埋入窩形成時の手指感覚に基づいて決定
した．計測値としてインプラントの埋入トルク値を記録し
た．
Ⅲ結果：　本研究では，23名の被験者（男性 6 名，女性17
名，平均年齢56.48±12.84歳）の31部位が対象となった．骨
質はタイプ 1 が 2 部位，タイプ 2 が15部位，タイプ 3 が14部
位であった．埋入トルク値の平均値は36.00±10.08 Ncmで
あった．トルク値の埋入窩形成の最終ドリル径ではsoft対応
のバーでの形成部位が 3 部位（タイプ 2：2 部位，タイプ
3：1 部位）で最終埋入トルク値はすべて45 Ncmであった．
また，hard対応のバーでの形成部位は 7 部位（タイプ 1：2
部位，タイプ 2：5 部位）で，本インプラントシステムが推
奨している埋入トルク値（35 Ncm－50 Ncm）での埋入が可
能であった．その他の部位に対し最終径をstandard対応の
バーで埋入窩形成を行ったところ，35 Ncmを下回った部位
（10－50 Ncm）も認められたが，中には最初の埋入トルク
値が高すぎたためにインプラント体の逆回転を行い，埋入ト
ルク値が低下したケースが含まれていた．
Ⅳ考察および結論：　骨質に応じ，埋入窩形成時のドリルの
最終径を決定することは適切な埋入トルク値の獲得に有効で
あった．
本研究に利益相反は存在しない．
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○北條 泰，林 茂雄，熊井 純平，岡田 圭祐，波多野 友博
関東・甲信越支部

A case of surgical debridement for peri-implantistis
○HOJO Y, HAYASHI S, KUMAI J, OKADA K, 
HATANO T
Kanto-Koshinetsu Branch

P-1-36
インプラント周囲炎に対しての外科的アプローチを
施行した１症例

Ⅰ目的：　インプラント周囲炎のリスクファクターとして，
①歯周病に対しての感受性，②インプラントの表面性状，
③補綴装置のデザインの 3 点が挙げられる．本症例では，イ
ンプラント周囲炎に対し，上記 3 点をふまえ，清掃性を考慮
した補綴装置の形態修正を行い，非外科処置およびインフェ
クションコントロールの徹底をはかり再評価した後にデブラ
イトメントを行ったので報告する．
Ⅱ症例の概要：　患者は58歳，女性，来院 2 日前より下顎左
側臼歯部インプラント上部構造の脱離による，下顎両側臼歯
部に伴う咀嚼障害および審美障害を主訴に来院した．現病
歴・既往歴・家族歴に特記事項はなし．2009年 8 月に口腔内
写真を撮影，パノラマX線・CT検査・歯周基本検査および
診断用模型を製作し，インプラント補綴治療を行うこととし
た．下顎左側 6 番インプラントに違和感を感じるが自発痛は
なく，周囲組織に炎症所見・骨吸収が認められ，歯周ポケッ
トは 6 mmあり出血と排膿が認められる．最初に下顎両側 4
番を抜歯と同時にブレードインプラントを除去し可撤性部分
床義歯を装着，顎位を安定させ，機能の回復を行った．2009
年12月より下顎両側欠損部におけるインプラント治療を開始
し，同時に下顎左側 6 番相当部のインプラント周囲炎に対し
て肉芽組織の除去とデブライトメント及び下顎左側 4 ，5 相
当部と下顎右側 4 ，6 相当部に埋入手術を施行，2010年 4 月
下顎両側に，上部構造を装着した.
Ⅲ経過：　2014年 2 月（ 4 年後），口腔内に異常所見は認め
られ，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．患者は，機能的・審美的に十分満足している.
Ⅳ考察および結論：　初診時よりインフェクションコント
ロールを行ったが，下顎左側臼歯部のインプラント周囲にお
いて出血および排膿を止めることはできなかった. しかし，
外科的デブライドメントを行った結果，出血および排膿が認
められなくなり，インプラント周囲歯肉は良好な状態に回復
した．この事からインフェクションコントロールを行っても
改善を認めない場合には外科的アプローチを考慮する必要が
あり，実施にあたってはインプラント体の表面構造を認識す
ることが大切である．また患者自身のインフェクションコン
トロールが成功の鍵であり，術後の良好な状態を継続するた
めには最も重要である．

○高橋 雅幸1, 2，片岡 英里2，引間 新2，野村 明広2，
簗瀬 武史2, 3

防衛医科大学校歯科口腔外科1，日本歯科先端技術研究所2，
神奈川歯科大学付属病院3

Two cases of osteomyelitis of the jaw caused by dental 
implant
○TAKAHASHI M1, 2, KATAOKA E2, HIKIMA A2, 
NOMURA A2, YANASE T2, 3

Dept Oral and Maxillofac Surg, NDMC1, Japan Institute for 
Advanced Dentistry2, Kanagawa Dental College Hospital3

P-1-37
インプラントに起因した顎骨骨髄炎の２例

Ⅰ目的：　近年，インプラント治療の普及にともなって合併
症も増加傾向にある．インプラントに起因する顎骨骨髄炎
（以下，インプラント骨髄炎）の報告は少ないので，症例の
蓄積に寄与することを目的とする．
Ⅱ症例の概要：　症例１は63歳男性．初診；2014年 8 月．主
訴；右上７番インプラント除去部からの排膿．現病歴；8 年
前，A歯科で右上 5 ，6 ，7 番部に 3 本のインプラントを埋
入した．3 年前から同部の歯肉が腫脹し排膿が認められるよ
うになった．2 件の耳鼻科と大学病院インプラント科を受診
するも改善せず，A歯科で右上 7 番インプラントを除去し
た．しかし，その後も排膿が続くため当科を紹介された．既
往歴；特記事項なし．現症；口腔内所見としては，同インプ
ラント除去部から排膿を認めた．画像所見；骨シンチグラム
検査で，右上顎に強度の集積を認めた．臨床診断；右上顎骨
慢性骨髄炎および歯性上顎洞炎． 
症例 2 は67歳女性．初診；2015年 3 月．主訴；左下顎部の腫
脹．現病歴；30年前，B歯科で右下顎臼歯部にブレードイン
プラントを埋入した．数年前から，下顎部に腫脹が生じるよ
うになった．B歯科でインプラントの除去が行われるも部分
的除去にとどまり，オトガイ部の知覚鈍麻も生じた．2014年
11月にC病院口腔外科でインプラントの全除去を行うも，下
顎部の腫脹が消失しないため自意にて当科を受診した．既往
歴；特記事項なし．現症；口腔外所見としては，右下顎部に
軽度の腫脹を認めた．口腔内所見としては，右下顎臼歯部歯
肉に軽度の発赤腫脹を認めた．画像所見；骨シンチグラム検
査で，右下顎に中等度の集積を認めた．臨床診断；右下顎骨
慢性骨髄炎． 
Ⅲ経過：　症例1は，検査後患者都合により来院中止となっ
た．症例 2 は，慢性炎症が持続し，下顎骨部分切除術を予定
している．
Ⅳ考察および結論：　本症例 2 例は，健常者に発生した顎骨
骨髄炎であり，長期に渡るインプラント周囲炎が原因と考え
られる．インプラントを管理する上で，インプラント周囲炎
を伴ってインプラントを長期間残存させる背後には，インプ
ラント骨髄炎のリスクが存在することを常に認識する必要が
ある．有病者や薬剤関連では顎骨骨髄炎を併発するリスクが
より高いため，施術者はインプラント骨髄炎に対し，早期発
見が可能なレベルで精通しておく必要があると考えられる．

○菅原 志帆，間瀬 慎一郎，松原 大，西尾 俊彦，近藤 尚知
岩手医科大学歯学部　補綴・インプラント学講座

Trials of treatment for severe peri-implantitis by titanium 
wire brush and autogenous bone graft
○SUGAWARA S, MASE S, MATSUBARA H, NISHIO T, 
KONDO H
School of Dentistry, Iwate Medical University

P-1-38★
重度インプラント周囲炎に対して
チタンワイヤーブラシと自家骨移植を併用した
新規治療の試み

Ⅰ目的：　インプラント周囲炎は，インプラント治療におけ
る生物学的合併症の中で最も多いものとされており，近年そ
の病態および治療法について活発に議論されている．しか
し，その治療法は未だ確立されておらず，この疾患への対応
は急務とされている．今回，我々はインプラント周囲炎に罹
患したインプラント体に対して，チタンワイヤーブラシを用
いた機械的清掃と自家骨移植の併用により臨床的に良好な結
果を得たので報告する．
Ⅱ症例の概要：　インプラント周囲からの排膿を主訴に本学
附属病院歯科医療センター口腔インプラント科を受診した患
者 2 名に対して，診察と検査を行った．その結果，インプラ
ントはいずれも 5 年以上前に他院で埋入されたものであっ
た．周囲粘膜圧迫時には，ポケットからの排膿を認め，エッ
クス線撮影でインプラント周囲の垂直的な骨吸収像を認めた
ため，インプラント周囲炎と診断した．両例共に，2014年 5
月に局所麻酔下にてインプラント周囲の粘膜を全層弁で剥離
し，チタンワイヤーブラシを用いてインプラント体周囲の不
良肉芽を機械的に除去した．同側第 2 大臼歯，第 3 大臼歯相
当部の頬側よりトレフィンバーを用いて骨採取を行い，イン
プラント周囲骨欠損部に採取骨と削片骨を留置し，吸収性メ
ンブレンで被覆後，縫合した．本処置は，岩手医科大学歯学
部倫理委員会の承認（01224）のもと，患者の同意を得て
行っている．
Ⅲ経過：　術後の軟組織の治癒はいずれも良好で，デンタル
またはパノラマエックス線写真により，インプラント周囲骨
の回復も確認された．1 症例においては，2 次手術の際に移
植骨の生着が確認された．現在 2 例共に最終上部構造が装着
されており，定期的なメインテナンス時の検査でも炎症所見
や，骨の吸収等は見られず経過良好である．
Ⅳ考察および結論：　インプラント周囲炎の治療の基本は，
インプラント体周囲の感染源の除去である．周囲炎に対する
外科処置でインプラント体や周囲軟組織に対する為害作用が
無く，確実に感染を除去する方法は確立されていないが，先
端が微細なチタンワイヤーブラシはインプラント体のスレッ
ド部のような細部へも到達して機械的清掃が可能なものと推
察される．さらに，ゴールドスタンダードである自家骨移植
を併用したことで骨欠損の回復も可能であったことから，本
治療法はインプラント周囲炎の治療に有効であることが示唆
された．

○荻野 洋一郎，郡 英寛，鮎川 保則，松下 恭之，古谷野 潔
九州大学大学院歯学研究院インプラント義歯補綴学分野

The effect of drill’s diameter determined by bone quality 
on insertion torque
○OGINO Y, KOORI H, AYUKAWA Y, MATSUSHITA Y, 
KOYANO K
Section of Implant and Rehabilitative Dentistry, Faculty of 
Dental Science, Kyushu University

P-1-35★
骨質に応じた最終ドリル径の選択がインプラントの
埋入トルク値に及ぼす影響

Ⅰ目的：　インプラントの術前の診査において，CTの使用
はゴールデンスタンダートとなっている．CTから得られる
解剖学的条件の一つとして骨質があるが，CTでおおよその
骨質は判断できるものの，埋入時の術者の手指感覚によって
判断することも多い．埋入時の判断要素である埋入トルク値
は，骨質，皮質骨の厚み，埋入窩の形成によって左右され
る．今回，CTと埋入窩形成時の手指感覚による骨質の判断
に基づき，埋入窩形成のドリルの最終径をそれぞれ選択して
埋入トルク値を測定し，その有効性を検討したので報告す
る．
Ⅱ方法：　本研究を行うにあたり，九州大学医系地区部局倫
理審査委員会の承認（25031）を得た．対象は九州大学病院
でのインプラント治療に同意し，本研究に関するインフォー
ムドコンセントの後，被験者として参加に同意を得た患者と
した．全被験者に対し，術前に血液検査等で全身状態の確
認，術前の骨量，骨質の診査のためのCT撮影を行った．使
用インプラントはGCインプラントAadvaとした．本インプ
ラントシステムは，骨質に応じて埋入窩形成ドリルの径を 3
種類（soft，standard，hard）から選択することができる．
骨質は術前のCTと埋入窩形成時の手指感覚に基づいて決定
した．計測値としてインプラントの埋入トルク値を記録し
た．
Ⅲ結果：　本研究では，23名の被験者（男性 6 名，女性17
名，平均年齢56.48±12.84歳）の31部位が対象となった．骨
質はタイプ 1 が 2 部位，タイプ 2 が15部位，タイプ 3 が14部
位であった．埋入トルク値の平均値は36.00±10.08 Ncmで
あった．トルク値の埋入窩形成の最終ドリル径ではsoft対応
のバーでの形成部位が 3 部位（タイプ 2：2 部位，タイプ
3：1 部位）で最終埋入トルク値はすべて45 Ncmであった．
また，hard対応のバーでの形成部位は 7 部位（タイプ 1：2
部位，タイプ 2：5 部位）で，本インプラントシステムが推
奨している埋入トルク値（35 Ncm－50 Ncm）での埋入が可
能であった．その他の部位に対し最終径をstandard対応の
バーで埋入窩形成を行ったところ，35 Ncmを下回った部位
（10－50 Ncm）も認められたが，中には最初の埋入トルク
値が高すぎたためにインプラント体の逆回転を行い，埋入ト
ルク値が低下したケースが含まれていた．
Ⅳ考察および結論：　骨質に応じ，埋入窩形成時のドリルの
最終径を決定することは適切な埋入トルク値の獲得に有効で
あった．
本研究に利益相反は存在しない．
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○中澤 正博
九州インプラント研究会

The observation by the scanning electron microscope of the 
bacteria adhering to the abutment under immediate loading
○NAKAZAWA M
Kyushu Implant Research Group

P-1-40★
即時負荷下アバットメント上細菌の
走査型電子顕微鏡観察

Ⅰ目的：　結晶の成長過程にデンドライト（樹枝状晶）とい
う状態がある．デンドライトとは，過飽和状態から析出した
場合に生じやすく，確率的に結晶表面の凸部分に付くことに
よって，表面の凸部分がどんどん成長して真っ直ぐ伸び，そ
の先端は枝分かれして一定の規則性を持った構造になる．す
なわち，過飽和の度合いが大きいほど急激な結晶化が起こる
ので，デンドライトが生じやすい．
今回，all on 6 にて即時負荷下におかれたが，オーバーロー
ディングによって術後１か月で脱落したインプラントに装着
されていたアバットメントを走査型電子顕微鏡で観察し，興
味深い知見が得られたので若干の考察を踏まえて報告する．
Ⅱ方法：　１. All on 6 で即時負荷下に置かれたがオーバー
ローディングによって術後１か月で脱落したインプラントに
装着されていたアバットメントを走査型電子顕微鏡（日立製
SU6600，加速電圧15.0ｋV：東京歯科大学所有）を用いて，
×30，×100，×500，×2000，×5000の条件で観察した．
2．観察結果を比較検討した．
Ⅲ結果：　1．アバットメントのマシンサーフェース上で
は，デンドライト状の細菌増殖を示した．
2．一部位では，デンドライト状に増殖した細菌の上にバイ
オフィルムが積層しているのが確認できた．
3．マルチユニットアバットメントの血餅上に観察された細
菌は，デンドライト状増殖は示さず，数個単位で点在する増
殖を示した．
Ⅳ考察および結論：　1．細菌が，血餅上では点在状に増殖
するのに対して，マシンサーフェース上ではデンドライト状
に増殖している事実は，血餅上では免疫能力が働いている可
能性，マシンサーフェース上では，その表面性状が細菌増殖
の刺激になっている可能性を示唆した．
2．歯内療法学において根管治療成功の可否を決める要素に
封鎖性がある．すなわち，根管充填時の封鎖性とともに根管
充填後の支台歯の封鎖性が重要と考えられている．
3．今回，術直後に製作されたプロビジョナルレストレー
ションのスクリュー孔の封鎖には，簡便性からゴム質印象材
を使用した結果，アバットメント上にデンドライト状に細菌
が増殖した可能性がある．
4．インプラント治療においてもスクリュー固定式の場合に
は，上部構造のスクリュー孔の封鎖性がインプラント治療の
予後，すなわち，インプラント周囲炎などに大きく影響する
可能性が示唆された．

○沼澤 秀之，太田 淳也
関東・甲信越支部

Cace report of digital guided surgery using 3D printer
○NUMASAWA H, OTA J
Kanto-Koshinetsu Branch

P-1-41★
３Dプリンタを用いたGuided Surgeryの
施術症例

Ⅰ目的：　近年，CAD/CAM技術の進歩は，インプラント治
療で正確な埋入の手助けとなるSurgical Guideを用いたGuided 
Surgeryを可能にした．当院では 3 Dプリンタを用いることで
Guided Surgeryの欠点であった納期の問題を解決することが
できた．今回，3 Dプリンタを使用して作製したSurgical Guide
を用い，インプラントの埋入を行った30症例の中から，上顎
に 3 本のインプラントを初診から24時間以内に埋入施術した
症例について報告し，その利点と欠点を考察した．
Ⅱ症例の概要：　患者は咀嚼障害を主訴に来院した54歳の男
性で喫煙歴はない．右上 6 は 1 年以上前にインプラントが脱
落し，左上 4 および 5 はいずれも抜歯後 1 年以上経過してい
た．左右ともに角化歯肉は豊富に存在し，骨性治癒は完了し
ていた．残存歯は歯周疾患治療が終了し，カリエス等も認め
られなかった．初診時に印象採得，CT撮影その他の資料を採
取し，翌日行う手術について説明した．使用したのはコーン
ビームCT（Fine cube，ヨシダ製），模型スキャナー（e-scan，
Dental wings社製），3 Dプリンタ（Digital wax 020D，DWS
社製）およびオープンシステムのプランニングソフト（Co 
DiagnosticsⓇ）である．ガイド作成に必要なWax upを行っ
た後，プランニングソフトでインプラントの埋入を設計
し，3 DプリンタでSurgical Guide（DS2000樹脂）を造形
した．使用したインプラントはボーンレベルStraumannⓇ

SLActiveインプラントで，右上 6 にサイズφ4.1×8 mmを，
左上 4 および 5 にはサイズφ4.1×10 mmをそれぞれ埋入し
た．術後 6 週間で再度印象採得を行い，8 週間で最終上部構
造を装着した．術後 4ヶ月での検診結果に異常は認められな
かった．
Ⅲ考察および結論：　3 Dプリンタを用いることで，「Guided 
Surgery」を初診から24時間以内に行うことができた．さら
に，術前術後のインプラントの埋入位置について，埋入角度
および三次元的な位置のずれを，今回使用したプランニング
ソフトに搭載された機能で評価した結果，当院で同様のシス
テムで埋入した30症例すべてが良好な成績であることが示さ
れ，有効な方法であることが確認された．

○瀬戸 宗嗣1，上田 一彦1，廣安 一彦1，小澤 誠2，
渡邉 文彦2

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

Case report of performing a full mouth reconstruction using 
guided surgery
○SETO M1, UEDA K1, HIROYASU K1, OZAWA M2, 
WATANABE F2

Oral Implant Care Unit, Niigata Hospital, The Nippon Dental 
University1, Department of Crown & Bridge Prosthodontics, 
The Nippon Dental University Life Dentistry at Niigata2

P-1-42
ガイデットサージェリーを用いて咬合再構成を
行った症例

Ⅰ目的：　近年，術前に最終補綴形態を設計しインプラント
体の埋入位置，方向を決定し，それに基づいてCAD/CAM
によるサージカルガイドを製作し，安心・安全に埋入手術を
行うガイデットサージェリー症例が増加している．しかし，
サージカルガイドの精度や体動，軟組織の影響による埋入位
置の誤差や，術前診査の不足により補綴設計の変更を余儀な
くされることもある．今回，シミュレーションソフトを使用
しガイデットサージェリーを行ったが，当初の補綴設計を変
更する必要があった症例を経験したので報告する．
Ⅱ症例の概要：　患者61歳男性．初診平成23年 3 月．歯牙の
欠損による咀嚼障害を主訴に来院．既往歴，家族歴に特記事
項は認めない．術前診査より，シミュレーションシステム
BioNa（Bio Nic）を使用し，両側 3 は単冠補綴，その他の部
位はブリッジの上部構造を計画し，インプラント埋入部位は
右上 2 ，3 ，4 ，6 ，左上 1 ，3 ，4 ，6 とした．粘膜支持形
態のサージカルガイドをBone Navi System（Bio Nic）にて
作製し，埋入手術はフラップレス法での手術を計画した．術
中，患者の体動や開口量の問題から前歯部では切開を行い 2
回法での埋入術に変更した．インプラント体はカムログイン
プラントスクリュータイプ（アルタデント）を使用し右上 3 ，
4 ， 6 ，左上 3 ， 4 ， 6 はφ4.3×11 mm，右上 2 ，左上 1 は
φ3.8×11 mmを埋入した．術後早期に右上 3 のインプラント
体の脱落を認めた．その他の部位は経過良好であり， 2 次手
術後全顎的にプロビジョナルレストレーションを行い機能
性，審美性を確認し調整を行ったが，当初の計画に不備があ
りリップサポートの付与や歯冠形態の再現が困難であり，機
能的，審美的に患者の希望に沿った上部構造の製作は困難で
あった．そのため上部構造の設計を変更し，CAD/CAMを
用いたボーンアンカードブリッジにて最終補綴を行うことと
した．上部構造はコバルトクロムフレームを使用したスク
リュー固定式とし，軟組織部はピンクポーセレンにて再現し
た． 
Ⅲ経過：　 現在，上部構造装着後 1 年経過しているが，機能
性，審美性ともに術後経過は良好で，発音，清掃性にも問題
は認められなかった．
Ⅳ考察および結論：　シミュレーションソフトとCAD/CAM
の進歩により，インプラント治療の安全性は飛躍的に進歩し
ている．しかし一連の治療の流れの中で，それぞれの評価と
状況に応じた対処ができる知識と技術を備える必要があると
考えられた．

○藤原 敬子，田村 暢章，田草川 徹，森 一将，嶋田 淳
明海大学歯学部口腔外科学第１講座

One case of peri-implant inflammation that occurred 
initiated patient of bisphosphonate administered after the 
implant function
○FUJIWARA K, TAMURA N, TAKUSAKAWA T, 
MORI K, SHIMADA J
Oral Surgery1 Meikai University School of Dentistry

P-1-39
インプラント機能後にビスフォスフォネート製剤
投与の開始された患者に生じた
インプラント周囲炎の1例

Ⅰ目的：　超高齢社会の背景から骨粗鬆症や癌転移予防の治
療としてインプラント埋入後にビスフォスフォネート（BP）
製剤を服用する症例は増加することが予想される．今回演者
らはインプラント埋入機能後にBP製剤の投与が開始された
後に腐骨形成およびインプラント周囲炎が発症し，インプラ
ント除去を施行した 1 例を経験したので報告する．
Ⅱ症例の概要：　71歳，女性．主訴：左側下顎臼歯部の疼
痛．現病歴：2005年10月，近歯科医院にて左側下顎第 2 大臼
歯部にインプラントを埋入し，その後問題なく機能してい
た．2011年骨折加療のためBP製剤（ボナロンⓇ，2013年よ
りフォサマックⓇへ変更）の服用を開始．2013年左側下顎第
2 大臼歯部付近の違和感を自覚し，2014年周囲の発赤・腫脹
および疼痛が生じたため，当科紹介来院となる．既往歴：骨
粗鬆症．乳癌（2011年右側乳房温存術，術後放射線療法およ
びホルモン療法施行）．口腔内所見：左側下顎第 2 大臼歯部
インプラント部周囲歯肉には著明な炎症所見とともに排膿を
認めた．画像所見：パノラマX線およびCTにて同部周囲骨
の皿状骨欠損を認める．
Ⅲ経過：　局所の消炎をはかるとともに主治医への対診によ
り，3 カ月以上のBP製剤の休薬を行った．その後症状の消
退ののち2014年 6 月に同部インプラント抜去術施行．術後の
経過は良好である．病理検査所見：好中球を主体とする炎症
細胞浸潤と腐骨所見が認められた．
Ⅳ考察および結論：　BRONJのガイドラインには危険因子
として，糖尿病・喫煙・飲酒・化学療法・ステロイド療法お
よび口腔衛生不良が挙げられている．自験例はインプラント
埋入後自覚症状を訴えていなかったが，残存歯および歯周組
織は軽度から中等度の歯周炎が認められ，本インプラントに
も周囲炎が生じていた可能性が推測される．その後服用した
BP製剤の何らかの作用によりインプラント周囲炎が増悪し
自覚症状が発生したのではないかと考察している．インプラ
ント抜去にあたっては，BRONJリスクが高いと考え，ガイ
ドラインに従い外科処置前に 3 カ月以上の休薬期間を設け抜
去術を施行，縫合は完全閉創により骨露出を避け，十分な抗
菌薬を投与し，良好な経過を得た．インプラント埋入後BP
製剤服用に際しては，インプラントと歯周組織の状況を十分
検討したうえで開始する必要があり，開始後はBRONJリス
ク軽減のためより注意深い歯周管理およびインプラントメン
テナンスが重要と考える．
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○中澤 正博
九州インプラント研究会

The observation by the scanning electron microscope of the 
bacteria adhering to the abutment under immediate loading
○NAKAZAWA M
Kyushu Implant Research Group

P-1-40★
即時負荷下アバットメント上細菌の
走査型電子顕微鏡観察

Ⅰ目的：　結晶の成長過程にデンドライト（樹枝状晶）とい
う状態がある．デンドライトとは，過飽和状態から析出した
場合に生じやすく，確率的に結晶表面の凸部分に付くことに
よって，表面の凸部分がどんどん成長して真っ直ぐ伸び，そ
の先端は枝分かれして一定の規則性を持った構造になる．す
なわち，過飽和の度合いが大きいほど急激な結晶化が起こる
ので，デンドライトが生じやすい．
今回，all on 6 にて即時負荷下におかれたが，オーバーロー
ディングによって術後１か月で脱落したインプラントに装着
されていたアバットメントを走査型電子顕微鏡で観察し，興
味深い知見が得られたので若干の考察を踏まえて報告する．
Ⅱ方法：　１. All on 6 で即時負荷下に置かれたがオーバー
ローディングによって術後１か月で脱落したインプラントに
装着されていたアバットメントを走査型電子顕微鏡（日立製
SU6600，加速電圧15.0ｋV：東京歯科大学所有）を用いて，
×30，×100，×500，×2000，×5000の条件で観察した．
2．観察結果を比較検討した．
Ⅲ結果：　1．アバットメントのマシンサーフェース上で
は，デンドライト状の細菌増殖を示した．
2．一部位では，デンドライト状に増殖した細菌の上にバイ
オフィルムが積層しているのが確認できた．
3．マルチユニットアバットメントの血餅上に観察された細
菌は，デンドライト状増殖は示さず，数個単位で点在する増
殖を示した．
Ⅳ考察および結論：　1．細菌が，血餅上では点在状に増殖
するのに対して，マシンサーフェース上ではデンドライト状
に増殖している事実は，血餅上では免疫能力が働いている可
能性，マシンサーフェース上では，その表面性状が細菌増殖
の刺激になっている可能性を示唆した．
2．歯内療法学において根管治療成功の可否を決める要素に
封鎖性がある．すなわち，根管充填時の封鎖性とともに根管
充填後の支台歯の封鎖性が重要と考えられている．
3．今回，術直後に製作されたプロビジョナルレストレー
ションのスクリュー孔の封鎖には，簡便性からゴム質印象材
を使用した結果，アバットメント上にデンドライト状に細菌
が増殖した可能性がある．
4．インプラント治療においてもスクリュー固定式の場合に
は，上部構造のスクリュー孔の封鎖性がインプラント治療の
予後，すなわち，インプラント周囲炎などに大きく影響する
可能性が示唆された．

○沼澤 秀之，太田 淳也
関東・甲信越支部

Cace report of digital guided surgery using 3D printer
○NUMASAWA H, OTA J
Kanto-Koshinetsu Branch

P-1-41★
３Dプリンタを用いたGuided Surgeryの
施術症例

Ⅰ目的：　近年，CAD/CAM技術の進歩は，インプラント治
療で正確な埋入の手助けとなるSurgical Guideを用いたGuided 
Surgeryを可能にした．当院では 3 Dプリンタを用いることで
Guided Surgeryの欠点であった納期の問題を解決することが
できた．今回，3 Dプリンタを使用して作製したSurgical Guide
を用い，インプラントの埋入を行った30症例の中から，上顎
に 3 本のインプラントを初診から24時間以内に埋入施術した
症例について報告し，その利点と欠点を考察した．
Ⅱ症例の概要：　患者は咀嚼障害を主訴に来院した54歳の男
性で喫煙歴はない．右上 6 は 1 年以上前にインプラントが脱
落し，左上 4 および 5 はいずれも抜歯後 1 年以上経過してい
た．左右ともに角化歯肉は豊富に存在し，骨性治癒は完了し
ていた．残存歯は歯周疾患治療が終了し，カリエス等も認め
られなかった．初診時に印象採得，CT撮影その他の資料を採
取し，翌日行う手術について説明した．使用したのはコーン
ビームCT（Fine cube，ヨシダ製），模型スキャナー（e-scan，
Dental wings社製），3 Dプリンタ（Digital wax 020D，DWS
社製）およびオープンシステムのプランニングソフト（Co 
DiagnosticsⓇ）である．ガイド作成に必要なWax upを行っ
た後，プランニングソフトでインプラントの埋入を設計
し，3 DプリンタでSurgical Guide（DS2000樹脂）を造形
した．使用したインプラントはボーンレベルStraumannⓇ

SLActiveインプラントで，右上 6 にサイズφ4.1×8 mmを，
左上 4 および 5 にはサイズφ4.1×10 mmをそれぞれ埋入し
た．術後 6 週間で再度印象採得を行い，8 週間で最終上部構
造を装着した．術後 4ヶ月での検診結果に異常は認められな
かった．
Ⅲ考察および結論：　3 Dプリンタを用いることで，「Guided 
Surgery」を初診から24時間以内に行うことができた．さら
に，術前術後のインプラントの埋入位置について，埋入角度
および三次元的な位置のずれを，今回使用したプランニング
ソフトに搭載された機能で評価した結果，当院で同様のシス
テムで埋入した30症例すべてが良好な成績であることが示さ
れ，有効な方法であることが確認された．

○瀬戸 宗嗣1，上田 一彦1，廣安 一彦1，小澤 誠2，
渡邉 文彦2

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

Case report of performing a full mouth reconstruction using 
guided surgery
○SETO M1, UEDA K1, HIROYASU K1, OZAWA M2, 
WATANABE F2

Oral Implant Care Unit, Niigata Hospital, The Nippon Dental 
University1, Department of Crown & Bridge Prosthodontics, 
The Nippon Dental University Life Dentistry at Niigata2

P-1-42
ガイデットサージェリーを用いて咬合再構成を
行った症例

Ⅰ目的：　近年，術前に最終補綴形態を設計しインプラント
体の埋入位置，方向を決定し，それに基づいてCAD/CAM
によるサージカルガイドを製作し，安心・安全に埋入手術を
行うガイデットサージェリー症例が増加している．しかし，
サージカルガイドの精度や体動，軟組織の影響による埋入位
置の誤差や，術前診査の不足により補綴設計の変更を余儀な
くされることもある．今回，シミュレーションソフトを使用
しガイデットサージェリーを行ったが，当初の補綴設計を変
更する必要があった症例を経験したので報告する．
Ⅱ症例の概要：　患者61歳男性．初診平成23年 3 月．歯牙の
欠損による咀嚼障害を主訴に来院．既往歴，家族歴に特記事
項は認めない．術前診査より，シミュレーションシステム
BioNa（Bio Nic）を使用し，両側 3 は単冠補綴，その他の部
位はブリッジの上部構造を計画し，インプラント埋入部位は
右上 2 ，3 ，4 ，6 ，左上 1 ，3 ，4 ，6 とした．粘膜支持形
態のサージカルガイドをBone Navi System（Bio Nic）にて
作製し，埋入手術はフラップレス法での手術を計画した．術
中，患者の体動や開口量の問題から前歯部では切開を行い 2
回法での埋入術に変更した．インプラント体はカムログイン
プラントスクリュータイプ（アルタデント）を使用し右上 3 ，
4 ， 6 ，左上 3 ， 4 ， 6 はφ4.3×11 mm，右上 2 ，左上 1 は
φ3.8×11 mmを埋入した．術後早期に右上 3 のインプラント
体の脱落を認めた．その他の部位は経過良好であり， 2 次手
術後全顎的にプロビジョナルレストレーションを行い機能
性，審美性を確認し調整を行ったが，当初の計画に不備があ
りリップサポートの付与や歯冠形態の再現が困難であり，機
能的，審美的に患者の希望に沿った上部構造の製作は困難で
あった．そのため上部構造の設計を変更し，CAD/CAMを
用いたボーンアンカードブリッジにて最終補綴を行うことと
した．上部構造はコバルトクロムフレームを使用したスク
リュー固定式とし，軟組織部はピンクポーセレンにて再現し
た． 
Ⅲ経過：　 現在，上部構造装着後 1 年経過しているが，機能
性，審美性ともに術後経過は良好で，発音，清掃性にも問題
は認められなかった．
Ⅳ考察および結論：　シミュレーションソフトとCAD/CAM
の進歩により，インプラント治療の安全性は飛躍的に進歩し
ている．しかし一連の治療の流れの中で，それぞれの評価と
状況に応じた対処ができる知識と技術を備える必要があると
考えられた．

○藤原 敬子，田村 暢章，田草川 徹，森 一将，嶋田 淳
明海大学歯学部口腔外科学第１講座

One case of peri-implant inflammation that occurred 
initiated patient of bisphosphonate administered after the 
implant function
○FUJIWARA K, TAMURA N, TAKUSAKAWA T, 
MORI K, SHIMADA J
Oral Surgery1 Meikai University School of Dentistry

P-1-39
インプラント機能後にビスフォスフォネート製剤
投与の開始された患者に生じた
インプラント周囲炎の1例

Ⅰ目的：　超高齢社会の背景から骨粗鬆症や癌転移予防の治
療としてインプラント埋入後にビスフォスフォネート（BP）
製剤を服用する症例は増加することが予想される．今回演者
らはインプラント埋入機能後にBP製剤の投与が開始された
後に腐骨形成およびインプラント周囲炎が発症し，インプラ
ント除去を施行した 1 例を経験したので報告する．
Ⅱ症例の概要：　71歳，女性．主訴：左側下顎臼歯部の疼
痛．現病歴：2005年10月，近歯科医院にて左側下顎第 2 大臼
歯部にインプラントを埋入し，その後問題なく機能してい
た．2011年骨折加療のためBP製剤（ボナロンⓇ，2013年よ
りフォサマックⓇへ変更）の服用を開始．2013年左側下顎第
2 大臼歯部付近の違和感を自覚し，2014年周囲の発赤・腫脹
および疼痛が生じたため，当科紹介来院となる．既往歴：骨
粗鬆症．乳癌（2011年右側乳房温存術，術後放射線療法およ
びホルモン療法施行）．口腔内所見：左側下顎第 2 大臼歯部
インプラント部周囲歯肉には著明な炎症所見とともに排膿を
認めた．画像所見：パノラマX線およびCTにて同部周囲骨
の皿状骨欠損を認める．
Ⅲ経過：　局所の消炎をはかるとともに主治医への対診によ
り，3 カ月以上のBP製剤の休薬を行った．その後症状の消
退ののち2014年 6 月に同部インプラント抜去術施行．術後の
経過は良好である．病理検査所見：好中球を主体とする炎症
細胞浸潤と腐骨所見が認められた．
Ⅳ考察および結論：　BRONJのガイドラインには危険因子
として，糖尿病・喫煙・飲酒・化学療法・ステロイド療法お
よび口腔衛生不良が挙げられている．自験例はインプラント
埋入後自覚症状を訴えていなかったが，残存歯および歯周組
織は軽度から中等度の歯周炎が認められ，本インプラントに
も周囲炎が生じていた可能性が推測される．その後服用した
BP製剤の何らかの作用によりインプラント周囲炎が増悪し
自覚症状が発生したのではないかと考察している．インプラ
ント抜去にあたっては，BRONJリスクが高いと考え，ガイ
ドラインに従い外科処置前に 3 カ月以上の休薬期間を設け抜
去術を施行，縫合は完全閉創により骨露出を避け，十分な抗
菌薬を投与し，良好な経過を得た．インプラント埋入後BP
製剤服用に際しては，インプラントと歯周組織の状況を十分
検討したうえで開始する必要があり，開始後はBRONJリス
ク軽減のためより注意深い歯周管理およびインプラントメン
テナンスが重要と考える．

ポスター発表9

ポ
ス
タ
ー
発
表

ポ
ス
タ
ー
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<P290>　  1076033 日本口腔インプラント学会誌_ 

1

校 

2

校 

3

校 

N

校 _結城<P291>　



292

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

Accuracy comparison of intraoral and model scanning
○TAKANASHI T, HOMMA S, FURUYA K, YAJIMA Y
Department of Oral and Maxillofacial Implantology, Tokyo 
Dental College

P-1-44
口腔内スキャニングと模型スキャニングの
精度比較

Ⅰ目的：　近年，口腔内スキャナーを用いたデジタル印象が
臨床応用されている．これは従来の印象法に比べ患者負担の
軽減，印象材，模型材等にかかるコストの軽減，また模型を
保管するスペースの軽減といった様々の利点を有している．
しかしながら口腔内スキャニングの精度に関する報告は模型
を口腔外でスキャンし検証したものが多く，口腔内でのス
キャンを検証した報告は少ない．そこで本研究の目的は口腔
内でのスキャニングと模型のスキャニングを比較し，その精
度を検討することとした．
Ⅱ材料および方法：　欠損の無い歯列を有する 5 名を対象と
した．上下顎に対し個人トレー，シリコーン印象材（フュー
ジョンⅡ，GC社製）にて印象採得し，超硬石こう（ニューフ
ジロック，GC社製）にて石こう模型を製作した．さらに石こ
う模型を模型用スキャナー（D900, 3Shape社製）にてスキャ
ニングを行った．次に口腔内スキャナー（TRIOS, 3Shape社
製）にてデジタル印象を採得した．得られた 2 種類のデータ
をCAD用ソフトウェア（Dental Designer, 3 Shape社製）上
で犬歯尖頭間，第 2 大臼歯遠心頬側咬頭頂間，中切歯近心隅
角から犬歯尖頭間，中切歯近心隅角から第 2 大臼歯遠心頬側
咬頭頂間，犬歯歯冠中央部の高径，第 2 大臼歯歯冠中央部の
高径を計測した．計測は 3 回行いその平均値を計測値とし，
口腔内スキャニングと模型スキャニングの計測値の差を算出
した．
Ⅲ結果：　犬歯尖頭間は0.014±0.012 mm，第 2 大臼歯遠心
頬側咬頭頂間は0.077 ±0.019 mm，中切歯近心隅角から犬歯
尖頭間は0.010±0.083 mm，中切歯近心隅角から第 2 大臼歯遠
心頬側咬頭頂間は0.002±0.058 mm，犬歯歯冠中央部の高径
は0.032±0.201 mm，第 2 大臼歯歯冠中央部の高径は0.108±
0.161 mmの計測値の差が認められた．
Ⅳ考察および結論：　計測距離が長くなると口腔内スキャニ
ングと模型スキャニングの計測値の差およびばらつきが大き
くなる傾向が認められた．口腔内スキャンにおける第 2 大臼
歯部の作業条件が影響したと考えられる．今後被験者数を増
やすとともに多角的に検討を行う予定である．

○竹市 卓郎1, 2，伊藤 太志1, 3，塚本 信隆1, 2，
上栗 有二1, 2，村上 弘1, 4

愛知学院大学歯学部附属病院口腔インプラント科診療部1，
愛知学院大学歯学部冠・橋義歯学講座2，愛知学院大学歯学
部附属病院歯科技工部3，愛知学院大学歯学部高齢者歯科学
講座4

Consideration of superstructure by usig multilayered full 
contour zirconia crown
○TAKEICHI T1, 2, ITOH F,1, 3, TSUKAMOTO N1, 2, 
KAMIGURI Y1, 2, MURAKAMI H1, 4

Division of Oral Implants, Dental Hospital, School of 
Dentistry, Aichi-Gakuin University1, Department of Fixed 
Prosthodontics, School of Dentistry, Aichi-Gakuin University2, 
Division of Dental Technology, Dental Hospital, School of 
Dentistry, Aichi-Gakuin University3, Department of 
Gerodontology, School of Dentistry, Aichi-Gakuin University4

P-1-45★
マルチレイヤードフルカントゥアジルコニアクラウンを
応用した上部構造の考察

Ⅰ目的：　近年，咬合面までCAD/CAMテクノロジーに
よって作製し，ポーセレンの前装を施さないカントゥアジル
コニアが急速に普及している．今回，陶材焼付冠の前装用陶
材の一部が破折したたため，マルチレイヤードフルカントゥ
アジルコニアクラウンおよびジルコニア製アバットメントを
作製し，装着することで，良好な経過を得た 1 例を経験した
ので概要を報告する．
Ⅱ症例の概要：　患者は40歳女性．下顎右側第 2 大臼歯に上
部構造として装着されていた陶材焼付冠の前装用陶材の一部
が破折し，咀嚼困難および審美不良を主訴に，2013年 8 月来
院した．患者は既往がなかった．口腔内写真，パノラマX線
撮影後，上部構造の再製を行うこととした．患者は2005年
に，ドイツにて同部にテーパードエフェクトインプラント
（φ4.8 mm×10 mm）1 本の埋入手術，2 次手術を施行後，
上部構造としてセメント固定式の陶材焼付冠を装着されてい
た．当科にて2014年 1 月に上部構造を撤去し，同月にインプ
ラントの精密印象採得を行い，同年 3 月にジルコニア製ア
バットメントおよびマルチレイヤードフルカントゥアジルコ
ニアクラウンの試適および咬合調整を行った．同年 4 月に同
アバットメントをスクリュー固定にて装着，鏡面研磨を施し
たクラウンをセメントにて装着した．装着後約 3 ヵ月間隔で
メインテナンスを行っている．マルチレイヤードフルカン
トゥアジルコニアクラウンによって咀嚼機能の回復のみなら
ず良好な表面性状および審美性により高い患者の満足が得ら
れた． 
Ⅲ考察および結論：　今回装着したマルチレイヤードフルカ
ントゥアジルコニアクラウンは単色のフルカントゥアジルコ
ニアでは得られなかった滑らかな多層のグラデーションに
よって高い色調再現性が示された．また今回装着したジルコ
ニアクラウンは透光性が高いため，金属製のアバットメント
上に装着するケースとは異なり，ジルコニア製アバットメン
ト上に装着したことにより，明度の低下を小さくすることが
可能となった．本方法は，臼歯部の上部構造として従来の単
色のフルカントゥアジルコニアでは獲得することが困難で
あった高い審美性を獲得することが可能になったという点で
有用性が高いと考えられた．今後は咬合状態や表面性状も含
めて注意深く経過観察する予定である．

○船木 幹子1，山口 秀紀2，玉木 大之1，加藤 仁夫1，
渋谷 鉱2

日本大学松戸歯学部口腔インプラント学講座1，日本大学松
戸歯学部歯科麻酔学講座2

A case report of dental implants treatment for patient with 
essential thrombocythemia
○FUNAKI M1, YAMAGUCHI H2, TAMAKI H1, 
KATO T1, SHIBUTANI K2

Department of Oral Implantlogy Nihon University School of 
Dentistry at Matsudo1, Department of Anesthesiology 
Nihon University School of Dentistry at Matsudo2

P-1-46
本態性血小板症患者に対しインプラント治療を
行った１症例

Ⅰ目的：　本態性血小板血症（ET）は骨髄増殖性疾患の一
つで血小板の著明な増加を認める血液疾患である．今回，抗
血小板薬を服用するET患者に対しインプラント治療を行っ
た症例を経験したので報告する．
Ⅱ症例の概要：　患者は71歳男性．右側の咀嚼障害と審美障
害を主訴に2013年 9 月に日本大学松戸歯学部付属病院口腔イ
ンプラント科へ紹介来院した．現病歴として10年ほど前より
37，46，47欠損となっており，2013年 8 月に14歯根破折のた
め他院にて治療後に当科へ紹介された．既往歴として1995年
よりETの診断にて抗血小板薬を内服していた．また糖尿病，
慢性腎機能障害，高血圧症を併発しており，内服加療中であっ
た．術前の臨床検査ではPlatが82×104/μL，WBCが11800/
μL，HbA1cが6.3%，BUNが27.8 mg/dL，Crが1.33 mg/dL，
Kが5.4 mEq/Lであった．内科医との対診を行い疾患のコン
トロール状態，服薬状況などについて確認した後，インプラ
ント埋入手術を行うこととした．
Ⅲ経過：　抗血小板薬であるチクロピジンをはじめとする内服
薬はすべて服用継続とした．術中は静脈内鎮静法を併用し，
局所麻酔薬には 1 /160,000 Adrenarine含有 2 ％ Lidocaineを
用いて，欠損部位に対し14部にφ3.4 mm×9.5 mmおよび46部
にφ3.8 mm×9.5 mmのインプラント（XiveⓇ，デンツプライ
IH株式会社）2 本を埋入した．術中のvital signsは安定して
おり，術中術後の出血傾向は認めなかった．
Ⅳ考察および結論：　ET患者に対するインプラント埋入手
術では，易出血性と血栓形成という相反する合併症に注意し
なければならない．特に易出血性に対しては，血小板増加に
起因するvon willebrand因子の減少に加え，抗血小板薬の服
用も考慮し対応する必要があった．さらに，本患者のように
白血球増加が認められる症例では周術期における血栓形成の
危険性にも留意が必要である．本症例では，抗血小板薬の服
用継続下および他疾患の併発に対し静脈内鎮静法を用いた患
者管理に加え，アドレナリン添加局所麻酔薬の応用により周
術期における止血異常をみることなくインプラント埋入を終
了し得た．

○石浦 雄一，安齋 顕吾，茂木 知宏，鈴木 匡介，尾関 雅彦
昭大・歯・インプラント

A report of recovery case for anterior implants lost using 
CAD/CAM milling bars for superstructure
○ISHIURA Y, ANZAI K, MOGI T, SUZUKI K, OZEKI M
Dept. of Implant Dentistry, School of Dentistry, Showa Univ.

P-1-43★
前歯部インプラントの脱落症例に対する
CAD/CAMミリングバーを用いた
上部構造によるリカバリー

Ⅰ目的：　前歯部インプラントの脱落と共に，顎骨の吸収を
きたし，インプラントの追加埋入が困難な症例にCAD/CAM
による精密なミリングバーを適用したインプラント上部構造
を用いてリカバリーを行い，良好な結果を得たので報告す
る．
Ⅱ症例の概要：　患者は64歳男性．7 年前に他院にて#16～
#27欠損に対してインプラント治療を受けたが，その後，
#11，#12部のインプラントが脱落したため2013年 5 月に当
センターを受診した．CT画像より，#13～21部にインプラ
ントを埋入するためには骨移植が必須であると診断したが，
患者は骨移植を望んでいないことから，インプラントの追加
埋入は行わず，バーアタッチメントを利用したインプラント
オーバーデンチャーを製作する治療方針とした．2014年 8
月，レジン前装を施したCAD/CAMミリングバー ISUS 
2 in 1 を用いたチタン製の可撤性上部構造を装着した． 
Ⅲ考察および結論：　本症例は，追加埋入は行わなかったも
のの，前歯部の被蓋を正常被蓋にすることができ，患者の審
美的要求に応えることができた．また，固定性補綴とするこ
とができたため義歯床を最小限に抑え，かつ動揺がない上部
構造を装着でき，機能的にも満足することができた．上部構
造に組み込まれる外冠部分と中間構造のバー状の内冠部分は
高精度に加工されており，非常に精密に適合した．更にア
タッチメント　Steckriegelを併用することにより不意に上部
構造が脱落することがない様な設計としている．これらのこ
とより本症例において，CAD/CAMミリングバーを用いた
上部構造が有用であることが示された．しかし，アタッチメ
ント　Steckriegelはロックを解除する際に，比較的大きな力
が必要で，患者が自身で上部構造を撤去することは困難で
あった．
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○高梨 琢也，本間 慎也，古屋 克典，矢島 安朝
東京歯科大学口腔インプラント学講座

Accuracy comparison of intraoral and model scanning
○TAKANASHI T, HOMMA S, FURUYA K, YAJIMA Y
Department of Oral and Maxillofacial Implantology, Tokyo 
Dental College

P-1-44
口腔内スキャニングと模型スキャニングの
精度比較

Ⅰ目的：　近年，口腔内スキャナーを用いたデジタル印象が
臨床応用されている．これは従来の印象法に比べ患者負担の
軽減，印象材，模型材等にかかるコストの軽減，また模型を
保管するスペースの軽減といった様々の利点を有している．
しかしながら口腔内スキャニングの精度に関する報告は模型
を口腔外でスキャンし検証したものが多く，口腔内でのス
キャンを検証した報告は少ない．そこで本研究の目的は口腔
内でのスキャニングと模型のスキャニングを比較し，その精
度を検討することとした．
Ⅱ材料および方法：　欠損の無い歯列を有する 5 名を対象と
した．上下顎に対し個人トレー，シリコーン印象材（フュー
ジョンⅡ，GC社製）にて印象採得し，超硬石こう（ニューフ
ジロック，GC社製）にて石こう模型を製作した．さらに石こ
う模型を模型用スキャナー（D900, 3Shape社製）にてスキャ
ニングを行った．次に口腔内スキャナー（TRIOS, 3Shape社
製）にてデジタル印象を採得した．得られた 2 種類のデータ
をCAD用ソフトウェア（Dental Designer, 3 Shape社製）上
で犬歯尖頭間，第 2 大臼歯遠心頬側咬頭頂間，中切歯近心隅
角から犬歯尖頭間，中切歯近心隅角から第 2 大臼歯遠心頬側
咬頭頂間，犬歯歯冠中央部の高径，第 2 大臼歯歯冠中央部の
高径を計測した．計測は 3 回行いその平均値を計測値とし，
口腔内スキャニングと模型スキャニングの計測値の差を算出
した．
Ⅲ結果：　犬歯尖頭間は0.014±0.012 mm，第 2 大臼歯遠心
頬側咬頭頂間は0.077 ±0.019 mm，中切歯近心隅角から犬歯
尖頭間は0.010±0.083 mm，中切歯近心隅角から第 2 大臼歯遠
心頬側咬頭頂間は0.002±0.058 mm，犬歯歯冠中央部の高径
は0.032±0.201 mm，第 2 大臼歯歯冠中央部の高径は0.108±
0.161 mmの計測値の差が認められた．
Ⅳ考察および結論：　計測距離が長くなると口腔内スキャニ
ングと模型スキャニングの計測値の差およびばらつきが大き
くなる傾向が認められた．口腔内スキャンにおける第 2 大臼
歯部の作業条件が影響したと考えられる．今後被験者数を増
やすとともに多角的に検討を行う予定である．

○竹市 卓郎1, 2，伊藤 太志1, 3，塚本 信隆1, 2，
上栗 有二1, 2，村上 弘1, 4

愛知学院大学歯学部附属病院口腔インプラント科診療部1，
愛知学院大学歯学部冠・橋義歯学講座2，愛知学院大学歯学
部附属病院歯科技工部3，愛知学院大学歯学部高齢者歯科学
講座4

Consideration of superstructure by usig multilayered full 
contour zirconia crown
○TAKEICHI T1, 2, ITOH F,1, 3, TSUKAMOTO N1, 2, 
KAMIGURI Y1, 2, MURAKAMI H1, 4

Division of Oral Implants, Dental Hospital, School of 
Dentistry, Aichi-Gakuin University1, Department of Fixed 
Prosthodontics, School of Dentistry, Aichi-Gakuin University2, 
Division of Dental Technology, Dental Hospital, School of 
Dentistry, Aichi-Gakuin University3, Department of 
Gerodontology, School of Dentistry, Aichi-Gakuin University4

P-1-45★
マルチレイヤードフルカントゥアジルコニアクラウンを
応用した上部構造の考察

Ⅰ目的：　近年，咬合面までCAD/CAMテクノロジーに
よって作製し，ポーセレンの前装を施さないカントゥアジル
コニアが急速に普及している．今回，陶材焼付冠の前装用陶
材の一部が破折したたため，マルチレイヤードフルカントゥ
アジルコニアクラウンおよびジルコニア製アバットメントを
作製し，装着することで，良好な経過を得た 1 例を経験した
ので概要を報告する．
Ⅱ症例の概要：　患者は40歳女性．下顎右側第 2 大臼歯に上
部構造として装着されていた陶材焼付冠の前装用陶材の一部
が破折し，咀嚼困難および審美不良を主訴に，2013年 8 月来
院した．患者は既往がなかった．口腔内写真，パノラマX線
撮影後，上部構造の再製を行うこととした．患者は2005年
に，ドイツにて同部にテーパードエフェクトインプラント
（φ4.8 mm×10 mm）1 本の埋入手術，2 次手術を施行後，
上部構造としてセメント固定式の陶材焼付冠を装着されてい
た．当科にて2014年 1 月に上部構造を撤去し，同月にインプ
ラントの精密印象採得を行い，同年 3 月にジルコニア製ア
バットメントおよびマルチレイヤードフルカントゥアジルコ
ニアクラウンの試適および咬合調整を行った．同年 4 月に同
アバットメントをスクリュー固定にて装着，鏡面研磨を施し
たクラウンをセメントにて装着した．装着後約 3 ヵ月間隔で
メインテナンスを行っている．マルチレイヤードフルカン
トゥアジルコニアクラウンによって咀嚼機能の回復のみなら
ず良好な表面性状および審美性により高い患者の満足が得ら
れた． 
Ⅲ考察および結論：　今回装着したマルチレイヤードフルカ
ントゥアジルコニアクラウンは単色のフルカントゥアジルコ
ニアでは得られなかった滑らかな多層のグラデーションに
よって高い色調再現性が示された．また今回装着したジルコ
ニアクラウンは透光性が高いため，金属製のアバットメント
上に装着するケースとは異なり，ジルコニア製アバットメン
ト上に装着したことにより，明度の低下を小さくすることが
可能となった．本方法は，臼歯部の上部構造として従来の単
色のフルカントゥアジルコニアでは獲得することが困難で
あった高い審美性を獲得することが可能になったという点で
有用性が高いと考えられた．今後は咬合状態や表面性状も含
めて注意深く経過観察する予定である．

○船木 幹子1，山口 秀紀2，玉木 大之1，加藤 仁夫1，
渋谷 鉱2

日本大学松戸歯学部口腔インプラント学講座1，日本大学松
戸歯学部歯科麻酔学講座2

A case report of dental implants treatment for patient with 
essential thrombocythemia
○FUNAKI M1, YAMAGUCHI H2, TAMAKI H1, 
KATO T1, SHIBUTANI K2

Department of Oral Implantlogy Nihon University School of 
Dentistry at Matsudo1, Department of Anesthesiology 
Nihon University School of Dentistry at Matsudo2

P-1-46
本態性血小板症患者に対しインプラント治療を
行った１症例

Ⅰ目的：　本態性血小板血症（ET）は骨髄増殖性疾患の一
つで血小板の著明な増加を認める血液疾患である．今回，抗
血小板薬を服用するET患者に対しインプラント治療を行っ
た症例を経験したので報告する．
Ⅱ症例の概要：　患者は71歳男性．右側の咀嚼障害と審美障
害を主訴に2013年 9 月に日本大学松戸歯学部付属病院口腔イ
ンプラント科へ紹介来院した．現病歴として10年ほど前より
37，46，47欠損となっており，2013年 8 月に14歯根破折のた
め他院にて治療後に当科へ紹介された．既往歴として1995年
よりETの診断にて抗血小板薬を内服していた．また糖尿病，
慢性腎機能障害，高血圧症を併発しており，内服加療中であっ
た．術前の臨床検査ではPlatが82×104/μL，WBCが11800/
μL，HbA1cが6.3%，BUNが27.8 mg/dL，Crが1.33 mg/dL，
Kが5.4 mEq/Lであった．内科医との対診を行い疾患のコン
トロール状態，服薬状況などについて確認した後，インプラ
ント埋入手術を行うこととした．
Ⅲ経過：　抗血小板薬であるチクロピジンをはじめとする内服
薬はすべて服用継続とした．術中は静脈内鎮静法を併用し，
局所麻酔薬には 1 /160,000 Adrenarine含有 2 ％ Lidocaineを
用いて，欠損部位に対し14部にφ3.4 mm×9.5 mmおよび46部
にφ3.8 mm×9.5 mmのインプラント（XiveⓇ，デンツプライ
IH株式会社）2 本を埋入した．術中のvital signsは安定して
おり，術中術後の出血傾向は認めなかった．
Ⅳ考察および結論：　ET患者に対するインプラント埋入手
術では，易出血性と血栓形成という相反する合併症に注意し
なければならない．特に易出血性に対しては，血小板増加に
起因するvon willebrand因子の減少に加え，抗血小板薬の服
用も考慮し対応する必要があった．さらに，本患者のように
白血球増加が認められる症例では周術期における血栓形成の
危険性にも留意が必要である．本症例では，抗血小板薬の服
用継続下および他疾患の併発に対し静脈内鎮静法を用いた患
者管理に加え，アドレナリン添加局所麻酔薬の応用により周
術期における止血異常をみることなくインプラント埋入を終
了し得た．

○石浦 雄一，安齋 顕吾，茂木 知宏，鈴木 匡介，尾関 雅彦
昭大・歯・インプラント

A report of recovery case for anterior implants lost using 
CAD/CAM milling bars for superstructure
○ISHIURA Y, ANZAI K, MOGI T, SUZUKI K, OZEKI M
Dept. of Implant Dentistry, School of Dentistry, Showa Univ.

P-1-43★
前歯部インプラントの脱落症例に対する
CAD/CAMミリングバーを用いた
上部構造によるリカバリー

Ⅰ目的：　前歯部インプラントの脱落と共に，顎骨の吸収を
きたし，インプラントの追加埋入が困難な症例にCAD/CAM
による精密なミリングバーを適用したインプラント上部構造
を用いてリカバリーを行い，良好な結果を得たので報告す
る．
Ⅱ症例の概要：　患者は64歳男性．7 年前に他院にて#16～
#27欠損に対してインプラント治療を受けたが，その後，
#11，#12部のインプラントが脱落したため2013年 5 月に当
センターを受診した．CT画像より，#13～21部にインプラ
ントを埋入するためには骨移植が必須であると診断したが，
患者は骨移植を望んでいないことから，インプラントの追加
埋入は行わず，バーアタッチメントを利用したインプラント
オーバーデンチャーを製作する治療方針とした．2014年 8
月，レジン前装を施したCAD/CAMミリングバー ISUS 
2 in 1 を用いたチタン製の可撤性上部構造を装着した． 
Ⅲ考察および結論：　本症例は，追加埋入は行わなかったも
のの，前歯部の被蓋を正常被蓋にすることができ，患者の審
美的要求に応えることができた．また，固定性補綴とするこ
とができたため義歯床を最小限に抑え，かつ動揺がない上部
構造を装着でき，機能的にも満足することができた．上部構
造に組み込まれる外冠部分と中間構造のバー状の内冠部分は
高精度に加工されており，非常に精密に適合した．更にア
タッチメント　Steckriegelを併用することにより不意に上部
構造が脱落することがない様な設計としている．これらのこ
とより本症例において，CAD/CAMミリングバーを用いた
上部構造が有用であることが示された．しかし，アタッチメ
ント　Steckriegelはロックを解除する際に，比較的大きな力
が必要で，患者が自身で上部構造を撤去することは困難で
あった．
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○林 よし子，小峰 陽比古，吉村 汐理，丸山 由起子，
鈴木 秀典
近畿・北陸支部

The effects of methods for peri-implant tissue maintenance 
with interdental brush （barreled brush head） and mouth 
rinse, and the relation between mGI and the inflammation 
of peri-implant sulcular epithelium: Clinical study of 10 cases
○HAYASHI Y, KOMINE A, YOSHIMURA S, 
MARUYAMA Y, SUZUKI H
Kinki-Hokuriku Branch

P-1-48
樽型カット歯間ブラシ－液体製剤を組み合わせた
インプラントメインテナンスの有効性及び， mGIとインプラント
周囲溝上皮炎症の相関関係を検討した臨床的研究

Ⅰ目的：　樽型カット歯間ブラシ（樽型IDB）－液体製剤を
組合わせたメインテナンスがインプラント周囲粘膜炎の改
善，健康維持に有効であるかを確認すること，及び健康状態
の評価項目の一つであるmGIとインプラント周囲歯肉溝上皮
の炎症状態に相関関係があるか確認することを目的とした．
Ⅱ方法：　サンスター株式会社の倫理審査（承認番号14上／
02号）を経て，一般財団法人サンスター財団附属千里歯科診
療所に通院する，テーパーカット歯間ブラシ（テーパーIDB）
を日常的に使用し，液体製剤を日常的に使用していないイン
プラント装着者10名に対して試験参加の同意を得た．所定の
ハブラシ，殺菌剤無配合ペースト，樽型IDB（使用方法①：
2名），もしくはこれらに液体製剤を加えたアイテム（使用
方法②： 8 名）を，1 日 2 回 1 ヶ月間使用させた．評価項目
はmGI，インプラント周囲歯肉溝上皮の炎症，アバットメン
ト表面付着プラーク量とし，アイテム使用前後の変化を観察
した．
Ⅲ結果：　mGIは使用方法①の 1 名を除く全ての被験者で改
善し，インプラント周囲歯肉溝上皮の炎症は全ての被験者で
改善した．アバットメント表面付着プラーク量は使用方法①
の被験者で全て悪化し，使用方法②の全ての被験者で維持ま
たは改善した．以上の結果から樽型IDB－液体製剤を組合わ
せたメインテナンスがインプラント周囲粘膜炎の改善，健康
維持に有効であることが示唆された．また，mGIとインプラ
ント周囲歯肉溝上皮の炎症に相関関係は確認出来なかった．
Ⅳ考察および結論：　歯間ブラシに関し，樽型IDBでは毛の
最長部分が必ず歯間部を通過するため，テーパーIDBに比べ
炎症の改善に大きく寄与したと考えられ，液体製剤は歯間清
掃具のように使用時の技術を必要とせず，歯間清掃具が届き
難い部分にも行き渡るため，アバットメント表面付着プラー
ク量の維持，改善に寄与したと考察され，有効なメインテナ
ンスだと考える．また，mGIはインプラント周囲歯肉溝上皮
の炎症と相関が見られず，健康状態を正確に評価できない可
能性が示唆された．今後，インプラント周囲歯肉溝上皮の炎
症と相関のある評価項目の探索が必要であると考える．

○多田 博昭，正木 千尋，向坊 太郎，近藤 祐介，細川 隆司
九州歯科大学口腔再建リハビリテーション学分野

The effects of probiotics approach on bacterial flora in 
implant maintenance
○TADA H, MASAKI C, MUKAIBO T, KONDO Y, 
HOSOKAWA R
Department of Oral Rehabilitation, Kyushu Dental University

P-1-49★
インプラントメインテナンスにおける
プロバイオティクスの効果
―口腔内細菌叢に対する影響―

Ⅰ目的：　インプラント周囲炎は，歯周炎と同様に歯周病原
因菌が発症に関与していると報告されている．歯周病原因菌
の総数を減少させることは，インプラント治療の長期的で安
定した予後の確立のために非常に重要である．近年，乳酸菌
を用いたバクテリアセラピーが口腔内細菌増殖抑制に効果が
あると報告されている．その中でもヒト母乳由来のプロバイ
オティクスであるL. r. prodentisは高い口腔内定着性をもち，
副作用が一切ない安全性のため，歯科医療分野において幅広
く応用されている．本研究ではL. r. prodentisが，歯周病原
因菌の口腔内における割合を減少させ，口腔内細菌叢をより
健常なものとできるかを検討した．なお，本研究は九州歯科
大学研究倫理委員会の承認（承認番号14-75）を受け，被験
者の同意を得ている．
Ⅱ方法：　被験者は九州歯科大学付属病院職員および学生
20名とし，採取した唾液を使用して歯周病原因菌であるA. 
actinomycetemcomitans（AA），P. gingivalis（PG）, P. 
intermedia（PI），T. forsythenisis（TF），T. denticola（TD），
F. nucleatum（FN）の 6 菌種についてPCRインベーダー法
を用いて菌数を定量的に測定した．その中で唾液中に含まれ
る歯周病原因菌数の割合が高い10名（男性 5 名女性 5 名）を
選出し，1 日 1 回就寝前にプロバイオティクス製剤の摂取を
2 週間行った群（ 5 名）と摂取しなかった群（ 5 名）に分け，
2 週間後に再度唾液採取，PCRを行い，経時的変化を統計学
的に比較検討した．統計解析には，Wilcoxon singled-rank 
testを用い有意差水準をP＜0.05とした．
Ⅲ結果：　両群を比較してプロバイオティクス製剤を摂取し
た群は総細菌数に減少傾向を示し，歯周病原因菌であるP. 
gingivalis（PG）とT. denticola（TD）の細菌数に増加傾向
を示したものの，2 群間で統計学的に有意な差は認められな
かった．
Ⅳ考察および結論：　本研究の結果によると，就寝前にプロ
バイオティクス製剤を摂取することは，口腔内総細菌数を減
少させる効果がみられる一方で，一部の歯周病原因菌を増殖
させるリスクを持つ可能性が示唆された．今後プロバイオ
ティクス製剤を有効に機能させるためには細菌の代謝産物や
摂取方法についてさらなる検討が必要であると考えられる．

○舩戸 麻里子，加藤 啓介，大月 基弘，鈴木 秀典
近畿・北陸支部

The cleaning efficacy of oral care devices tested by dental 
hygienists at the subgingival abutment area in different 
implant positions -in vitro study-
○FUNATO M, KATO K, OTSUKI M, SUZUKI H
Kinki-Hokuriku Branch

P-1-50★
歯科衛生士によるインプラント周囲歯肉縁下での
各口腔清掃具別清掃効果の比較
インプラント埋入位置の違いによる検証―in vitro試験―

Ⅰ目的：　インプラント周囲炎の発症予防には，その前駆状
態であるインプラント周囲粘膜炎を早期に発見し，速やかに
改善する必要がある．そのためには歯周炎同様，インプラン
ト周囲歯肉縁上縁下のインフェクションコントロールが重要
となる．本研究ではインプラント埋入位置（部位および深
度）が異なるインプラント上部構造を装着した顎模型を用
い，各口腔清掃具のインプラント周囲歯肉縁下の清掃性を人
工プラークの除去率によって比較した．
Ⅱ材料および方法：　下顎右側中切歯（#41），第二小臼歯
（#45），第二大臼歯（#47）にインプラントを異なる深度
（歯肉縁下3 mm，5 mm）で埋入した 2 種類の顎模型をファ
ントムに装着した．それぞれのインプラント上部構造底面に
人工プラークを塗布し，各口腔清掃具（A：歯ブラシ，B：
歯ブラシ+歯間ブラシ，C：歯ブラシ+フロス）を用いて，
臨床経験豊富な 8 名の歯科衛生士がそれぞれ計 1 分間清掃し
た．清掃後，模型から外したインプラント上部構造を底面か
ら写真撮影し，画像解析によりインプラント周囲歯肉縁下相
当部の人工プラーク除去率を算出した．
Ⅲ結果：　全ての埋入部位，全ての埋入深度において，C＞
B＞Aの順にプラーク除去率が高く，CはAと比較して全ての
部位において，また一部の埋入位置を除いてはBと比較して
も有意差を認めた．同一部位，同一清掃具における埋入深度
の違いによるプラーク除去率の比較では，Cにおいて埋入深度
3 mm，5 mmの順に#45で69.4%，43.7%，#47で76.7%，58.7%
となり，埋入深度が浅い方が有意に高かった（p<0.01）．
Ⅳ考察および結論：　本研究では，歯科衛生士による歯間ブ
ラシまたはフロスの併用が，インプラント周囲歯肉縁下での
清掃に有効であることが示唆された．特にフロスの併用は埋
入部位，埋入深度にかかわらず清掃性が高いことから，イン
プラント周囲歯肉縁下のインフェクションコントロールに有
効かもしれない．一方，同じフロス併用においても臼歯部で
は埋入深度によって得られる清掃効果に差があることから，
メインテナビリティを重視した場合には不要に深い埋入は回
避するべきであろう．患者自身のセルフケアでは，本結果と
同等の清掃性が得られ難い場合が想定され，セルフケアにお
いてはフロスのみならず，歯間ブラシの使用を組み合わせ，
テーラーメイドのプログラムを提案することが望ましいと考
えられる．

○黒﨑 陽子1，大野 彩2，三野 卓哉1，沼本 賢1，
窪木 拓男1

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科インプラント再生補綴学
分野1，岡山大学病院新医療研究開発センター2

Case reports of elderly dental implant patiants with nursing 
care.
○KUROSAKI Y1, KIMURA-ONO A2, MINO T1, 
NUMOTO K1, KUBOKI T1

Department of Oral Rehabilitation and Regenerative 
Medicine, Okayama University Graduate School1, Center 
for Innovative Clinical Medicine, Okayama University 
Hospital2

P-1-47★
全身機能が低下した高齢インプラント患者の
口腔状態および歯科介入環境に関する報告

Ⅰ目的：　近年，インプラント治療を受けた患者が要介護状
態となった際のトラブルが懸念されているが，報告は少な
い．今回，インプラント治療終了後に全身機能が低下した高
齢者の口腔状態および歯科介入の環境について把握したので
報告する．
Ⅱ症例の概要：　症例 1 ：患者はインプラント体埋入時63歳
男性（現在69歳）．既往歴には騒音性難聴があった．2009年
6 月に35-37欠損にインプラント体（ブローネマルクシステ
ム）を 2 本埋入し，2010年 3 月に最終上部構造を装着した． 
症例 2 ：患者はインプラント体埋入時68歳男性（現在93
歳）．既往歴にはアレルギー性気管支炎があった．1991年 4
月に35-37欠損にインプラント体（IMZインプラントシステ
ム）を 2 本埋入し，同年10月に最終上部構造を装着した． 
Ⅲ経過：　症例 1 ：定期的に通院していたが，2013年12月，
脳膿瘍による視力および身体機能低下によって通院困難と
なった．最終来院時点ではインプラント周囲組織の炎症は認
めなかったが，清掃状態は著しく不良となり，複数の残存歯
が重度歯周炎により抜歯適応と判断されていた．2015年 5
月，要介護認定（要介護 4 ）を受け在宅療養中で，定期的な
歯科介入を受けていること，インプラント体は残存し大きな
問題は生じていないことが明らかとなった．
症例 2 ：1997年，患者は当科関連医院に転医したが，加齢に
伴い通院が難しくなり来院が途絶えた．2008年（17年後），
当科受診時のパノラマX線写真では，インプラント体周囲に
すり鉢状の骨欠損が認められたものの，周囲粘膜の腫脹，排
膿は認めなかった．現在，患者は要介護認定（要介護 2 ）を
受けて高齢者施設に入所しており，訪問歯科診療を受けてい
る．2015年 4 月（23年半後）のデンタルX線写真にて，一部
のインプラント体では骨吸収がインプラント尖端部にまで進
行し，周囲粘膜の発赤も認められたが，自覚症状はなかっ
た．現在の食形態は刻み食ではあるものの，食事には満足し
ている．
Ⅳ考察および結論：　全身機能が低下した高齢者では，イン
プラント部よりも先に残存歯に問題が生じる場合があること
がわかった．また，インプラント体周囲の骨吸収を認めるも
のの，栄養摂取の妨げにならない場合もあることがわかっ
た．両症例ともに，インプラントが全身・口腔に大きな問題
を引き起こしてはいなかったが，今後は将来生じる問題を見
据えた対処法の模索が必要と考えられた．
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○林 よし子，小峰 陽比古，吉村 汐理，丸山 由起子，
鈴木 秀典
近畿・北陸支部

The effects of methods for peri-implant tissue maintenance 
with interdental brush （barreled brush head） and mouth 
rinse, and the relation between mGI and the inflammation 
of peri-implant sulcular epithelium: Clinical study of 10 cases
○HAYASHI Y, KOMINE A, YOSHIMURA S, 
MARUYAMA Y, SUZUKI H
Kinki-Hokuriku Branch

P-1-48
樽型カット歯間ブラシ－液体製剤を組み合わせた
インプラントメインテナンスの有効性及び， mGIとインプラント
周囲溝上皮炎症の相関関係を検討した臨床的研究

Ⅰ目的：　樽型カット歯間ブラシ（樽型IDB）－液体製剤を
組合わせたメインテナンスがインプラント周囲粘膜炎の改
善，健康維持に有効であるかを確認すること，及び健康状態
の評価項目の一つであるmGIとインプラント周囲歯肉溝上皮
の炎症状態に相関関係があるか確認することを目的とした．
Ⅱ方法：　サンスター株式会社の倫理審査（承認番号14上／
02号）を経て，一般財団法人サンスター財団附属千里歯科診
療所に通院する，テーパーカット歯間ブラシ（テーパーIDB）
を日常的に使用し，液体製剤を日常的に使用していないイン
プラント装着者10名に対して試験参加の同意を得た．所定の
ハブラシ，殺菌剤無配合ペースト，樽型IDB（使用方法①：
2名），もしくはこれらに液体製剤を加えたアイテム（使用
方法②： 8 名）を，1 日 2 回 1 ヶ月間使用させた．評価項目
はmGI，インプラント周囲歯肉溝上皮の炎症，アバットメン
ト表面付着プラーク量とし，アイテム使用前後の変化を観察
した．
Ⅲ結果：　mGIは使用方法①の 1 名を除く全ての被験者で改
善し，インプラント周囲歯肉溝上皮の炎症は全ての被験者で
改善した．アバットメント表面付着プラーク量は使用方法①
の被験者で全て悪化し，使用方法②の全ての被験者で維持ま
たは改善した．以上の結果から樽型IDB－液体製剤を組合わ
せたメインテナンスがインプラント周囲粘膜炎の改善，健康
維持に有効であることが示唆された．また，mGIとインプラ
ント周囲歯肉溝上皮の炎症に相関関係は確認出来なかった．
Ⅳ考察および結論：　歯間ブラシに関し，樽型IDBでは毛の
最長部分が必ず歯間部を通過するため，テーパーIDBに比べ
炎症の改善に大きく寄与したと考えられ，液体製剤は歯間清
掃具のように使用時の技術を必要とせず，歯間清掃具が届き
難い部分にも行き渡るため，アバットメント表面付着プラー
ク量の維持，改善に寄与したと考察され，有効なメインテナ
ンスだと考える．また，mGIはインプラント周囲歯肉溝上皮
の炎症と相関が見られず，健康状態を正確に評価できない可
能性が示唆された．今後，インプラント周囲歯肉溝上皮の炎
症と相関のある評価項目の探索が必要であると考える．

○多田 博昭，正木 千尋，向坊 太郎，近藤 祐介，細川 隆司
九州歯科大学口腔再建リハビリテーション学分野

The effects of probiotics approach on bacterial flora in 
implant maintenance
○TADA H, MASAKI C, MUKAIBO T, KONDO Y, 
HOSOKAWA R
Department of Oral Rehabilitation, Kyushu Dental University

P-1-49★
インプラントメインテナンスにおける
プロバイオティクスの効果
―口腔内細菌叢に対する影響―

Ⅰ目的：　インプラント周囲炎は，歯周炎と同様に歯周病原
因菌が発症に関与していると報告されている．歯周病原因菌
の総数を減少させることは，インプラント治療の長期的で安
定した予後の確立のために非常に重要である．近年，乳酸菌
を用いたバクテリアセラピーが口腔内細菌増殖抑制に効果が
あると報告されている．その中でもヒト母乳由来のプロバイ
オティクスであるL. r. prodentisは高い口腔内定着性をもち，
副作用が一切ない安全性のため，歯科医療分野において幅広
く応用されている．本研究ではL. r. prodentisが，歯周病原
因菌の口腔内における割合を減少させ，口腔内細菌叢をより
健常なものとできるかを検討した．なお，本研究は九州歯科
大学研究倫理委員会の承認（承認番号14-75）を受け，被験
者の同意を得ている．
Ⅱ方法：　被験者は九州歯科大学付属病院職員および学生
20名とし，採取した唾液を使用して歯周病原因菌であるA. 
actinomycetemcomitans（AA），P. gingivalis（PG）, P. 
intermedia（PI），T. forsythenisis（TF），T. denticola（TD），
F. nucleatum（FN）の 6 菌種についてPCRインベーダー法
を用いて菌数を定量的に測定した．その中で唾液中に含まれ
る歯周病原因菌数の割合が高い10名（男性 5 名女性 5 名）を
選出し，1 日 1 回就寝前にプロバイオティクス製剤の摂取を
2 週間行った群（ 5 名）と摂取しなかった群（ 5 名）に分け，
2 週間後に再度唾液採取，PCRを行い，経時的変化を統計学
的に比較検討した．統計解析には，Wilcoxon singled-rank 
testを用い有意差水準をP＜0.05とした．
Ⅲ結果：　両群を比較してプロバイオティクス製剤を摂取し
た群は総細菌数に減少傾向を示し，歯周病原因菌であるP. 
gingivalis（PG）とT. denticola（TD）の細菌数に増加傾向
を示したものの，2 群間で統計学的に有意な差は認められな
かった．
Ⅳ考察および結論：　本研究の結果によると，就寝前にプロ
バイオティクス製剤を摂取することは，口腔内総細菌数を減
少させる効果がみられる一方で，一部の歯周病原因菌を増殖
させるリスクを持つ可能性が示唆された．今後プロバイオ
ティクス製剤を有効に機能させるためには細菌の代謝産物や
摂取方法についてさらなる検討が必要であると考えられる．

○舩戸 麻里子，加藤 啓介，大月 基弘，鈴木 秀典
近畿・北陸支部

The cleaning efficacy of oral care devices tested by dental 
hygienists at the subgingival abutment area in different 
implant positions -in vitro study-
○FUNATO M, KATO K, OTSUKI M, SUZUKI H
Kinki-Hokuriku Branch

P-1-50★
歯科衛生士によるインプラント周囲歯肉縁下での
各口腔清掃具別清掃効果の比較
インプラント埋入位置の違いによる検証―in vitro試験―

Ⅰ目的：　インプラント周囲炎の発症予防には，その前駆状
態であるインプラント周囲粘膜炎を早期に発見し，速やかに
改善する必要がある．そのためには歯周炎同様，インプラン
ト周囲歯肉縁上縁下のインフェクションコントロールが重要
となる．本研究ではインプラント埋入位置（部位および深
度）が異なるインプラント上部構造を装着した顎模型を用
い，各口腔清掃具のインプラント周囲歯肉縁下の清掃性を人
工プラークの除去率によって比較した．
Ⅱ材料および方法：　下顎右側中切歯（#41），第二小臼歯
（#45），第二大臼歯（#47）にインプラントを異なる深度
（歯肉縁下3 mm，5 mm）で埋入した 2 種類の顎模型をファ
ントムに装着した．それぞれのインプラント上部構造底面に
人工プラークを塗布し，各口腔清掃具（A：歯ブラシ，B：
歯ブラシ+歯間ブラシ，C：歯ブラシ+フロス）を用いて，
臨床経験豊富な 8 名の歯科衛生士がそれぞれ計 1 分間清掃し
た．清掃後，模型から外したインプラント上部構造を底面か
ら写真撮影し，画像解析によりインプラント周囲歯肉縁下相
当部の人工プラーク除去率を算出した．
Ⅲ結果：　全ての埋入部位，全ての埋入深度において，C＞
B＞Aの順にプラーク除去率が高く，CはAと比較して全ての
部位において，また一部の埋入位置を除いてはBと比較して
も有意差を認めた．同一部位，同一清掃具における埋入深度
の違いによるプラーク除去率の比較では，Cにおいて埋入深度
3 mm，5 mmの順に#45で69.4%，43.7%，#47で76.7%，58.7%
となり，埋入深度が浅い方が有意に高かった（p<0.01）．
Ⅳ考察および結論：　本研究では，歯科衛生士による歯間ブ
ラシまたはフロスの併用が，インプラント周囲歯肉縁下での
清掃に有効であることが示唆された．特にフロスの併用は埋
入部位，埋入深度にかかわらず清掃性が高いことから，イン
プラント周囲歯肉縁下のインフェクションコントロールに有
効かもしれない．一方，同じフロス併用においても臼歯部で
は埋入深度によって得られる清掃効果に差があることから，
メインテナビリティを重視した場合には不要に深い埋入は回
避するべきであろう．患者自身のセルフケアでは，本結果と
同等の清掃性が得られ難い場合が想定され，セルフケアにお
いてはフロスのみならず，歯間ブラシの使用を組み合わせ，
テーラーメイドのプログラムを提案することが望ましいと考
えられる．

○黒﨑 陽子1，大野 彩2，三野 卓哉1，沼本 賢1，
窪木 拓男1

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科インプラント再生補綴学
分野1，岡山大学病院新医療研究開発センター2

Case reports of elderly dental implant patiants with nursing 
care.
○KUROSAKI Y1, KIMURA-ONO A2, MINO T1, 
NUMOTO K1, KUBOKI T1

Department of Oral Rehabilitation and Regenerative 
Medicine, Okayama University Graduate School1, Center 
for Innovative Clinical Medicine, Okayama University 
Hospital2

P-1-47★
全身機能が低下した高齢インプラント患者の
口腔状態および歯科介入環境に関する報告

Ⅰ目的：　近年，インプラント治療を受けた患者が要介護状
態となった際のトラブルが懸念されているが，報告は少な
い．今回，インプラント治療終了後に全身機能が低下した高
齢者の口腔状態および歯科介入の環境について把握したので
報告する．
Ⅱ症例の概要：　症例 1 ：患者はインプラント体埋入時63歳
男性（現在69歳）．既往歴には騒音性難聴があった．2009年
6 月に35-37欠損にインプラント体（ブローネマルクシステ
ム）を 2 本埋入し，2010年 3 月に最終上部構造を装着した． 
症例 2 ：患者はインプラント体埋入時68歳男性（現在93
歳）．既往歴にはアレルギー性気管支炎があった．1991年 4
月に35-37欠損にインプラント体（IMZインプラントシステ
ム）を 2 本埋入し，同年10月に最終上部構造を装着した． 
Ⅲ経過：　症例 1 ：定期的に通院していたが，2013年12月，
脳膿瘍による視力および身体機能低下によって通院困難と
なった．最終来院時点ではインプラント周囲組織の炎症は認
めなかったが，清掃状態は著しく不良となり，複数の残存歯
が重度歯周炎により抜歯適応と判断されていた．2015年 5
月，要介護認定（要介護 4 ）を受け在宅療養中で，定期的な
歯科介入を受けていること，インプラント体は残存し大きな
問題は生じていないことが明らかとなった．
症例 2 ：1997年，患者は当科関連医院に転医したが，加齢に
伴い通院が難しくなり来院が途絶えた．2008年（17年後），
当科受診時のパノラマX線写真では，インプラント体周囲に
すり鉢状の骨欠損が認められたものの，周囲粘膜の腫脹，排
膿は認めなかった．現在，患者は要介護認定（要介護 2 ）を
受けて高齢者施設に入所しており，訪問歯科診療を受けてい
る．2015年 4 月（23年半後）のデンタルX線写真にて，一部
のインプラント体では骨吸収がインプラント尖端部にまで進
行し，周囲粘膜の発赤も認められたが，自覚症状はなかっ
た．現在の食形態は刻み食ではあるものの，食事には満足し
ている．
Ⅳ考察および結論：　全身機能が低下した高齢者では，イン
プラント部よりも先に残存歯に問題が生じる場合があること
がわかった．また，インプラント体周囲の骨吸収を認めるも
のの，栄養摂取の妨げにならない場合もあることがわかっ
た．両症例ともに，インプラントが全身・口腔に大きな問題
を引き起こしてはいなかったが，今後は将来生じる問題を見
据えた対処法の模索が必要と考えられた．
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○藤田 亨
九州インプラント研究会

A case report of implant overdenture using custom made 
bar attachment incorporating magnet
○FUJITA T
Kyusyu Implant Research Group

P-1-52
マグネットを利用したバーアタッチメントによる
インプラントオーバーデンチャーの１症例

Ⅰ目的：　嘔吐反射を有する患者の上顎総義歯作製におい
て，義歯形態を無口蓋にすることは患者のQOL向上におい
て大きな利点となる．しかし無口蓋にする事で義歯の吸着は
弱まり機能の回復が困難となる場合が多い．本症例では嘔吐
反射を有する患者の上顎に対し，マグネットを利用したバー
アタッチメントによる上顎インプラントオーバーデンチャー
を製作した結果，良好な機能の回復を得たので報告する．
Ⅱ症例の概要：　患者は58歳女性．2005年12月に不安定な上
顎義歯による咀嚼困難を主訴に来院した．口腔内所見として
上顎には 2 歯のみ残存するも歯周炎により動揺していた．下
顎は右側臼歯が欠損し，上下顎ですれ違い咬合の状態であっ
た．全身的には高血圧症が認められたが降圧剤によりコント
ロールされていた．患者は嘔吐反射を有し無口蓋義歯を強く
希望したため，上顎へは 4 本のインプラントを応用した無口
蓋インプラントオーバーデンチャー，下顎は経済的な理由か
ら可綴性部分床義歯の製作を行う事とした．歯周基本治療
後，上顎へ暫間総義歯を装着，下顎へも可綴式部分床義歯を
装着し顎位を安定させ，機能の回復を行った．2006年 9 月上
顎前歯部から小臼歯相当部へアストラテックインプラント
Micro Thread 4.0ST（直径4.0 mm×11 mm or 13 mm）4 本を
埋入し，2007年 2 月に 2 次手術を行った．軟組織の治癒後，
左右 2 本ずつのインプラントをそれぞれマグネット内臓の自
家製バーアタッチメントで連結し，同年 6 月に無口蓋インプ
ラントオーバーデンチャーを装着した． 
Ⅲ経過：　治療終了後は 3 カ月ごとのメインテナンスを行っ
ている．治療後 6 年を経過した2013年11月に咬耗により形態
不良となった上顎義歯人工歯の咬合面をメタルに置換した．
補綴後 7 年半を経過した2015年 2 月のパノラマエックス線写
真でもインプラント周囲に著明な骨吸収像はなく，口腔内に
も異常所見は認められず経過良好と判断した．患者は機能
的，審美的に非常に満足している．
Ⅳ考察および結論：　嘔吐反射を有する患者の上顎総義歯症
例において, マグネットを利用したバーアタッチメントによ
る上顎インプラントオーバーデンチャーは咬合の安定も得ら
れ，患者のQOL向上に有効であることが示唆された．今後
も注意深い予後観察は必要と考える．

○三溝 泰弘1，黒岩 昭弘2，八上 公利1，村上 弘3，
植田 章夫1

松本歯科大学病院口腔インプラント科1，松本歯科大学歯科
補綴学講座2，愛知学院大学歯学部口腔インプラント科3

A long-term progress case report of the occlusal 
reconstraction by dental implant and autotransplantation of 
teeth
○SAMIZO Y1, KUROIWA A2, YAGAMI K1, 
MURAKAMI H3, UEDA A1

Division of Oral Implantology, Matumoto Dental University 
Hospital1, Department of Prosthdontics, Matumoto Dental 
University2, Division of Implant Dentistry, School of 
Dentistry, Aichi Gakuin University3

P-1-53★
インプラントと自家歯牙移植併用で咬合を回復し
長期経過観察を行った1症例

Ⅰ目的：　歯牙欠損による咬合機能回復に対する処置法の一
つとして自家歯牙移植が臨床応用されている．今回，下顎左
側臼歯部欠損に対しインプラントと自家歯牙移植併用で咬合
機能を回復し15年にわたる経過観察を行った症例について報
告する．
Ⅱ症例の概要：　患者は50歳女性，初診は1998年5月，咬み
難く違和感があるを主訴に来院した．約 6 カ月前まで他院に
て加療，37はその頃抜歯され，その後中断．全身状態に特記
事項なし．13，32先天欠損，34，37欠損，下顎両側に暫間補綴
装置，歯列不正，全顎的な慢性歯周疾患が認められた．下顎
左側の治療方針として，ブリッジ，部分床義歯なども説明し
インフォームドコンセントの結果，患者はインプラントと自家
歯牙移植併用の治療を希望した．口腔衛生指導，全顎の歯周
治療を行った後，1998年12月36遠心根抜歯，36近心根と35
を位置と方向を変え自家歯牙移植，1999年3月36，37部に直
径4.1 mm，骨内長10 mmのインプラント（SLA Implant, 
Straumann, Basel, Switzerland）を埋入した．同年10月，既
製アバットメント（高さ5.5 mm），プロビジョナルレストレー
ションを装着し，咬合状態，歯冠形態，清掃性などを確認し
た．2000年2月，陶材焼付鋳造冠を移植歯には合着しインプ
ラントには仮着した．
Ⅲ経過：　その後定期的メインテナンスを実施，咬合状態は
咬合検査時に必要に応じて調整してきた．この経過期間中に
上顎の補綴装置交換，上下顎第二大臼歯を歯周疾患進行で抜
歯した．2008年3月からビスホスホネート系薬剤を服用中だ
が下顎左側の移植歯とインプラントは歯周状態やエックス線
写真で異常所見を認めず，約15年を経過する現在，良好な状
態を保っており，患者は機能的審美的に十分満足している．
Ⅳ考察および結論：　インプラントでは対応しにくかった歯
槽骨の頬舌幅が狭い部位に36近心根を90度回転させることで
対応できた．自己の歯を廃棄せず有効利用し，その移植歯の
歯根膜に緩衝作用や感覚があることが，インプラントのみに
よる咬合再建より有利で咀嚼時の満足度が高いと考えられ
る．咬合時沈下量の異なる既存歯，移植歯，インプラントが
同一歯列内に存在するため，咬合の在り方と管理に細心の注
意が不可欠で，この点に留意したメインテナンスの継続が必
要と考える．

○佐藤 洋平1, 2，白井 麻衣1，漆原 優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，鶴見大学歯学部イン
プラントセンター2

A case report: Papilla reconstruction with proximal contact 
position
○SATO Y1, 2, SHIRAI M1, URUSHIBARA Y1, 
OKUBO C1, 2

Department of Removable Prosthodontics Tsurumi 
University School of Dental Medicine1, Center of of Oral 
and Maxillofacial Implantlogy, Tsurumi University, School 
of Dental Medicine2

P-1-54★
コンタクトポイントの設定位置により乳頭様組織を
再生した症例

Ⅰ目的：　上顎前歯部の欠損に対するインプラント治療の審
美的成功を評価する際，歯間乳頭様組織の存在の有無は重要
な項目となる．本症例では上顎中切歯 1 歯欠損に対するイン
プラント治療に対してコンタクトポイントの設定位置を
4.5 mmとした結果，経時的にインプラント－天然歯間の乳
頭様組織が伸長する良好な回復を得たので報告する．
Ⅱ症例の概要：　患者は35歳女性．1 ┴ の動揺と変色を主訴
に2010年 7 月鶴見大学歯学部附属病院初診科に来院した．対
象歯の既往として，幼少期に遊具から転倒し，経過観察と
なった．5 年前から徐々に動揺を自覚するようになって来院
した．診査の結果，骨縁下で水平的に歯根破折していた．要
抜歯と診断され，欠損後の補綴診断と治療を目的に補綴科へ
紹介された（2010. 8）．同年10月に1 ┴ と埋伏している ┬ 8
の抜歯を行った． ┬ 8の抜歯に際して削除した周囲骨を粉砕
し，1 ┴ の抜歯窩に填塞した．口蓋から採取した結合組織
で封鎖することによりsocket preservationを行った．2011年
6 月に前歯部欠損に対してNobel Active インプラント（φ
3.5×13 mm）を隣在歯－プラットフォーム間距離を1.5 mm以
上確保するように埋入手術を行った．同年10月 2 次手術の
際には粘膜をロール状に翻転し，唇側軟組織の増大を図っ
た．プロビジョナルクラウンの調整と隣在歯コンタクト部の
レジン充填によりコンタクトポイントから直下の骨頂までの
距離をSalamaらの報告（Pract Periodontics Aesthet Dent. 
1998）を参考に4.5 mm に設定した．ブラックトライアング
ルの十分な閉鎖を確認する前に患者の希望もあり，ジルコニ
アにポーセレン前装した最終上部構造をスクリューリテイン
で装着した（2012. 3 ）．
Ⅲ経過：　2012年 6 月（ 3 カ月後）に乳頭様組織の伸長が認
められ，2013年 1 月（ 9 カ月後）にはブラックトライアング
ルは完全に閉鎖された．形態が左右対称ではなかったが，
2014年 9 月（ 2 年 6 カ月後）の経過観察時には良好な形態と
なっていた．現在装着後 3 年 3 カ月であるがその間，周囲の
炎症なども観察されず，患者の高い満足度も得られた．
Ⅳ考察および結論：　適切なコンタクトポイントの設定によ
り歯間乳頭の伸長を確認できた．コンタクトポイントの適切
な設定にはインプラントポジションも重要となる．今後も慎
重な経過観察が必要と考えられる．

○盛島 美智子，浅野 聖子，小宅 宏史，加藤 義浩，
安田 治男
NPO 法人埼玉インプラント研究会

A case report of implant treatment for edentulous maxilla 
and mandible.
○MORISHIMA M, ASANO S, OYAKE H, KATOU Y, 
YASUDA H
NPO Saitama Implant Association

P-1-51★
上下無歯顎欠損に対してインプラント治療を
行った１症例

Ⅰ目的：　上下無歯顎欠損症例をインプラントにより咬合再
構成をおこない機能回復と審美性の回復を得る．
Ⅱ症例の概要：　患者：52歳男性．初診：2011年7月20日．
主訴：┴ 2  3の動揺と腫れによる痛み．既往歴：特記事項な
し．現症： ┴ 2  3と ┬ 5が残存し，欠損部は部分床義歯を装
着していた．残存歯は重度歯周病に罹患し動揺と腫れを認
め，咬合痛があった．全身状態は良好であった． 
　X線診査の結果，残存歯の保存は困難であった．無歯顎の
治療法として総義歯，またはインプラント支持の固定性義歯
があることを説明した．患者は固定性義歯による咬合回復を
希望したため，インプラントによる治療の利点，欠点を説明
し了解が得られたので，CT撮影等を行い治療計画をたて
た． 
　まず4 ┴ 4にStraumann社製SLAⓇスタンダードインプラン
トφ4.1-10 mm（ティッシュレベル以下TL），3 ┴ 3にφ4.1-10
mmのボーンレベルインプラント（以下BL）を埋入した．
免荷期間は7 ┴ 7部にプロシード社製デュアルトップオートス
クリューⓇを置き義歯床の沈下を避けた．下顎も同様に4 ┬ 4
にφ4.1-8 mm（TL）,  3 ┬ 3にφ3.3-8, 10 mm（BL）のインプ
ラントを埋入した．免荷期間を待ち，BLインプラント体に
はテンポラリーアバットメントを装着，4 ┴ 4，4 ┬ 4部には
ソリッドアバットメントを装着し，テンポラリーブリッジを
作成した．続いて6 ┴ 6,  6 ┬ 6部にφ4.1-8 mm（TL）インプ
ラント，2 ┴ にφ3.3-10 mm（BL）インプラントを埋入し免
荷期間を待ち，6 ユニットのセメント固定性の上部構造を仮
着した． 
Ⅲ経過：　上部構造装着後， 3 年が経過したがX線診査の結
果良好な経過をとり，機能的にも審美的にも患者の満足感が
得られている．
Ⅳ考察および結論：　無歯顎患者が義歯ではなく，固定性の
補綴物を希望されたとき，インプラント治療を選択するしか
ない．今回臼歯部には従来のTLインプラントとソリッドア
バットメント，前歯部にはBLインプラントとアナトミック
アバットメントを使用することにより補綴物の作製が容易に
なった．またマウスピースを使用することで睡眠時の非機能
性咬合習癖（歯ぎしり，くいしばり等）を予防できていると
考えられる．インプラント体とアバットメントの選択で固定
性の上部構造の作成が容易にでき，機能的，審美的に良好な
結果を得ることができた．
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○藤田 亨
九州インプラント研究会

A case report of implant overdenture using custom made 
bar attachment incorporating magnet
○FUJITA T
Kyusyu Implant Research Group

P-1-52
マグネットを利用したバーアタッチメントによる
インプラントオーバーデンチャーの１症例

Ⅰ目的：　嘔吐反射を有する患者の上顎総義歯作製におい
て，義歯形態を無口蓋にすることは患者のQOL向上におい
て大きな利点となる．しかし無口蓋にする事で義歯の吸着は
弱まり機能の回復が困難となる場合が多い．本症例では嘔吐
反射を有する患者の上顎に対し，マグネットを利用したバー
アタッチメントによる上顎インプラントオーバーデンチャー
を製作した結果，良好な機能の回復を得たので報告する．
Ⅱ症例の概要：　患者は58歳女性．2005年12月に不安定な上
顎義歯による咀嚼困難を主訴に来院した．口腔内所見として
上顎には 2 歯のみ残存するも歯周炎により動揺していた．下
顎は右側臼歯が欠損し，上下顎ですれ違い咬合の状態であっ
た．全身的には高血圧症が認められたが降圧剤によりコント
ロールされていた．患者は嘔吐反射を有し無口蓋義歯を強く
希望したため，上顎へは 4 本のインプラントを応用した無口
蓋インプラントオーバーデンチャー，下顎は経済的な理由か
ら可綴性部分床義歯の製作を行う事とした．歯周基本治療
後，上顎へ暫間総義歯を装着，下顎へも可綴式部分床義歯を
装着し顎位を安定させ，機能の回復を行った．2006年 9 月上
顎前歯部から小臼歯相当部へアストラテックインプラント
Micro Thread 4.0ST（直径4.0 mm×11 mm or 13 mm）4 本を
埋入し，2007年 2 月に 2 次手術を行った．軟組織の治癒後，
左右 2 本ずつのインプラントをそれぞれマグネット内臓の自
家製バーアタッチメントで連結し，同年 6 月に無口蓋インプ
ラントオーバーデンチャーを装着した． 
Ⅲ経過：　治療終了後は 3 カ月ごとのメインテナンスを行っ
ている．治療後 6 年を経過した2013年11月に咬耗により形態
不良となった上顎義歯人工歯の咬合面をメタルに置換した．
補綴後 7 年半を経過した2015年 2 月のパノラマエックス線写
真でもインプラント周囲に著明な骨吸収像はなく，口腔内に
も異常所見は認められず経過良好と判断した．患者は機能
的，審美的に非常に満足している．
Ⅳ考察および結論：　嘔吐反射を有する患者の上顎総義歯症
例において, マグネットを利用したバーアタッチメントによ
る上顎インプラントオーバーデンチャーは咬合の安定も得ら
れ，患者のQOL向上に有効であることが示唆された．今後
も注意深い予後観察は必要と考える．

○三溝 泰弘1，黒岩 昭弘2，八上 公利1，村上 弘3，
植田 章夫1

松本歯科大学病院口腔インプラント科1，松本歯科大学歯科
補綴学講座2，愛知学院大学歯学部口腔インプラント科3

A long-term progress case report of the occlusal 
reconstraction by dental implant and autotransplantation of 
teeth
○SAMIZO Y1, KUROIWA A2, YAGAMI K1, 
MURAKAMI H3, UEDA A1

Division of Oral Implantology, Matumoto Dental University 
Hospital1, Department of Prosthdontics, Matumoto Dental 
University2, Division of Implant Dentistry, School of 
Dentistry, Aichi Gakuin University3

P-1-53★
インプラントと自家歯牙移植併用で咬合を回復し
長期経過観察を行った1症例

Ⅰ目的：　歯牙欠損による咬合機能回復に対する処置法の一
つとして自家歯牙移植が臨床応用されている．今回，下顎左
側臼歯部欠損に対しインプラントと自家歯牙移植併用で咬合
機能を回復し15年にわたる経過観察を行った症例について報
告する．
Ⅱ症例の概要：　患者は50歳女性，初診は1998年5月，咬み
難く違和感があるを主訴に来院した．約 6 カ月前まで他院に
て加療，37はその頃抜歯され，その後中断．全身状態に特記
事項なし．13，32先天欠損，34，37欠損，下顎両側に暫間補綴
装置，歯列不正，全顎的な慢性歯周疾患が認められた．下顎
左側の治療方針として，ブリッジ，部分床義歯なども説明し
インフォームドコンセントの結果，患者はインプラントと自家
歯牙移植併用の治療を希望した．口腔衛生指導，全顎の歯周
治療を行った後，1998年12月36遠心根抜歯，36近心根と35
を位置と方向を変え自家歯牙移植，1999年3月36，37部に直
径4.1 mm，骨内長10 mmのインプラント（SLA Implant, 
Straumann, Basel, Switzerland）を埋入した．同年10月，既
製アバットメント（高さ5.5 mm），プロビジョナルレストレー
ションを装着し，咬合状態，歯冠形態，清掃性などを確認し
た．2000年2月，陶材焼付鋳造冠を移植歯には合着しインプ
ラントには仮着した．
Ⅲ経過：　その後定期的メインテナンスを実施，咬合状態は
咬合検査時に必要に応じて調整してきた．この経過期間中に
上顎の補綴装置交換，上下顎第二大臼歯を歯周疾患進行で抜
歯した．2008年3月からビスホスホネート系薬剤を服用中だ
が下顎左側の移植歯とインプラントは歯周状態やエックス線
写真で異常所見を認めず，約15年を経過する現在，良好な状
態を保っており，患者は機能的審美的に十分満足している．
Ⅳ考察および結論：　インプラントでは対応しにくかった歯
槽骨の頬舌幅が狭い部位に36近心根を90度回転させることで
対応できた．自己の歯を廃棄せず有効利用し，その移植歯の
歯根膜に緩衝作用や感覚があることが，インプラントのみに
よる咬合再建より有利で咀嚼時の満足度が高いと考えられ
る．咬合時沈下量の異なる既存歯，移植歯，インプラントが
同一歯列内に存在するため，咬合の在り方と管理に細心の注
意が不可欠で，この点に留意したメインテナンスの継続が必
要と考える．

○佐藤 洋平1, 2，白井 麻衣1，漆原 優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，鶴見大学歯学部イン
プラントセンター2

A case report: Papilla reconstruction with proximal contact 
position
○SATO Y1, 2, SHIRAI M1, URUSHIBARA Y1, 
OKUBO C1, 2

Department of Removable Prosthodontics Tsurumi 
University School of Dental Medicine1, Center of of Oral 
and Maxillofacial Implantlogy, Tsurumi University, School 
of Dental Medicine2

P-1-54★
コンタクトポイントの設定位置により乳頭様組織を
再生した症例

Ⅰ目的：　上顎前歯部の欠損に対するインプラント治療の審
美的成功を評価する際，歯間乳頭様組織の存在の有無は重要
な項目となる．本症例では上顎中切歯 1 歯欠損に対するイン
プラント治療に対してコンタクトポイントの設定位置を
4.5 mmとした結果，経時的にインプラント－天然歯間の乳
頭様組織が伸長する良好な回復を得たので報告する．
Ⅱ症例の概要：　患者は35歳女性．1 ┴ の動揺と変色を主訴
に2010年 7 月鶴見大学歯学部附属病院初診科に来院した．対
象歯の既往として，幼少期に遊具から転倒し，経過観察と
なった．5 年前から徐々に動揺を自覚するようになって来院
した．診査の結果，骨縁下で水平的に歯根破折していた．要
抜歯と診断され，欠損後の補綴診断と治療を目的に補綴科へ
紹介された（2010. 8）．同年10月に1 ┴ と埋伏している ┬ 8
の抜歯を行った． ┬ 8の抜歯に際して削除した周囲骨を粉砕
し，1 ┴ の抜歯窩に填塞した．口蓋から採取した結合組織
で封鎖することによりsocket preservationを行った．2011年
6 月に前歯部欠損に対してNobel Active インプラント（φ
3.5×13 mm）を隣在歯－プラットフォーム間距離を1.5 mm以
上確保するように埋入手術を行った．同年10月 2 次手術の
際には粘膜をロール状に翻転し，唇側軟組織の増大を図っ
た．プロビジョナルクラウンの調整と隣在歯コンタクト部の
レジン充填によりコンタクトポイントから直下の骨頂までの
距離をSalamaらの報告（Pract Periodontics Aesthet Dent. 
1998）を参考に4.5 mm に設定した．ブラックトライアング
ルの十分な閉鎖を確認する前に患者の希望もあり，ジルコニ
アにポーセレン前装した最終上部構造をスクリューリテイン
で装着した（2012. 3 ）．
Ⅲ経過：　2012年 6 月（ 3 カ月後）に乳頭様組織の伸長が認
められ，2013年 1 月（ 9 カ月後）にはブラックトライアング
ルは完全に閉鎖された．形態が左右対称ではなかったが，
2014年 9 月（ 2 年 6 カ月後）の経過観察時には良好な形態と
なっていた．現在装着後 3 年 3 カ月であるがその間，周囲の
炎症なども観察されず，患者の高い満足度も得られた．
Ⅳ考察および結論：　適切なコンタクトポイントの設定によ
り歯間乳頭の伸長を確認できた．コンタクトポイントの適切
な設定にはインプラントポジションも重要となる．今後も慎
重な経過観察が必要と考えられる．

○盛島 美智子，浅野 聖子，小宅 宏史，加藤 義浩，
安田 治男
NPO 法人埼玉インプラント研究会

A case report of implant treatment for edentulous maxilla 
and mandible.
○MORISHIMA M, ASANO S, OYAKE H, KATOU Y, 
YASUDA H
NPO Saitama Implant Association

P-1-51★
上下無歯顎欠損に対してインプラント治療を
行った１症例

Ⅰ目的：　上下無歯顎欠損症例をインプラントにより咬合再
構成をおこない機能回復と審美性の回復を得る．
Ⅱ症例の概要：　患者：52歳男性．初診：2011年7月20日．
主訴：┴ 2  3の動揺と腫れによる痛み．既往歴：特記事項な
し．現症： ┴ 2  3と ┬ 5が残存し，欠損部は部分床義歯を装
着していた．残存歯は重度歯周病に罹患し動揺と腫れを認
め，咬合痛があった．全身状態は良好であった． 
　X線診査の結果，残存歯の保存は困難であった．無歯顎の
治療法として総義歯，またはインプラント支持の固定性義歯
があることを説明した．患者は固定性義歯による咬合回復を
希望したため，インプラントによる治療の利点，欠点を説明
し了解が得られたので，CT撮影等を行い治療計画をたて
た． 
　まず4 ┴ 4にStraumann社製SLAⓇスタンダードインプラン
トφ4.1-10 mm（ティッシュレベル以下TL），3 ┴ 3にφ4.1-10
mmのボーンレベルインプラント（以下BL）を埋入した．
免荷期間は7 ┴ 7部にプロシード社製デュアルトップオートス
クリューⓇを置き義歯床の沈下を避けた．下顎も同様に4 ┬ 4
にφ4.1-8 mm（TL）,  3 ┬ 3にφ3.3-8, 10 mm（BL）のインプ
ラントを埋入した．免荷期間を待ち，BLインプラント体に
はテンポラリーアバットメントを装着，4 ┴ 4，4 ┬ 4部には
ソリッドアバットメントを装着し，テンポラリーブリッジを
作成した．続いて6 ┴ 6,  6 ┬ 6部にφ4.1-8 mm（TL）インプ
ラント，2 ┴ にφ3.3-10 mm（BL）インプラントを埋入し免
荷期間を待ち，6 ユニットのセメント固定性の上部構造を仮
着した． 
Ⅲ経過：　上部構造装着後， 3 年が経過したがX線診査の結
果良好な経過をとり，機能的にも審美的にも患者の満足感が
得られている．
Ⅳ考察および結論：　無歯顎患者が義歯ではなく，固定性の
補綴物を希望されたとき，インプラント治療を選択するしか
ない．今回臼歯部には従来のTLインプラントとソリッドア
バットメント，前歯部にはBLインプラントとアナトミック
アバットメントを使用することにより補綴物の作製が容易に
なった．またマウスピースを使用することで睡眠時の非機能
性咬合習癖（歯ぎしり，くいしばり等）を予防できていると
考えられる．インプラント体とアバットメントの選択で固定
性の上部構造の作成が容易にでき，機能的，審美的に良好な
結果を得ることができた．
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ポスター発表（ポスター会場）発表4分－質疑2分 2015年9月23日（水・祝） 13：30～14：10

○横田 潤1，武部 純2，西郷 慶悦1，石崎 明3，近藤 尚知1

岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座1，愛知学院
大学歯学部有床義歯学講座2，岩手医科大学生化学講座細胞
情報科学分野3

Effects of the physicochemical properties of 
anodized-hydrothermally treated titanium on in 
mesenchymal stem cell lines derived from the bone 
marrow of mice
○YOKOTA J1, TAKEBE J2, SAIGO K1, ISHISAKI A3, 
KONDO H1

Department of Prosthodontics and Oral Implantology, 
School of Dentistry, Iwate Medical University1, Aichi 
Gakuin University, Department of Removable Prosthodontics, 
School of Dentistry2, Division of Cellular Biosignal Sciences, 
Department of Biochemistry, Iwate Medical University3

P-2-1★
陽極酸化・水熱処理チタン上での
マウス間葉系幹細胞への影響

Ⅰ目的：　当講座では，純チタン表面に陽極酸化・水熱処
理を行うことで，陽極酸化被膜上にハイドロキシアパタイト
（HA）結晶を析出させる表面処理法（SA処理）の検討を行
い，インプラント臨床への有用性を報告してき．また, 骨-イ
ンプラント界面部でのインテグレーションにおいて，骨再生
に有効な細胞として間葉系幹細胞（MSC）が知られており，
培養環境によりMSCの増殖・分化能へ影響を与えることが
報告されている．本研究では，純チタンインプラント体表面
へのSA処理の効果が，MSCへ与える影響を検索することを
目的として，SA処理チタン表面上におけるMSCの増殖・分
化能を分子細胞学的手法により評価した．
Ⅱ材料および方法：　試料には，純チタン（Ti），チタン表
面をβ-グリセロリン酸ナトリウムと酢酸カルシウムからな
る電解質溶液中にて放電陽極酸化処理を施したもの（AO処
理Ti），その後に水熱処理を施したもの（SA処理Ti）を用い
た．各試料上にGFPトランスジェニックマウスの骨髄から樹
立したMSC株（SG 2）を播種し，1） WST-1 assayによる細
胞増殖能，2） 培養 1 ，2 ，4 週後にリアルタイムRT-PCRに
よる骨分化マーカー遺伝子（ALPL，RUNX2，OSTERIX，
OCN）のmRNA発現量の変動について解析した．
Ⅲ結果：　1） 細胞増殖能解析では，Ti群と比較してAO処理
Ti群で細胞増殖能の低下を認め，SA処理Ti群ではさらに低
下することが明らかとなった．2）遺伝子発現量解析では，
Ti群と比較してAO処理Ti，SA処理Ti群では培養 4 週目にお
いてALPL，RUNX2のmRNA発現量が有意に増加した．一
方，OSTERIX，OCNは 1 週目で各群に有意な差は認められ
なかったが，培養 4 週目ではSA処理Tiで有意に促進された． 
Ⅳ考察および結論：　我々は，これまでにSA処理チタン表
面上に形成される陽極酸化皮膜は，ナノ構造を有することで
ぬれ性と表面自由エネルギーが高いこと，またHAは高結晶
構造体であることを報告してきた．今回の研究成果により，
SA処理チタン表面の微細形状と物理化学的性状がMSCの細
胞内シグナル伝達経路を介して，MSCの細胞増殖能を抑制
させ，骨原性細胞への分化誘導能を促進させることが明らか
となった．

○髙田 紗理，平田 恵理，小松原 浩実，山本 悟，横山 敦郎
北海道大学大学院歯学研究科口腔機能補綴学教室

Surface treatment of titanium with carbon nanohorns.
○TAKADA S, HIRATA E, KOMATSUBARA H, 
YAMAMOTO S, YOKOYAMA A
Oral Functional Prosthodontics, Graduate School of Dental 
Medicine, Hokkaido University

P-2-2★
カーボンナノホーンのチタンへの表面修飾

Ⅰ目的：　カーボンナノホーン（CNHs）は炭素のみからな
る新素材であり，物理的特性および化学的安定性から医学歯
学領域を含むバイオ領域において基礎研究が開始されてい
る．我々はこれまでに，CNHsを固着したGBR膜は骨再生を
促進することを報告した．この特性を利用し，CNHsをチタ
ン表面に担持することにより，機能性および生体親和性が向
上すると考えられた．本研究では，簡便な方法の一つである
泳動電着法を用いて，CNHsをチタンに表面修飾し，表面性
状や細胞付着状態を観察することを目的とした．
Ⅱ材料および方法：　カルボキシル基を付与したCNHsを
250μg/mLとなるよう無水エタノールに分散させた（CNHs
分散液）．円盤状（直径10 mm, 厚さ 1 mm）に調整したチタン
（ニラコ）を 0.025M αDL-グリセロリン酸と0.2M 酢酸カル
シウムの水溶液中で直流電源・定電流下（320 V ，30 mA/cm2）
で陽極酸化処理を行った．研磨したチタン板（ニラコ；直径
10 mm, 厚さ 1 mm）または陽極酸化したチタン板を対極と
ともにCNHs分散液中に固定し，直流電源・定電流下（300 V ，
30 mA/cm2）にて泳動電着を行い，それぞれをCNH-Ti，
CNH-ANTiとした．これらの表面性状をSEMにて観察した．
また，CNH-Tiにヒト骨肉腫由来骨芽細胞様細胞（Saos-2）
を播種し，通法にて 3 日間培養した．培養後，固定しSEM
にて細胞の付着状態や細胞の伸展を観察した．
Ⅲ結果：　SEM観察の結果，CNH-Tiでは，CNHsがチタン
表 面 に 均 一 に 固 着 し て い る 像 が 観 察 さ れ た ． ま た ，
CNH-ANTiでは，陽極酸化被膜の立体構造にCNHsが均一に
固着していた．固着したCNHsは水洗や培養中には，ほとん
ど脱離しなかった．CNH-Ti上では，細胞が良好に付着し，
進展している状態が観察された．また，細胞の仮足はCNHs
に接していた．
Ⅳ考察および結論：　泳動電着法により，CNHsをチタンお
よび陽極酸化チタン表面に均一に修飾することが可能となっ
た．また細胞の仮足はCNHsに直接接していることから，細
胞への親和性が確認された．CNH-TiおよびCNH-ANTiは
CNHsの持つ骨伝導性を付与した新たなるインプラント材料
への応用が期待できる．

○川木 晴美1，新谷 耕平2，堀口 敬司3，土井 豊3，
堀田 正人2

朝日大学歯学部口腔構造機能発育学講座口腔生化学分野1，
朝日大学歯学部口腔機能修復学講座歯科保存学分野2，朝日
大学歯学部口腔機能修復学講座歯科理工学分野3

Evaluation of human bone marrow stem cell activities on 
the vacuum ultraviolet photofunctionalized titanium.
○KAWAKI H1, SHINTANI K2, HORIGUCHI T3, 
DOI Y3, HOTTA M2

Dept. of OralBiochem., Div.of Oral Structure, Function and 
Development Asahi Univ. Sch. of Dent.1, Dept. of Operative 
Dentistry, Div.of Oral Functional Sci. and Rehabil. Asahi 
Univ. Sch. of Dent.2, Dept. of Dental Materials Sci., Div.of 
Oral Functional Sci. and Rehabil. Asahi Univ. Sch. of Dent.3

P-2-3
真空紫外光照射後のチタン盤上での
ヒト骨髄由来幹細胞の動態解析

○金 柔炅, 宮坂 宗充，中田 秀美，春日井 昇平，黒田 真司
東京医科歯科大学　インプラント・口腔再生医学分野

Osteogenic potential of mouse periosteum-derived cell 
sorted for CD90 in vitro and in vivo.
○KIM Y, MIYASAKA M, NAKATA H, KASUGAI S, 
KURODA S
Oral Implantology and Regenerative Dental Medicine, 
Tokyo Medical and Dental University

P-2-4★
マウス骨膜細胞由来CD90陽性骨膜細胞の
骨再生能

Ⅰ目的：　近年，様々な骨再生技術が開発されているが，歯
科治療における骨欠損の治療は依然として大きな課題であ
る．骨膜は，骨芽細胞の前駆体や線維芽細胞など骨に関与す
る細胞を多く含む．さらに，骨膜の採取は比較的容易で外科
的侵襲も少ないため，骨再生を目的とした骨欠損治療の効果
的なソースとして期待できる．そこで我々はマウス骨膜細胞
から，間葉系幹細胞マーカーの 1 つであるCD90に対して陽
性の骨膜細胞（以下，CD90（+））を分取し，その骨形成能
力に関して実験を行った．
Ⅱ材料および方法：　本研究は東京医科歯科大学動物実験倫
理委員会の承諾（承諾番号0150221）を得て行った．ICRマ
ウスの骨膜から単離した細胞を増殖培地で培養し，FACS 
Aria IIを用いてCD90（+）を分取した．CD90（+）を骨芽細
胞分化誘導培地にて培養し，ALP染色およびAlizarin Red染
色を行った．さらに，PrestoBlueTMを用いて細胞増殖活性を
測定した．また，骨髄除去をしたマウス大腿骨骨髄腔に
CD90（+）を注入してマウスを一定期間飼育し，大腿骨脱灰
組織切片のHE染色を行った．分取をしていない骨膜細胞
（以下，CD90（+/-））に関しても同様の実験を行った．
Ⅲ結果：　骨膜細胞はCD90（+）およびCD90（+/-）とも増殖
培地にて増殖し，骨芽細胞分化および石灰化結節形成を示し
た．また動物実験においても，骨膜細胞を注入した大腿骨で
骨再生促進が観察された．特に，CD90（+）にはCD90（+/-）
と比較して，高い骨芽細胞分化誘導および骨再生が確認され
た．
Ⅳ考察および結論：　本研究の結果，骨膜細胞には高い骨芽
細胞分化能と骨再生誘導能があることが示唆された．特に，
CD90（+）で高い骨再生能があることが推察された．CD90
は間葉系幹細胞のマーカーであるが，我々が行った別のソー
スからのCD90陽性細胞において，高い骨芽細胞分化能が明
らかとなっている．したがって，同様に高い骨芽細胞分化が
みられたCD90陽性骨膜細胞によって，骨再生が促進された
と考えられる．未分化骨芽細胞が含まれる組織は多くある
が，適切な細胞群を選択・分取することは重要であり，
CD90陽性骨膜細胞は骨再生において優れた細胞群である可
能性が示唆された．

ポスター発表12

Ⅰ目的：　チタン製インプラントへの紫外光照射は，親水性
の復元と表面汚染物質除去に効果的であり，早期に骨結合す
ると言われている．我々はこれまでに，真空紫外光（VUV）
照射によるチタン基盤表面へのシラン化合物単分子成膜につ
いて報告してきた．本研究ではVUV照射後のチタン基盤上
でヒト骨髄由来幹細胞（hBMSC）を培養し，その接着，増
殖，骨芽細胞分化に及ぼす影響について検討した．さらに，
VUV照射後の基盤を保存する条件についても検討した．
Ⅱ材料および方法：　チタン基盤（厚さ 2 mm，直径 10 mm）
は，鏡面研磨後に＃1000のSiCペーパーで30分間研磨したもの
を用いた．VUV照射は波長172 nmのエキシマ光を用い大気
中で行った．VUV照射の時間を変化させ，チタン基盤の親
水性の変化を，接触角を測定して検討した．この結果から照
射時間を30分とし，VUV照射後チタン基盤を空気中，蒸留
水，生理食塩水，リン酸緩衝液（PBS）に 1 か月間保存した
後，親水性を評価した．さらに，種々の保存状態の基盤上で
ヒト骨髄由来幹細胞（hBMSC）を培養し，細胞の形態観察
および生存率の評価と，14日間培養後の骨芽細胞への分化の
度合いを評価した．
Ⅲ結果：　接触角はVUV照射後急激に減少し，10分以降で
はほとんど変化しなくなった．次に，VUV照射後の基盤を
種々の条件下で 1 ヶ月間保存し，hBMSCを基盤上で培養し
た結果，PBSで基盤を保存すると基盤の親水性ならびに基板
上での細胞増殖はVUV照射直後の基盤と同等であった．ま
た，細胞の接着性および14日間培養後のALP活性評価でも
PBS保存した基盤上のhBMSCは他の保存条件の基盤上で培
養したものよりも接着性に優れ，顕著なALP活性染色性を
示し，VUV照射直後の基盤と同等の結果を得た．また，
PBSで保存した基盤では，親水性および細胞増殖能，骨芽細
胞への分化が他の保存条件の基盤よりも優れており，空気
中，蒸留水，生理食塩水，PBSの 4 種の保存条件中における
骨芽細胞分化マーカー遺伝子のmRNA発現量比較でも高い
値を示した．
Ⅳ考察および結論：　VUV照射後の試料をPBS溶液中に保
存することで，照射直後に匹敵する親水性ならびに細胞増殖
能が保たれたことから，チタン製インプラントを製造直後に
PBS保存することで，骨伝導性の経時劣化を回避できる可能
性が示唆された．
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○横田 潤1，武部 純2，西郷 慶悦1，石崎 明3，近藤 尚知1

岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座1，愛知学院
大学歯学部有床義歯学講座2，岩手医科大学生化学講座細胞
情報科学分野3

Effects of the physicochemical properties of 
anodized-hydrothermally treated titanium on in 
mesenchymal stem cell lines derived from the bone 
marrow of mice
○YOKOTA J1, TAKEBE J2, SAIGO K1, ISHISAKI A3, 
KONDO H1

Department of Prosthodontics and Oral Implantology, 
School of Dentistry, Iwate Medical University1, Aichi 
Gakuin University, Department of Removable Prosthodontics, 
School of Dentistry2, Division of Cellular Biosignal Sciences, 
Department of Biochemistry, Iwate Medical University3

P-2-1★
陽極酸化・水熱処理チタン上での
マウス間葉系幹細胞への影響

Ⅰ目的：　当講座では，純チタン表面に陽極酸化・水熱処
理を行うことで，陽極酸化被膜上にハイドロキシアパタイト
（HA）結晶を析出させる表面処理法（SA処理）の検討を行
い，インプラント臨床への有用性を報告してき．また, 骨-イ
ンプラント界面部でのインテグレーションにおいて，骨再生
に有効な細胞として間葉系幹細胞（MSC）が知られており，
培養環境によりMSCの増殖・分化能へ影響を与えることが
報告されている．本研究では，純チタンインプラント体表面
へのSA処理の効果が，MSCへ与える影響を検索することを
目的として，SA処理チタン表面上におけるMSCの増殖・分
化能を分子細胞学的手法により評価した．
Ⅱ材料および方法：　試料には，純チタン（Ti），チタン表
面をβ-グリセロリン酸ナトリウムと酢酸カルシウムからな
る電解質溶液中にて放電陽極酸化処理を施したもの（AO処
理Ti），その後に水熱処理を施したもの（SA処理Ti）を用い
た．各試料上にGFPトランスジェニックマウスの骨髄から樹
立したMSC株（SG 2）を播種し，1） WST-1 assayによる細
胞増殖能，2） 培養 1 ，2 ，4 週後にリアルタイムRT-PCRに
よる骨分化マーカー遺伝子（ALPL，RUNX2，OSTERIX，
OCN）のmRNA発現量の変動について解析した．
Ⅲ結果：　1） 細胞増殖能解析では，Ti群と比較してAO処理
Ti群で細胞増殖能の低下を認め，SA処理Ti群ではさらに低
下することが明らかとなった．2）遺伝子発現量解析では，
Ti群と比較してAO処理Ti，SA処理Ti群では培養 4 週目にお
いてALPL，RUNX2のmRNA発現量が有意に増加した．一
方，OSTERIX，OCNは 1 週目で各群に有意な差は認められ
なかったが，培養 4 週目ではSA処理Tiで有意に促進された． 
Ⅳ考察および結論：　我々は，これまでにSA処理チタン表
面上に形成される陽極酸化皮膜は，ナノ構造を有することで
ぬれ性と表面自由エネルギーが高いこと，またHAは高結晶
構造体であることを報告してきた．今回の研究成果により，
SA処理チタン表面の微細形状と物理化学的性状がMSCの細
胞内シグナル伝達経路を介して，MSCの細胞増殖能を抑制
させ，骨原性細胞への分化誘導能を促進させることが明らか
となった．

○髙田 紗理，平田 恵理，小松原 浩実，山本 悟，横山 敦郎
北海道大学大学院歯学研究科口腔機能補綴学教室

Surface treatment of titanium with carbon nanohorns.
○TAKADA S, HIRATA E, KOMATSUBARA H, 
YAMAMOTO S, YOKOYAMA A
Oral Functional Prosthodontics, Graduate School of Dental 
Medicine, Hokkaido University

P-2-2★
カーボンナノホーンのチタンへの表面修飾

Ⅰ目的：　カーボンナノホーン（CNHs）は炭素のみからな
る新素材であり，物理的特性および化学的安定性から医学歯
学領域を含むバイオ領域において基礎研究が開始されてい
る．我々はこれまでに，CNHsを固着したGBR膜は骨再生を
促進することを報告した．この特性を利用し，CNHsをチタ
ン表面に担持することにより，機能性および生体親和性が向
上すると考えられた．本研究では，簡便な方法の一つである
泳動電着法を用いて，CNHsをチタンに表面修飾し，表面性
状や細胞付着状態を観察することを目的とした．
Ⅱ材料および方法：　カルボキシル基を付与したCNHsを
250μg/mLとなるよう無水エタノールに分散させた（CNHs
分散液）．円盤状（直径10 mm, 厚さ 1 mm）に調整したチタン
（ニラコ）を 0.025M αDL-グリセロリン酸と0.2M 酢酸カル
シウムの水溶液中で直流電源・定電流下（320 V ，30 mA/cm2）
で陽極酸化処理を行った．研磨したチタン板（ニラコ；直径
10 mm, 厚さ 1 mm）または陽極酸化したチタン板を対極と
ともにCNHs分散液中に固定し，直流電源・定電流下（300 V ，
30 mA/cm2）にて泳動電着を行い，それぞれをCNH-Ti，
CNH-ANTiとした．これらの表面性状をSEMにて観察した．
また，CNH-Tiにヒト骨肉腫由来骨芽細胞様細胞（Saos-2）
を播種し，通法にて 3 日間培養した．培養後，固定しSEM
にて細胞の付着状態や細胞の伸展を観察した．
Ⅲ結果：　SEM観察の結果，CNH-Tiでは，CNHsがチタン
表 面 に 均 一 に 固 着 し て い る 像 が 観 察 さ れ た ． ま た ，
CNH-ANTiでは，陽極酸化被膜の立体構造にCNHsが均一に
固着していた．固着したCNHsは水洗や培養中には，ほとん
ど脱離しなかった．CNH-Ti上では，細胞が良好に付着し，
進展している状態が観察された．また，細胞の仮足はCNHs
に接していた．
Ⅳ考察および結論：　泳動電着法により，CNHsをチタンお
よび陽極酸化チタン表面に均一に修飾することが可能となっ
た．また細胞の仮足はCNHsに直接接していることから，細
胞への親和性が確認された．CNH-TiおよびCNH-ANTiは
CNHsの持つ骨伝導性を付与した新たなるインプラント材料
への応用が期待できる．

○川木 晴美1，新谷 耕平2，堀口 敬司3，土井 豊3，
堀田 正人2

朝日大学歯学部口腔構造機能発育学講座口腔生化学分野1，
朝日大学歯学部口腔機能修復学講座歯科保存学分野2，朝日
大学歯学部口腔機能修復学講座歯科理工学分野3

Evaluation of human bone marrow stem cell activities on 
the vacuum ultraviolet photofunctionalized titanium.
○KAWAKI H1, SHINTANI K2, HORIGUCHI T3, 
DOI Y3, HOTTA M2

Dept. of OralBiochem., Div.of Oral Structure, Function and 
Development Asahi Univ. Sch. of Dent.1, Dept. of Operative 
Dentistry, Div.of Oral Functional Sci. and Rehabil. Asahi 
Univ. Sch. of Dent.2, Dept. of Dental Materials Sci., Div.of 
Oral Functional Sci. and Rehabil. Asahi Univ. Sch. of Dent.3

P-2-3
真空紫外光照射後のチタン盤上での
ヒト骨髄由来幹細胞の動態解析

○金 柔炅, 宮坂 宗充，中田 秀美，春日井 昇平，黒田 真司
東京医科歯科大学　インプラント・口腔再生医学分野

Osteogenic potential of mouse periosteum-derived cell 
sorted for CD90 in vitro and in vivo.
○KIM Y, MIYASAKA M, NAKATA H, KASUGAI S, 
KURODA S
Oral Implantology and Regenerative Dental Medicine, 
Tokyo Medical and Dental University

P-2-4★
マウス骨膜細胞由来CD90陽性骨膜細胞の
骨再生能

Ⅰ目的：　近年，様々な骨再生技術が開発されているが，歯
科治療における骨欠損の治療は依然として大きな課題であ
る．骨膜は，骨芽細胞の前駆体や線維芽細胞など骨に関与す
る細胞を多く含む．さらに，骨膜の採取は比較的容易で外科
的侵襲も少ないため，骨再生を目的とした骨欠損治療の効果
的なソースとして期待できる．そこで我々はマウス骨膜細胞
から，間葉系幹細胞マーカーの 1 つであるCD90に対して陽
性の骨膜細胞（以下，CD90（+））を分取し，その骨形成能
力に関して実験を行った．
Ⅱ材料および方法：　本研究は東京医科歯科大学動物実験倫
理委員会の承諾（承諾番号0150221）を得て行った．ICRマ
ウスの骨膜から単離した細胞を増殖培地で培養し，FACS 
Aria IIを用いてCD90（+）を分取した．CD90（+）を骨芽細
胞分化誘導培地にて培養し，ALP染色およびAlizarin Red染
色を行った．さらに，PrestoBlueTMを用いて細胞増殖活性を
測定した．また，骨髄除去をしたマウス大腿骨骨髄腔に
CD90（+）を注入してマウスを一定期間飼育し，大腿骨脱灰
組織切片のHE染色を行った．分取をしていない骨膜細胞
（以下，CD90（+/-））に関しても同様の実験を行った．
Ⅲ結果：　骨膜細胞はCD90（+）およびCD90（+/-）とも増殖
培地にて増殖し，骨芽細胞分化および石灰化結節形成を示し
た．また動物実験においても，骨膜細胞を注入した大腿骨で
骨再生促進が観察された．特に，CD90（+）にはCD90（+/-）
と比較して，高い骨芽細胞分化誘導および骨再生が確認され
た．
Ⅳ考察および結論：　本研究の結果，骨膜細胞には高い骨芽
細胞分化能と骨再生誘導能があることが示唆された．特に，
CD90（+）で高い骨再生能があることが推察された．CD90
は間葉系幹細胞のマーカーであるが，我々が行った別のソー
スからのCD90陽性細胞において，高い骨芽細胞分化能が明
らかとなっている．したがって，同様に高い骨芽細胞分化が
みられたCD90陽性骨膜細胞によって，骨再生が促進された
と考えられる．未分化骨芽細胞が含まれる組織は多くある
が，適切な細胞群を選択・分取することは重要であり，
CD90陽性骨膜細胞は骨再生において優れた細胞群である可
能性が示唆された．

ポスター発表12

Ⅰ目的：　チタン製インプラントへの紫外光照射は，親水性
の復元と表面汚染物質除去に効果的であり，早期に骨結合す
ると言われている．我々はこれまでに，真空紫外光（VUV）
照射によるチタン基盤表面へのシラン化合物単分子成膜につ
いて報告してきた．本研究ではVUV照射後のチタン基盤上
でヒト骨髄由来幹細胞（hBMSC）を培養し，その接着，増
殖，骨芽細胞分化に及ぼす影響について検討した．さらに，
VUV照射後の基盤を保存する条件についても検討した．
Ⅱ材料および方法：　チタン基盤（厚さ 2 mm，直径 10 mm）
は，鏡面研磨後に＃1000のSiCペーパーで30分間研磨したもの
を用いた．VUV照射は波長172 nmのエキシマ光を用い大気
中で行った．VUV照射の時間を変化させ，チタン基盤の親
水性の変化を，接触角を測定して検討した．この結果から照
射時間を30分とし，VUV照射後チタン基盤を空気中，蒸留
水，生理食塩水，リン酸緩衝液（PBS）に 1 か月間保存した
後，親水性を評価した．さらに，種々の保存状態の基盤上で
ヒト骨髄由来幹細胞（hBMSC）を培養し，細胞の形態観察
および生存率の評価と，14日間培養後の骨芽細胞への分化の
度合いを評価した．
Ⅲ結果：　接触角はVUV照射後急激に減少し，10分以降で
はほとんど変化しなくなった．次に，VUV照射後の基盤を
種々の条件下で 1 ヶ月間保存し，hBMSCを基盤上で培養し
た結果，PBSで基盤を保存すると基盤の親水性ならびに基板
上での細胞増殖はVUV照射直後の基盤と同等であった．ま
た，細胞の接着性および14日間培養後のALP活性評価でも
PBS保存した基盤上のhBMSCは他の保存条件の基盤上で培
養したものよりも接着性に優れ，顕著なALP活性染色性を
示し，VUV照射直後の基盤と同等の結果を得た．また，
PBSで保存した基盤では，親水性および細胞増殖能，骨芽細
胞への分化が他の保存条件の基盤よりも優れており，空気
中，蒸留水，生理食塩水，PBSの 4 種の保存条件中における
骨芽細胞分化マーカー遺伝子のmRNA発現量比較でも高い
値を示した．
Ⅳ考察および結論：　VUV照射後の試料をPBS溶液中に保
存することで，照射直後に匹敵する親水性ならびに細胞増殖
能が保たれたことから，チタン製インプラントを製造直後に
PBS保存することで，骨伝導性の経時劣化を回避できる可能
性が示唆された．
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○稲葉 菜緒1，黒嶋 伸一郎1, 2，澤瀬 隆1

長崎大学大学院口腔インプラント学分野1，長崎大学病院　
口腔・顎・顔面インプラントセンター2

Effect of mechanical stimulation on autophagy in rat 
calvarial osteocytic cells
○INABA N1, KUROSHIMA S1, 2, SAWASE T1

Department of Applied Prosthodontics, Graduate School of 
Biomedical Sciences, Nagasaki University1, Oral & 
Maxillofacial Implant Center, Nagasaki University2

P-2-5★
機械的刺激が培養骨細胞様細胞の
オートファジーに与える影響

Ⅰ目的：　オートファジーはアポトーシスとともに細胞のプ
ログラム死を示すが，細胞の環境変化により，細胞が生存す
るか死に至るかが決定される．近年，骨細胞が荷重応答の司
令塔であると報告がなされており，そのメカニズムについて
研究が進められているものの，いまだオートファジーに関す
る報告はない．本研究の目的は，機械的刺激が培養骨細胞様
細胞のアポトーシスとオートファジーに与える影響を明らか
にすることにある．
Ⅱ方法：　長崎大学動物実験委員会の承認後（承認番号
1306141071-3），Wistar系ラット頭蓋骨から骨芽細胞を分離
培養して 3 次元培養した．培養24時間後から伸展圧縮率 8 %・
1 Hzの条件で機械的刺激を与え，荷重付与後 0 時間，24時間，
96時間後に細胞形態と数を定量解析するため，細胞骨格の蛍
光染色を行った（各群のn≧ 3 ，荷重群）．なお，2 次元培養
細胞を 3 次元培養細胞のコントロールとし（n≧ 3 ），非荷重
の 3 次元培養細胞を 3 次元培養の荷重群に対するコントロー
ルとした（各群のn≧ 3 ，非荷重群）．また，全群の遺伝子を
回収し，細胞の機能，分化程度，アポトーシスならびにオー
トファジーに関連する30の遺伝子解析を定量PCRで行った
（各群のn≧ 3 ）．統計分析には，分散分析とt検定を用いた．
Ⅲ結果：　Runx 2 とAlplの発現は 2 次元培養細胞で，ま
た，Dmp1，SOST，Tnfsf1 1 の発現は 3 次元培養細胞で有
意に高かった．一方，3 次元培養細胞は細胞突起を出し，一
部は近接細胞との連結像を示し骨細胞様細胞の形態を示して
いた．以上から，本実験条件で 3 次元培養した骨芽細胞は骨
細胞様細胞に分化したことが分かった．
次いで，蛍光細胞の定量解析を行った．その結果，非荷重群
では時間依存性に有意に細胞数が減少し，細胞の形態変化は
なかった．ところが荷重群では，時間依存性に細胞数は減少
しなかったが，細胞面積は有意に縮小し，細胞突起が増加し
ていた．さらにこの原因を解明すべく，アポトーシスに関連
するBCLおよびCaspaseファミリーに与える影響を検索し
た．荷重付与後96時間で，Bcl2l11，Bak 1，Casp 7 ならびに
Casp 3 の発現が非荷重群と比較して有意に低く，Ulk 1 の発
現が有意に高かった． 
Ⅳ考察および結論：　一定の機械的刺激は培養骨細胞様細胞
のアポトーシスとオートファジーに影響を与えて細胞死を抑
制したことから，機械的刺激による骨細胞ネットワークの増
大が，荷重への応答性に寄与する可能性が示唆された．

○奥寺 俊允1, 3，松尾 雅斗1，日髙 恒輝2

神奈川歯科大学大学院　口腔科学講座・歯科形態学分野1，
神奈川歯科大学大学院　歯周組織再生学口座2，東京形成歯
科研究会3

Microvascular regenerating processes of alveolar bone after 
application of advanced platelet-rich fibrin （PRF）
○OKUDERA T1, 3, MATSUO M1, HIDAKA K2

Dental Anatomy Division, Department of Oral Science. 
Kanagawa Dental University1, Department of Periodontal 
Regeneration. Kanagawa Dental University2, Tokyo Plastic 
Dental Society3

P-2-6
多血小板フィブリン（PRF） を用いた
骨再生療法時の微小循環

Ⅰ目的：　近年，血液生体材料を用いた歯周組織再生療法が
広く認識されるようになってきた．これらの材料は自己血液
から抽出された，血小板由来の成長因子を多く含んでいるた
め血管や骨の新生が顕著であることが知られている．さらに
動物由来や合成物質を一切用いないため安全性が高い特徴を
持つ．本研究では多血小板フィブリン （PRF）を抜歯窩モデ
ルに用い骨形成に関する形態学的な検討をおこなった．
Ⅱ材料および方法：　本研究は神奈川歯科大学実験動物指針
に基づいて行われ，同動物倫理委員会の審査（承認番号258
号）合格後に開始した．実験動物にはビーグル犬を各群 3 頭
ずつ計 6 頭用い，すべての実験は全身麻酔下で行われた．上
下顎両側前臼歯部を抜去し，右側歯槽窩中には各実験動物か
ら作製したPRFを緊密に填塞した後縫合し実験群とした．
PRF は抜歯直前に前腕皮静脈より採血した20 mlの静脈血よ
りChoukrounのAdvanced-PRFのプロトコール（200 G, 8分）
に従い作製した．左側は抜歯後PRFを使用せず抜歯窩に血
液が浸潤するのを待ったのち縫合し対照群とした．手術後，
14日，30日に実験動物の両側総頸動脈から灌流固定後，試料
の摘出を行った．標本はHEならびに免疫染色を施し光学顕
微鏡用組織切片とし観察した．また，歯槽窩内の面積中に占
める骨添加面積の比率を低倍率の組織像から計測した．
Ⅲ結果：　術後14日，対照群では歯槽窩内は血餅でみたされ
ていた．骨新生は歯槽窩の既存歯槽骨面に沿った部分にのみ
生じ中央部には観察されなかった．実験群では，既存歯槽骨
面はもとより歯槽窩中央部にも幼弱な骨形成が観察された．
また，拡大像では歯槽窩内に菲薄な骨梁形成を行っているこ
とが観察された．術後30日，対照群の歯槽窩内は粗造な新生
骨で充たされていた．歯槽窩中央部に幼弱な骨梁形成が観察
されるが14日後の対照群に比較してその骨添加は少なかっ
た．既存歯槽骨面を拡大すると緻密な骨梁形成が観察され
た．実験群では歯槽窩内は密な新生骨で充たされ，対照群と
比較し一面に密な骨形成が観察された．拡大像では骨梁とそ
れを取り囲む骨髄組織が再生していた．
Ⅳ考察および結論：　PRFを用いた骨造成療法により明確な
骨再生の促進が行われることが観察された．本法を用いるこ
とで自己血液由来の安全かつ確実な歯科再生療法が行われる
ことが示唆された．

○梅林 真由美，住田 吉慶，朝比奈 泉
長崎大学顎口腔再生外科

Gene activated-matrix comprised of atelocollagen and 
plasmid DNA encoding BMP4 promotes rat cranial bone 
augmentation
○UMEBAYASHI M, SUMITA Y, ASAHINA I
Department of Regenerative Oral Surgery, Unit of 
Translational Medicine,Nagasaki University

P-2-7★
BMP4 遺伝子活性化基質による骨再生の試み

Ⅰ目的：　BMPは強力な骨形成因子として知られているも
のの，その臨床使用には長期保存における性状の不安定性の
問題のほか，高用量で使用した場合の浮腫誘発や異所性骨化
などの副反応の問題が存在する．そのため人工骨材料に骨誘
導能を付与することを目的としたBMPの応用には様々な工
夫が試みられてきたが，現在までにその有効な手法は確立し
ていない．そこでわれわれは，BMPをコードするplasmid 
DNA（pDNA）を搭載した遺伝子活性化基質（GAM）に着
目し，その骨再生に対する有用性について検討を行った．
pDNAは大量精製が可能であり，それを搭載したGAMは生
体局所の細胞に標的遺伝子を直接導入することで，標的遺伝
子の機能を安全かつ長期間に渡り作用させることが可能であ
る．本研究では，臨床応用の観点からウィルスベクターや遺
伝子導入試薬を用いることなく，pBMPと人工骨基質のみで
骨再生を達成するGAMの開発を試みた.
Ⅱ方法：　本実験は長崎大学動物実験倫理委員会の承認
（1060-5）を得ている．GAMは，GFP発現ベクターである
plasmid IRES-AcGFP（pGFP）（0.02，0.1，0.5，1 mgの各量）
を 2 % bovine-atelocol lagen（100μl）に混和した後に，
0.5-1.5 mm β-TCP顆粒（20 mg）を組み込み凍結乾燥したも
のを基本とした．実験群としてpGFPにBMP 4 遺伝子を組み
込み（pBMP4），比較群としてRunx 2 遺伝子を組み込んだ
もの（pRunx2）をそれぞれ作製した．さらに，基質に内含
する生体材料の検討を行うため，0.5-1.5 mm β-TCP顆粒に代
わり，70-250 nm β-TCP微粒子や150 nm bioactive glass微
粒子などを組み込んだGAMも作製した．GAM移植実験は，
6 - 7 週齢のF344ラットの頭蓋骨上（骨膜下），及び頭蓋骨欠
損に行い移植後 4 ， 8 週で試料の採取を行った．その後，試
料の新生骨形成の状態について組織学的・免疫組織学的に検
討を行った.
Ⅲ結果：　頭蓋骨上にGAMを移植した場合，1 mgのpGFPを
搭載した基本GAMと比較して，BMP4群では移植後 4 週で 3
倍程度，8 週では 4 - 5 倍程度の新生骨形成を認め，Runx 2 群
でも同様の傾向を認めた．一方，骨欠損に移植した場合では
BMP4群でRunx 2 群と比較して移植後 8 週までにより広範囲
に新生骨の形成が認められた.
Ⅳ考察および結論：　BMP 4 をコードするpDNAと人工骨
基質のみによって構成されるGAMの骨再生に対する有用性
が示唆された．現在，β-TCPやbioactive glassの微粒子の応
用により，さらに効果的なGAMの開発を行っているところ
である.

○末廣 史雄1，坂井 裕大2，下田平 直大1，橋口 千琴1，
西村 正宏1

鹿児島大学口腔顎顔面補綴学分野1，関東・甲信越支部2

Development of polymer materials for ultralow invasive 
periosteum lifting
○SUEHIRO F1, SAKAI Y2, SHIMOTAHIRA N1, 
HASHIGUCHI C1, NISHIMURA M1

Department of Oral and Maxillofacial Prosthodontics, 
Kagoshima University1, Kanto-Koshinetsu Branch2

P-2-8★
高膨潤性高分子を用いた超低侵襲な
骨膜挙上材の開発

Ⅰ目的：　歯周病や加齢によって吸収した歯槽骨・顎骨を増
生することはインプラント埋入前に高い頻度で求められる
が，移植骨の露出とその後の感染が問題となることがある．
本研究は骨膜を挙上し，骨との間にスペースを確保すること
で骨増生時の粘膜不足を補う，つまりは移植骨の露出防止の
ための材料と方法を検討することを目的とした．
Ⅱ材料および方法：　骨膜挙上材として最大厚が 4 mmの乳
酸グリコール酸共重合体（PLGA）膜を試作し，3 種類の厚
みになるように圧縮を加えた（元の厚みに対して圧縮後の厚
みが約63%，約48%，約29%となるよう調整）．疑似体液とし
て細胞培養に用いる10%血清入り培地中にPLGA膜を浸漬し
て 2 か月間厚みを経時的に測定し，圧縮率の違いによる材料
膨潤率を検討した．次にPLGA膜をラット頭頂骨骨膜下へ挿
入し，生体の反応とその後の組織学的観察を行った（倫理委
員会承認番号：MD14030号）．本研究はpreliminary studyで
あり，全ての試験片測定および動物実験をN= 1 で行った．
Ⅲ結果：　骨膜挙上に必要な各ポリマーは圧縮率が高いとそ
の後の膨張率も高くなるが，膨潤後の厚みは必ずしも圧縮前
からの膨張率とは比例しないことが判明した．生体内での各
材料の挙動解析において，挿入 3 週後に圧縮約63%の膜は母
床骨と弱く結合していた．挿入 9 週後にはいずれの膜も母床
骨と強固に結合していた．また，皮下組織に強い炎症性細胞
の浸潤は認められず，異所性の骨形成が認められた．挿入12
週後には圧縮約29%の膜は強固に母床骨と結合しており，組
織学的に観察したところ約2 mm程度の高さまで骨が形成さ
れていた．一方で圧縮約48%の膜は母床骨と強固に結合して
いたが，既に吸収が始まっていた．これを除去すると頭頂骨
は極めて薄くなっており，脳硬膜に至る骨吸収が認められ
た．
Ⅳ考察および結論：　今回挿入した膜を骨膜挙上材として用
いるならば 3 週間以内の除去が適切であることが示唆され
た．PLGA膜を挿入して 9 週前後からは膜内部に異所性に骨
が形成され，12週後では膨潤した膜の内部およそ 2/3 まで新
生骨が形成された．このことはPLGA膜が膨潤することで骨
膜を拳上して移植部位の確保を図る以外のPLGA膜の新たな
用途を示唆する．一方でPLGA膜が骨と結合して骨を溶解し
ているかのような組織像も見られたことから，PLGA膜の移
植状況と分解過程が骨へどのような影響を与えるのかを今後
詳細に検討する必要があることも伺えた．
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○稲葉 菜緒1，黒嶋 伸一郎1, 2，澤瀬 隆1

長崎大学大学院口腔インプラント学分野1，長崎大学病院　
口腔・顎・顔面インプラントセンター2

Effect of mechanical stimulation on autophagy in rat 
calvarial osteocytic cells
○INABA N1, KUROSHIMA S1, 2, SAWASE T1

Department of Applied Prosthodontics, Graduate School of 
Biomedical Sciences, Nagasaki University1, Oral & 
Maxillofacial Implant Center, Nagasaki University2

P-2-5★
機械的刺激が培養骨細胞様細胞の
オートファジーに与える影響

Ⅰ目的：　オートファジーはアポトーシスとともに細胞のプ
ログラム死を示すが，細胞の環境変化により，細胞が生存す
るか死に至るかが決定される．近年，骨細胞が荷重応答の司
令塔であると報告がなされており，そのメカニズムについて
研究が進められているものの，いまだオートファジーに関す
る報告はない．本研究の目的は，機械的刺激が培養骨細胞様
細胞のアポトーシスとオートファジーに与える影響を明らか
にすることにある．
Ⅱ方法：　長崎大学動物実験委員会の承認後（承認番号
1306141071-3），Wistar系ラット頭蓋骨から骨芽細胞を分離
培養して 3 次元培養した．培養24時間後から伸展圧縮率 8 %・
1 Hzの条件で機械的刺激を与え，荷重付与後 0 時間，24時間，
96時間後に細胞形態と数を定量解析するため，細胞骨格の蛍
光染色を行った（各群のn≧ 3 ，荷重群）．なお，2 次元培養
細胞を 3 次元培養細胞のコントロールとし（n≧ 3 ），非荷重
の 3 次元培養細胞を 3 次元培養の荷重群に対するコントロー
ルとした（各群のn≧ 3 ，非荷重群）．また，全群の遺伝子を
回収し，細胞の機能，分化程度，アポトーシスならびにオー
トファジーに関連する30の遺伝子解析を定量PCRで行った
（各群のn≧ 3 ）．統計分析には，分散分析とt検定を用いた．
Ⅲ結果：　Runx 2 とAlplの発現は 2 次元培養細胞で，ま
た，Dmp1，SOST，Tnfsf1 1 の発現は 3 次元培養細胞で有
意に高かった．一方，3 次元培養細胞は細胞突起を出し，一
部は近接細胞との連結像を示し骨細胞様細胞の形態を示して
いた．以上から，本実験条件で 3 次元培養した骨芽細胞は骨
細胞様細胞に分化したことが分かった．
次いで，蛍光細胞の定量解析を行った．その結果，非荷重群
では時間依存性に有意に細胞数が減少し，細胞の形態変化は
なかった．ところが荷重群では，時間依存性に細胞数は減少
しなかったが，細胞面積は有意に縮小し，細胞突起が増加し
ていた．さらにこの原因を解明すべく，アポトーシスに関連
するBCLおよびCaspaseファミリーに与える影響を検索し
た．荷重付与後96時間で，Bcl2l11，Bak 1，Casp 7 ならびに
Casp 3 の発現が非荷重群と比較して有意に低く，Ulk 1 の発
現が有意に高かった． 
Ⅳ考察および結論：　一定の機械的刺激は培養骨細胞様細胞
のアポトーシスとオートファジーに影響を与えて細胞死を抑
制したことから，機械的刺激による骨細胞ネットワークの増
大が，荷重への応答性に寄与する可能性が示唆された．

○奥寺 俊允1, 3，松尾 雅斗1，日髙 恒輝2

神奈川歯科大学大学院　口腔科学講座・歯科形態学分野1，
神奈川歯科大学大学院　歯周組織再生学口座2，東京形成歯
科研究会3

Microvascular regenerating processes of alveolar bone after 
application of advanced platelet-rich fibrin （PRF）
○OKUDERA T1, 3, MATSUO M1, HIDAKA K2

Dental Anatomy Division, Department of Oral Science. 
Kanagawa Dental University1, Department of Periodontal 
Regeneration. Kanagawa Dental University2, Tokyo Plastic 
Dental Society3

P-2-6
多血小板フィブリン（PRF） を用いた
骨再生療法時の微小循環

Ⅰ目的：　近年，血液生体材料を用いた歯周組織再生療法が
広く認識されるようになってきた．これらの材料は自己血液
から抽出された，血小板由来の成長因子を多く含んでいるた
め血管や骨の新生が顕著であることが知られている．さらに
動物由来や合成物質を一切用いないため安全性が高い特徴を
持つ．本研究では多血小板フィブリン （PRF）を抜歯窩モデ
ルに用い骨形成に関する形態学的な検討をおこなった．
Ⅱ材料および方法：　本研究は神奈川歯科大学実験動物指針
に基づいて行われ，同動物倫理委員会の審査（承認番号258
号）合格後に開始した．実験動物にはビーグル犬を各群 3 頭
ずつ計 6 頭用い，すべての実験は全身麻酔下で行われた．上
下顎両側前臼歯部を抜去し，右側歯槽窩中には各実験動物か
ら作製したPRFを緊密に填塞した後縫合し実験群とした．
PRF は抜歯直前に前腕皮静脈より採血した20 mlの静脈血よ
りChoukrounのAdvanced-PRFのプロトコール（200 G, 8分）
に従い作製した．左側は抜歯後PRFを使用せず抜歯窩に血
液が浸潤するのを待ったのち縫合し対照群とした．手術後，
14日，30日に実験動物の両側総頸動脈から灌流固定後，試料
の摘出を行った．標本はHEならびに免疫染色を施し光学顕
微鏡用組織切片とし観察した．また，歯槽窩内の面積中に占
める骨添加面積の比率を低倍率の組織像から計測した．
Ⅲ結果：　術後14日，対照群では歯槽窩内は血餅でみたされ
ていた．骨新生は歯槽窩の既存歯槽骨面に沿った部分にのみ
生じ中央部には観察されなかった．実験群では，既存歯槽骨
面はもとより歯槽窩中央部にも幼弱な骨形成が観察された．
また，拡大像では歯槽窩内に菲薄な骨梁形成を行っているこ
とが観察された．術後30日，対照群の歯槽窩内は粗造な新生
骨で充たされていた．歯槽窩中央部に幼弱な骨梁形成が観察
されるが14日後の対照群に比較してその骨添加は少なかっ
た．既存歯槽骨面を拡大すると緻密な骨梁形成が観察され
た．実験群では歯槽窩内は密な新生骨で充たされ，対照群と
比較し一面に密な骨形成が観察された．拡大像では骨梁とそ
れを取り囲む骨髄組織が再生していた．
Ⅳ考察および結論：　PRFを用いた骨造成療法により明確な
骨再生の促進が行われることが観察された．本法を用いるこ
とで自己血液由来の安全かつ確実な歯科再生療法が行われる
ことが示唆された．

○梅林 真由美，住田 吉慶，朝比奈 泉
長崎大学顎口腔再生外科

Gene activated-matrix comprised of atelocollagen and 
plasmid DNA encoding BMP4 promotes rat cranial bone 
augmentation
○UMEBAYASHI M, SUMITA Y, ASAHINA I
Department of Regenerative Oral Surgery, Unit of 
Translational Medicine,Nagasaki University

P-2-7★
BMP4 遺伝子活性化基質による骨再生の試み

Ⅰ目的：　BMPは強力な骨形成因子として知られているも
のの，その臨床使用には長期保存における性状の不安定性の
問題のほか，高用量で使用した場合の浮腫誘発や異所性骨化
などの副反応の問題が存在する．そのため人工骨材料に骨誘
導能を付与することを目的としたBMPの応用には様々な工
夫が試みられてきたが，現在までにその有効な手法は確立し
ていない．そこでわれわれは，BMPをコードするplasmid 
DNA（pDNA）を搭載した遺伝子活性化基質（GAM）に着
目し，その骨再生に対する有用性について検討を行った．
pDNAは大量精製が可能であり，それを搭載したGAMは生
体局所の細胞に標的遺伝子を直接導入することで，標的遺伝
子の機能を安全かつ長期間に渡り作用させることが可能であ
る．本研究では，臨床応用の観点からウィルスベクターや遺
伝子導入試薬を用いることなく，pBMPと人工骨基質のみで
骨再生を達成するGAMの開発を試みた.
Ⅱ方法：　本実験は長崎大学動物実験倫理委員会の承認
（1060-5）を得ている．GAMは，GFP発現ベクターである
plasmid IRES-AcGFP（pGFP）（0.02，0.1，0.5，1 mgの各量）
を 2 % bovine-atelocol lagen（100μl）に混和した後に，
0.5-1.5 mm β-TCP顆粒（20 mg）を組み込み凍結乾燥したも
のを基本とした．実験群としてpGFPにBMP 4 遺伝子を組み
込み（pBMP4），比較群としてRunx 2 遺伝子を組み込んだ
もの（pRunx2）をそれぞれ作製した．さらに，基質に内含
する生体材料の検討を行うため，0.5-1.5 mm β-TCP顆粒に代
わり，70-250 nm β-TCP微粒子や150 nm bioactive glass微
粒子などを組み込んだGAMも作製した．GAM移植実験は，
6 - 7 週齢のF344ラットの頭蓋骨上（骨膜下），及び頭蓋骨欠
損に行い移植後 4 ， 8 週で試料の採取を行った．その後，試
料の新生骨形成の状態について組織学的・免疫組織学的に検
討を行った.
Ⅲ結果：　頭蓋骨上にGAMを移植した場合，1 mgのpGFPを
搭載した基本GAMと比較して，BMP4群では移植後 4 週で 3
倍程度，8 週では 4 - 5 倍程度の新生骨形成を認め，Runx 2 群
でも同様の傾向を認めた．一方，骨欠損に移植した場合では
BMP4群でRunx 2 群と比較して移植後 8 週までにより広範囲
に新生骨の形成が認められた.
Ⅳ考察および結論：　BMP 4 をコードするpDNAと人工骨
基質のみによって構成されるGAMの骨再生に対する有用性
が示唆された．現在，β-TCPやbioactive glassの微粒子の応
用により，さらに効果的なGAMの開発を行っているところ
である.

○末廣 史雄1，坂井 裕大2，下田平 直大1，橋口 千琴1，
西村 正宏1

鹿児島大学口腔顎顔面補綴学分野1，関東・甲信越支部2

Development of polymer materials for ultralow invasive 
periosteum lifting
○SUEHIRO F1, SAKAI Y2, SHIMOTAHIRA N1, 
HASHIGUCHI C1, NISHIMURA M1

Department of Oral and Maxillofacial Prosthodontics, 
Kagoshima University1, Kanto-Koshinetsu Branch2

P-2-8★
高膨潤性高分子を用いた超低侵襲な
骨膜挙上材の開発

Ⅰ目的：　歯周病や加齢によって吸収した歯槽骨・顎骨を増
生することはインプラント埋入前に高い頻度で求められる
が，移植骨の露出とその後の感染が問題となることがある．
本研究は骨膜を挙上し，骨との間にスペースを確保すること
で骨増生時の粘膜不足を補う，つまりは移植骨の露出防止の
ための材料と方法を検討することを目的とした．
Ⅱ材料および方法：　骨膜挙上材として最大厚が 4 mmの乳
酸グリコール酸共重合体（PLGA）膜を試作し，3 種類の厚
みになるように圧縮を加えた（元の厚みに対して圧縮後の厚
みが約63%，約48%，約29%となるよう調整）．疑似体液とし
て細胞培養に用いる10%血清入り培地中にPLGA膜を浸漬し
て 2 か月間厚みを経時的に測定し，圧縮率の違いによる材料
膨潤率を検討した．次にPLGA膜をラット頭頂骨骨膜下へ挿
入し，生体の反応とその後の組織学的観察を行った（倫理委
員会承認番号：MD14030号）．本研究はpreliminary studyで
あり，全ての試験片測定および動物実験をN= 1 で行った．
Ⅲ結果：　骨膜挙上に必要な各ポリマーは圧縮率が高いとそ
の後の膨張率も高くなるが，膨潤後の厚みは必ずしも圧縮前
からの膨張率とは比例しないことが判明した．生体内での各
材料の挙動解析において，挿入 3 週後に圧縮約63%の膜は母
床骨と弱く結合していた．挿入 9 週後にはいずれの膜も母床
骨と強固に結合していた．また，皮下組織に強い炎症性細胞
の浸潤は認められず，異所性の骨形成が認められた．挿入12
週後には圧縮約29%の膜は強固に母床骨と結合しており，組
織学的に観察したところ約2 mm程度の高さまで骨が形成さ
れていた．一方で圧縮約48%の膜は母床骨と強固に結合して
いたが，既に吸収が始まっていた．これを除去すると頭頂骨
は極めて薄くなっており，脳硬膜に至る骨吸収が認められ
た．
Ⅳ考察および結論：　今回挿入した膜を骨膜挙上材として用
いるならば 3 週間以内の除去が適切であることが示唆され
た．PLGA膜を挿入して 9 週前後からは膜内部に異所性に骨
が形成され，12週後では膨潤した膜の内部およそ 2/3 まで新
生骨が形成された．このことはPLGA膜が膨潤することで骨
膜を拳上して移植部位の確保を図る以外のPLGA膜の新たな
用途を示唆する．一方でPLGA膜が骨と結合して骨を溶解し
ているかのような組織像も見られたことから，PLGA膜の移
植状況と分解過程が骨へどのような影響を与えるのかを今後
詳細に検討する必要があることも伺えた．

ポスター発表13

ポ
ス
タ
ー
発
表

ポ
ス
タ
ー
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<P300>　  1076033 日本口腔インプラント学会誌_ 

1

校 

2

校 

3

校 

N

校 _結城<P301>　



302

○Martinez-de la Cruz Gerardo1，山内 健介1，
野上 晋之介1，清水 良央2，高橋 哲1

東北大学大学院歯学研究科顎顔面・口腔外科学分野1，東北
大学大学院歯学研究科口腔病理学分野2

Time-activated periosteal expansion osteogenesis using a 
shape memory alloy mesh device
○MARTINEZ-D L C G1, YAMAUCHI K1, NOGAMI S1, 
SHIMIZU Y2, TAKAHASHI T1,
Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Tohoku University 
Graduate School of Dentistry1, Division of Oral Pathology, 
Tohoku University Graduate School of Dentistry2

P-2-9★
NiTiメッシュと吸収性糸を組み合わせた
時限型骨膜伸展骨形成法

Ⅰ Purpose：　Defects of the alveolar ridge are still a 
challenge for implant placement. Recently, bone augmentation 
without corticotomy has been suggested as a novel option. 
We evaluated bone formation by an improve approach for 
periosteal expansion osteogenesis using a time activated 
（time-peo） shape memory alloy （SMA） mesh device.
Ⅱ Materials and Methods：　12 Japanese white rabbits 
were divided into 4 groups; control （C） 5/8 weeks, time-peo 
5/8 weeks. A titanium screw was drilled in the frontal bone, 
small decortication holes were performed. The SMA mesh 
device which had a curved form, was inserted under the 
periosteum at the forehead. In the experimental groups the 
device was pushed, bent and attached to the bone surface, 
the titanium screw was used as an anchor and the SMA 
mesh was fixed to it only by 5-0 Vicryl rapid suture. In the 
C group, the device was only inserted under the periosteum. 
The device gradually returned to its original curved 
form once the suture lost its tensile force.Newly formed 
bone was evaluated radiographically, histologically, and 
histomorphometric analysis was performed. 
The protocol and guidelines for this study were approved by 
the Animal Care and Use Committee of Tohoku University, 
Sendai, Japan.
Ⅲ Results：　No sign of infection was shown, the ratio of 
new bone volume was: 2% in C 5w group, 18% in time-peo 
5w group, 5% in C 8w group, and 25% in time-peo 8w group. 
The experimental group had a higher volume of new bone 
than the control group at each consolidation period. 
Histologically, newly formed bone was observed. Multiple 
dome-shaped bones, outlined by thin and scattered 
trabeculae, were clearly observed under the device.
Ⅳ Conclusion：　The use of self activated device for 
periosteal expansion technique may make it possible to avoid 
donor site morbidity, any bone-cutting procedure or 
activation. This new approach simplified our previous study, 
reduced its invasiveness and no further intervention was 
necessary.

○松永 智1, 2，吉成 正雄2，矢島 安朝3，阿部 伸一1

東京歯科大学　解剖学講座1，東京歯科大学　口腔科学研究
センター2，東京歯科大学　口腔インプラント学講座3

Alignment of biological apatite crystallites surrounding 
peri-implant bone in beagle dogs
○MATSUNAGA S1, 2, YOSHINARI M2, YAJIMA Y3, 
ABE S1

Dept. of Anatomy, Tokyo Dent. Coll.1, HRC, Tokyo Dent. 
Coll.2, Dept. of Oral and Maxillofacial Implantology, Tokyo 
Dent. Coll.3

P-2-10★
ビーグル犬のデンタルインプラント周囲顎骨
における生体アパタイト結晶配向性

Ⅰ目的：　生体アパタイト（BAp）結晶は異方性の強い六方
晶を呈し，主として骨に加わる圧縮応力の強度と方向に強い
相関を有することが知られている．そのため，骨内における
BAp結晶配向性を測定することで，骨密度のみでは解明する
ことが難しい局所的な応力の存在を予測できる．我々はこれ
まで，ヒト有歯顎，無歯顎骨におけるBAp結晶の配向性につ
いて検索を行い，歯を有する顎骨の特殊な構造特性について
明らかにしてきた．一方で，デンタルインプラント周囲骨の
構造的な特徴と局所応力の予測については不明な点が残され
ている．そこで今回我々は，ビーグル犬上顎の，インプラン
トが埋入された顎骨，有歯顎骨および無歯顎骨におけるBAp
結晶配向性を算出し，インプラント周囲顎骨の構造特性を明
らかにすることを目的とした．
Ⅱ材料および方法：　本研究は東京歯科大学の動物実験倫理
規定に基づいて行われた（A-04-0010-5）．ビーグル犬の上顎
骨第四前臼歯部の有歯顎骨および無歯顎骨，デンタルインプ
ラント埋入後 6 ヶ月および15ヶ月の顎骨を試料とし，BAp結
晶配向性の測定を行った．測定点として，鼻腔底および眼窩
下管底部，口蓋側および頬側の皮質骨の４点を設定した．
BAp結晶配向性の測定は，微小領域エックス線回折装置を
使用して反射型および透過型エックス線回折を行い，それに
よって得られた（002）と（310）のエックス線回折ピークを
用いて，近遠心方向，咬合方向，頬舌方向のそれぞれに対し
て配向性の定量的な評価を行った．
Ⅲ結果：　インプラントを有する顎骨および有歯顎骨の頬側
皮質骨では咬合方向の優先配向性を示したが，無歯顎骨では
認められなかった．一方，インプラントを有する顎骨の眼窩
下管底部では近遠心方向に，鼻腔底部においては頬舌方向に
優先配向性を示したが，有歯顎骨では眼窩下管底部で頬舌方
向に優先配向性を示し，鼻腔底部では優先配向性がみられな
かった．
Ⅳ考察および結論：　咬合を有する顎骨の頬側皮質骨は咀嚼
荷重方向への圧縮応力に対し，高い構造特性を有することが
示唆された．一方，インプラントから比較的遠隔にある眼窩
下管底部および鼻腔底部においても，負担過重が生じ，圧縮
応力に対する強い抵抗性を発揮している可能性が示唆され
た．

○佐野 良介，野浪 亨
中京大学情報理工学部機械情報工学科

Evaluation of the photocatalytic activity of the titanium 
plate anodized with sulfuric acid electrolyte for 
biomaterials
○SANO R, NONAMI T
School of information of science and Technology Chukyo 
University

P-2-11
インプラント材料としての表面を陽極酸化した
チタンの作製とその光触媒活性の評価

Ⅰ目的：　酸化チタンには光触媒活性作用があることが分
かっている．本実験ではインプラント用材料などバイオマテ
リアルとしての応用を目的とし，リン酸および硫酸電解液に
よりチタン板を陽極酸化し，光触媒活性評価としてメチレン
ブルーの脱色実験を行った．
Ⅱ材料および方法：　チタン板（JIS H-4600にて規定されて
いるチタン板）を3％の過酸化水素水で30分間洗浄したの
ち，10％のリン酸電解液もしくは5％の硫酸電解液で電流・
電圧を3A・160Vとして10分間陽極酸化処理した．同時に
硫酸電解液に酸化チタン粉末（テイカ社製，MT150A）を
0.01ｇ/200 mlを加え陽極酸化し，電気炉（AMF-20N，アサ
ヒ理化製作所）で400℃，3 時間焼成したものも試料とした．
Ⅲ結果：　オージェ電子分光分析装置（JAMP-9500F，日本
電子社製）により陽極酸化後のチタン板と未処理のチタン板
の深さ方向分析を行った．走査型電子顕微鏡（S-2600N，日
立製作所製）にて表面と断面を観察した．また光触媒活性の
評価として，未処理のチタン板，リン酸電解液を用いて陽極
酸化したチタン板，硫酸電解液を用いて陽極酸化したチタン
板，酸化チタン粉末を懸濁した硫酸電解液で陽極酸化したチ
タン板を10 ppmメチレンブルー水溶液に入れ90分間ブラッ
クライト（ウシオ電機社製，9.00 W，紫外線強度6.20×103μ
W/c㎡）を照射してメチレンブルーの脱色能を評価した．
Ⅳ考察および結論：　オージェ電子分光分析の結果，陽極酸
化した試料は表面にO/Ti（mol比）が約2.9の酸化層が確認
できた．メチレンブルー水溶液の脱色実験を行ったところ，
未処理のチタン板，リン酸電解液で陽極酸化したチタン板よ
りも，硫酸電解液で陽極酸化したチタン板が脱色能は優れて
いた．硫酸電解液に酸化チタン粉末を加えて陽極酸化したチ
タン板がもっとも高い分解能を示した．走査型電子顕微鏡を
用いて表面の観察を行ったところ，表面は多孔質であった．
以上より酸化チタンを懸濁した硫酸電解液により陽極酸化し
たチタンは光触媒活性を有する可能性が示唆された．

○新谷 耕平1，梶本 忠保1, 2，川木 晴美3，土井 豊4，
堀田 正人1

朝日大学歯学部口腔機能修復学講座歯科保存学分野1，一般
社団法人中部インプラントアカデミー2，朝日大学歯学部口
腔構造機能発育学講座口腔生化学分野3，朝日大学歯学部口
腔機能修復学講座歯科理工学分野4

Application of Er:YAG laser to surface of implant body
○SHINTANI K1, KAJIMOTO T1, 2, KAWAKI H3, 
DOI Y4, HOTTA M1

Dept. of Operative Dentistry, Div. of Oral Functional Sci. 
and Rehabil. Asahi Univ. Sch. of Dent.1, Chubu Implant 
Academy（CIA）2, Dept. of Oral Biochem., Div. of Oral 
Structure, Function and Development Asahi Univ. Sch. of 
Dent.3, Dept. of Dental Materials Sci., Div. of Oral Functional 
Sci. and Rehabil. Asahi Univ. Sch. of Dent.4

P-2-12
Er:YAGレーザーのインプラント体表面への応用

ポスター発表14

Ⅰ目的：　インプラント治療は天然歯により近い食生活を患
者に提供することができる．しかしながら，インプラント治療
の普及が進むにつれて安全性向上の観点から，インプラント
体の表面性状やインプラント体の材質を改良し，さらなるオ
ステオインテグレーション率の向上が求められるようになっ
てきた．特に，チタンインプラント体の表面は時間の経過と
ともに炭化水素系不純物が付着し表面が疎水性になり骨との
統合，生着を阻害する．これに対して，紫外光処理によりイ
ンプラント体表面を親水性へと変化させ，オステオインテグ
レーションの向上によりインプラント治療の安全性を向上で
きるとする報告がある．一方，Er :YAGレーザーは，短時間
で高エネルギーを照射し，水への高い吸収性を持っている．
そこで今回，時間の経過とともに疎水性となっているチタン
インプラント体の表面にEr :YAGレーザーを照射し，その
表面が親水性へと変化するか否かを探る試験的研究を行っ
た．
Ⅱ材料および方法：　直径10 mmの12枚の純チタンディスク
を鏡面研磨後室温の空気中に 4 週間放置した．A群 : 4枚の
純チタンディスクの鏡面研磨面にEr : YAGレーザー（Arwin，
モリタ製作所製）を用いて10 pps・300 mJの照射を60秒間
行った．B群 : 4枚の純チタンディスクの鏡面研磨面に純水
を噴霧後，Er : YAGレーザーを用いて10 pps・300 mJの照射
を60秒間行った．C群 : 4枚の純チタンディスクの鏡面研磨
面にレーザー照射を行わない群をコントロールとした．疎
水・親水性の変化は各基板に1μlの水滴を 3 カ所に滴下し，
その静的接触角で評価した．ただし，照射は，フリーハンド
にてチタンディスクの面から約 1 ～ 2 mmの距離でディスク
の全面に可及的にあたるように行った．
Ⅲ結果：　A群は接触角度の範囲が64.3°～69.2°で平均値は
66.6°であった．B群では接触角度の分布範囲が32.9°～80.3°で
平均値は57.1°であった．C群では，接触角度の分布範囲が
61.7°～73.5°で平均値は68.9°であった．
Ⅳ考察および結論：　3 群間で有意差はなかったが，B群に
おいては同一試料の 3 カ所は接触角の分散が小さいものの，
試料全体としては接触角の分散が他の群に比較して大きく，
照射法等の手技的要因がこれに関与していることが示唆でき
た．興味ある点はB群の 2 試料でその 3 カ所とも接触角が比
較的同一の34°前後を示したことである．
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○Martinez-de la Cruz Gerardo1，山内 健介1，
野上 晋之介1，清水 良央2，高橋 哲1

東北大学大学院歯学研究科顎顔面・口腔外科学分野1，東北
大学大学院歯学研究科口腔病理学分野2

Time-activated periosteal expansion osteogenesis using a 
shape memory alloy mesh device
○MARTINEZ-D L C G1, YAMAUCHI K1, NOGAMI S1, 
SHIMIZU Y2, TAKAHASHI T1,
Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Tohoku University 
Graduate School of Dentistry1, Division of Oral Pathology, 
Tohoku University Graduate School of Dentistry2

P-2-9★
NiTiメッシュと吸収性糸を組み合わせた
時限型骨膜伸展骨形成法

Ⅰ Purpose：　Defects of the alveolar ridge are still a 
challenge for implant placement. Recently, bone augmentation 
without corticotomy has been suggested as a novel option. 
We evaluated bone formation by an improve approach for 
periosteal expansion osteogenesis using a time activated 
（time-peo） shape memory alloy （SMA） mesh device.
Ⅱ Materials and Methods：　12 Japanese white rabbits 
were divided into 4 groups; control （C） 5/8 weeks, time-peo 
5/8 weeks. A titanium screw was drilled in the frontal bone, 
small decortication holes were performed. The SMA mesh 
device which had a curved form, was inserted under the 
periosteum at the forehead. In the experimental groups the 
device was pushed, bent and attached to the bone surface, 
the titanium screw was used as an anchor and the SMA 
mesh was fixed to it only by 5-0 Vicryl rapid suture. In the 
C group, the device was only inserted under the periosteum. 
The device gradually returned to its original curved 
form once the suture lost its tensile force.Newly formed 
bone was evaluated radiographically, histologically, and 
histomorphometric analysis was performed. 
The protocol and guidelines for this study were approved by 
the Animal Care and Use Committee of Tohoku University, 
Sendai, Japan.
Ⅲ Results：　No sign of infection was shown, the ratio of 
new bone volume was: 2% in C 5w group, 18% in time-peo 
5w group, 5% in C 8w group, and 25% in time-peo 8w group. 
The experimental group had a higher volume of new bone 
than the control group at each consolidation period. 
Histologically, newly formed bone was observed. Multiple 
dome-shaped bones, outlined by thin and scattered 
trabeculae, were clearly observed under the device.
Ⅳ Conclusion：　The use of self activated device for 
periosteal expansion technique may make it possible to avoid 
donor site morbidity, any bone-cutting procedure or 
activation. This new approach simplified our previous study, 
reduced its invasiveness and no further intervention was 
necessary.

○松永 智1, 2，吉成 正雄2，矢島 安朝3，阿部 伸一1

東京歯科大学　解剖学講座1，東京歯科大学　口腔科学研究
センター2，東京歯科大学　口腔インプラント学講座3

Alignment of biological apatite crystallites surrounding 
peri-implant bone in beagle dogs
○MATSUNAGA S1, 2, YOSHINARI M2, YAJIMA Y3, 
ABE S1

Dept. of Anatomy, Tokyo Dent. Coll.1, HRC, Tokyo Dent. 
Coll.2, Dept. of Oral and Maxillofacial Implantology, Tokyo 
Dent. Coll.3

P-2-10★
ビーグル犬のデンタルインプラント周囲顎骨
における生体アパタイト結晶配向性

Ⅰ目的：　生体アパタイト（BAp）結晶は異方性の強い六方
晶を呈し，主として骨に加わる圧縮応力の強度と方向に強い
相関を有することが知られている．そのため，骨内における
BAp結晶配向性を測定することで，骨密度のみでは解明する
ことが難しい局所的な応力の存在を予測できる．我々はこれ
まで，ヒト有歯顎，無歯顎骨におけるBAp結晶の配向性につ
いて検索を行い，歯を有する顎骨の特殊な構造特性について
明らかにしてきた．一方で，デンタルインプラント周囲骨の
構造的な特徴と局所応力の予測については不明な点が残され
ている．そこで今回我々は，ビーグル犬上顎の，インプラン
トが埋入された顎骨，有歯顎骨および無歯顎骨におけるBAp
結晶配向性を算出し，インプラント周囲顎骨の構造特性を明
らかにすることを目的とした．
Ⅱ材料および方法：　本研究は東京歯科大学の動物実験倫理
規定に基づいて行われた（A-04-0010-5）．ビーグル犬の上顎
骨第四前臼歯部の有歯顎骨および無歯顎骨，デンタルインプ
ラント埋入後 6 ヶ月および15ヶ月の顎骨を試料とし，BAp結
晶配向性の測定を行った．測定点として，鼻腔底および眼窩
下管底部，口蓋側および頬側の皮質骨の４点を設定した．
BAp結晶配向性の測定は，微小領域エックス線回折装置を
使用して反射型および透過型エックス線回折を行い，それに
よって得られた（002）と（310）のエックス線回折ピークを
用いて，近遠心方向，咬合方向，頬舌方向のそれぞれに対し
て配向性の定量的な評価を行った．
Ⅲ結果：　インプラントを有する顎骨および有歯顎骨の頬側
皮質骨では咬合方向の優先配向性を示したが，無歯顎骨では
認められなかった．一方，インプラントを有する顎骨の眼窩
下管底部では近遠心方向に，鼻腔底部においては頬舌方向に
優先配向性を示したが，有歯顎骨では眼窩下管底部で頬舌方
向に優先配向性を示し，鼻腔底部では優先配向性がみられな
かった．
Ⅳ考察および結論：　咬合を有する顎骨の頬側皮質骨は咀嚼
荷重方向への圧縮応力に対し，高い構造特性を有することが
示唆された．一方，インプラントから比較的遠隔にある眼窩
下管底部および鼻腔底部においても，負担過重が生じ，圧縮
応力に対する強い抵抗性を発揮している可能性が示唆され
た．

○佐野 良介，野浪 亨
中京大学情報理工学部機械情報工学科

Evaluation of the photocatalytic activity of the titanium 
plate anodized with sulfuric acid electrolyte for 
biomaterials
○SANO R, NONAMI T
School of information of science and Technology Chukyo 
University

P-2-11
インプラント材料としての表面を陽極酸化した
チタンの作製とその光触媒活性の評価

Ⅰ目的：　酸化チタンには光触媒活性作用があることが分
かっている．本実験ではインプラント用材料などバイオマテ
リアルとしての応用を目的とし，リン酸および硫酸電解液に
よりチタン板を陽極酸化し，光触媒活性評価としてメチレン
ブルーの脱色実験を行った．
Ⅱ材料および方法：　チタン板（JIS H-4600にて規定されて
いるチタン板）を3％の過酸化水素水で30分間洗浄したの
ち，10％のリン酸電解液もしくは5％の硫酸電解液で電流・
電圧を3A・160Vとして10分間陽極酸化処理した．同時に
硫酸電解液に酸化チタン粉末（テイカ社製，MT150A）を
0.01ｇ/200 mlを加え陽極酸化し，電気炉（AMF-20N，アサ
ヒ理化製作所）で400℃，3 時間焼成したものも試料とした．
Ⅲ結果：　オージェ電子分光分析装置（JAMP-9500F，日本
電子社製）により陽極酸化後のチタン板と未処理のチタン板
の深さ方向分析を行った．走査型電子顕微鏡（S-2600N，日
立製作所製）にて表面と断面を観察した．また光触媒活性の
評価として，未処理のチタン板，リン酸電解液を用いて陽極
酸化したチタン板，硫酸電解液を用いて陽極酸化したチタン
板，酸化チタン粉末を懸濁した硫酸電解液で陽極酸化したチ
タン板を10 ppmメチレンブルー水溶液に入れ90分間ブラッ
クライト（ウシオ電機社製，9.00 W，紫外線強度6.20×103μ
W/c㎡）を照射してメチレンブルーの脱色能を評価した．
Ⅳ考察および結論：　オージェ電子分光分析の結果，陽極酸
化した試料は表面にO/Ti（mol比）が約2.9の酸化層が確認
できた．メチレンブルー水溶液の脱色実験を行ったところ，
未処理のチタン板，リン酸電解液で陽極酸化したチタン板よ
りも，硫酸電解液で陽極酸化したチタン板が脱色能は優れて
いた．硫酸電解液に酸化チタン粉末を加えて陽極酸化したチ
タン板がもっとも高い分解能を示した．走査型電子顕微鏡を
用いて表面の観察を行ったところ，表面は多孔質であった．
以上より酸化チタンを懸濁した硫酸電解液により陽極酸化し
たチタンは光触媒活性を有する可能性が示唆された．

○新谷 耕平1，梶本 忠保1, 2，川木 晴美3，土井 豊4，
堀田 正人1

朝日大学歯学部口腔機能修復学講座歯科保存学分野1，一般
社団法人中部インプラントアカデミー2，朝日大学歯学部口
腔構造機能発育学講座口腔生化学分野3，朝日大学歯学部口
腔機能修復学講座歯科理工学分野4

Application of Er:YAG laser to surface of implant body
○SHINTANI K1, KAJIMOTO T1, 2, KAWAKI H3, 
DOI Y4, HOTTA M1

Dept. of Operative Dentistry, Div. of Oral Functional Sci. 
and Rehabil. Asahi Univ. Sch. of Dent.1, Chubu Implant 
Academy（CIA）2, Dept. of Oral Biochem., Div. of Oral 
Structure, Function and Development Asahi Univ. Sch. of 
Dent.3, Dept. of Dental Materials Sci., Div. of Oral Functional 
Sci. and Rehabil. Asahi Univ. Sch. of Dent.4

P-2-12
Er:YAGレーザーのインプラント体表面への応用

ポスター発表14

Ⅰ目的：　インプラント治療は天然歯により近い食生活を患
者に提供することができる．しかしながら，インプラント治療
の普及が進むにつれて安全性向上の観点から，インプラント
体の表面性状やインプラント体の材質を改良し，さらなるオ
ステオインテグレーション率の向上が求められるようになっ
てきた．特に，チタンインプラント体の表面は時間の経過と
ともに炭化水素系不純物が付着し表面が疎水性になり骨との
統合，生着を阻害する．これに対して，紫外光処理によりイ
ンプラント体表面を親水性へと変化させ，オステオインテグ
レーションの向上によりインプラント治療の安全性を向上で
きるとする報告がある．一方，Er :YAGレーザーは，短時間
で高エネルギーを照射し，水への高い吸収性を持っている．
そこで今回，時間の経過とともに疎水性となっているチタン
インプラント体の表面にEr :YAGレーザーを照射し，その
表面が親水性へと変化するか否かを探る試験的研究を行っ
た．
Ⅱ材料および方法：　直径10 mmの12枚の純チタンディスク
を鏡面研磨後室温の空気中に 4 週間放置した．A群 : 4枚の
純チタンディスクの鏡面研磨面にEr : YAGレーザー（Arwin，
モリタ製作所製）を用いて10 pps・300 mJの照射を60秒間
行った．B群 : 4枚の純チタンディスクの鏡面研磨面に純水
を噴霧後，Er : YAGレーザーを用いて10 pps・300 mJの照射
を60秒間行った．C群 : 4枚の純チタンディスクの鏡面研磨
面にレーザー照射を行わない群をコントロールとした．疎
水・親水性の変化は各基板に1μlの水滴を 3 カ所に滴下し，
その静的接触角で評価した．ただし，照射は，フリーハンド
にてチタンディスクの面から約 1 ～ 2 mmの距離でディスク
の全面に可及的にあたるように行った．
Ⅲ結果：　A群は接触角度の範囲が64.3°～69.2°で平均値は
66.6°であった．B群では接触角度の分布範囲が32.9°～80.3°で
平均値は57.1°であった．C群では，接触角度の分布範囲が
61.7°～73.5°で平均値は68.9°であった．
Ⅳ考察および結論：　3 群間で有意差はなかったが，B群に
おいては同一試料の 3 カ所は接触角の分散が小さいものの，
試料全体としては接触角の分散が他の群に比較して大きく，
照射法等の手技的要因がこれに関与していることが示唆でき
た．興味ある点はB群の 2 試料でその 3 カ所とも接触角が比
較的同一の34°前後を示したことである．
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○名取 健寿1，伊藤 賢1，輿 秀利1，永沢 栄2，
伊藤 充雄2, 3

総合インプラント研究センター1，松本歯科大学2，関東・
甲信越支部3

Release and mechanical properties of cold worked 
commercial titanium for biomaterials
○NATORI K1, ITO K1, KOSHI H1, NAGASAWA S2, 
ITO M2, 3

General Implant Research Center1, Materials, Matsumoto 
Dental University2, Kanto-Koshinetsu Branch3

P-2-13★
冷間加工した市販チタン材の溶出および
機械的性質

Ⅰ目的：　本研究は，インプラント材として使用されている
JIS 2 種チタン（G2），JIS 2 種チタンを冷間加工し, JIS 4 種
チタン相当に加工硬化した市販チタン材（G2W），JIS 4 種
チタン（G4）と JISSH4650 - 60Eチタン合金（G5）の 4 種類
をそれぞれに用い，引張強さ，傾斜角度30°での曲げ強さの
測定と1%乳酸溶液に対する構成元素の溶出について比較
し，G2Wの特性を明らかにすることを目的に行った．
Ⅱ材料および方法：　引張強さの測定は直径 6 mm，長さ
80 mmのG2，G2W，G4，G5の各 7 本の試験片について万能
試験機を用い行った．伸びの測定は付き合わせ法により求め
た．耐力は0.2％の永久変形を生じたときの応力として測定
した．傾斜角度30°の曲げ最大荷重の測定は直径 3 mm，長
さ20 mmの各チタンをISOに準拠した方法で万能試験機を用
いて各 7 本について行った．溶出は直径 3 mm，長さ20 mm
のそれぞれの試験片を1% 乳酸溶液100 mL中に釣り糸で吊
るし，3 カ月間浸漬を行った．浸漬後，誘導結合型プラズマ
質量分析装置を用い，チタン，バナジウム，アルミニウムの
分析を行った．測定は１条件 3 個について行った．各測定値
は分散分析を行った．
Ⅲ結果：　引張強さが最も大きいのはG5の1086.9 MPa，最
少はG2の441.3 MPaであり，G2WはG4より約38 MPa小さい
結果であった（p＜0.01）．耐力はG5が873.4 MPaで最も大き
く，G2Wの478.0 MPa，G4の459.6 MPa，G2は253.3 MPaで
あった（p＜0.01）．伸びはG2が最も大きく33.1%，G4が
22.6%，G2Wは20.4%，G5は14.7%であった（p＜0.01）．傾斜
角度30°での曲げ最大荷重はG2が最も小さく，G2WはG4およ
びG5と比較して差が認められなかった（p＜0.01）．チタンの
溶出はG5からが最も多く，12.8μg/cm2であり，次いでG4か
ら8.9μg/cm2，最も少なかったのがG2Wからの４.7μg/cm2

であった（p＜0.01）．また，G5からのアルミニウムの溶出は
3.3μg/cm2，バナジウム0.6μg/cm2であった．
Ⅳ考察および結論：　G2Wの機械的性質はG4と比較して大
差がなく耐食性も優れていることからインプラント材料とし
て有益であると考えられた．

○堀川 英洋1，仲西 康裕1，廣瀬 由紀人1，遠藤 一彦2，
越智 守生1

北海道医療大学クラウンブリッジ・インプラント補綴学1，
北海道医療大学体材料工学2

Ozone nanobubble-water for use against titanium aging
○HORIKAWA H1, NAKANISHI Y1, HIROSE Y1, 
ENDO K2, OCHI M1

Division of Fixed Prosthodontics and Oral Implantology, 
Health Sciences University of Hokkaido1, Division of 
Biomaterials and Bioengineering, Health Sciences University 
of Hokkaido2

P-2-14
オゾンナノバブル水を用いたチタンの
生物学的老化現象の回避

Ⅰ目的：　チタンは生体親和性に優れており，歯科用インプ
ラントの原材料として広く用いられている．チタン表面の化
学的特性が経時的に変化することによって，インプラントの
保管中に生体親和性が低下することが知られている．この生
物学的老化現象の一つは，炭化水素化合物などの汚染物質が
チタン表面に付着し，チタン表面が親水性から疎水性に変化
することである．本研究では，オゾンの酸化作用によって有
機物の分解が長期間にわたって維持されるオゾンナノバブル
水に着目し，このオゾンナノバブル水を利用してインプラン
トの生物学的老化現象を回避させることを目的とした．
Ⅱ材料および方法：　実験には，JIS 第 2 種の純チタン（直
径13.0 mm，圧さ3.0 mm）を用いた．試料の表面は，コロ
イダルシリカを用いて鏡面に研磨後，アルゴン雰囲気下でグ
ロー放電処理を施して親水化した．その後，試料を大気中，
蒸留水中，アセトン中およびオゾンナノバブル水中で保存
し，ぬれ性の経時的変化を 4 週間にわたって調べた．チタン
表面のぬれ性は，滴下した蒸留水の接触角を測定することに
よって評価した．また，鏡面に仕上げた純チタンを大気中，
蒸留水中，アセトン中およびオゾンナノバブル水中に24時間
保存後，ヒト間葉系幹細胞をそれぞれの試料の上で 4 時間培
養後，チタンに付着した細胞の初期付着数を計測した．
Ⅲ結果：　アルゴン雰囲気下でグロー放電処理を施して親水
化処理したチタン表面の接触角は，処理直後で4.1°であっ
た．4 週間保存後の接触角の値は，大気中，蒸留水中，およ
びアセトン中で保存した試料では約 6 倍と大きくなったのに
対して，オゾンナノバブル水中では5.5°であり，親水化処理
直後の小さな値を維持し，高い親水性を示した．また，オゾ
ンナノバブル水中で保存した試料の初期細胞付着数は，大気
保存と比較して約1.6倍であった．
Ⅳ考察および結論：　オゾンナノバブル水中では，炭化水素
分子による表面の汚染が防止され，初期の高い親水性が維持
されることが分かった．オゾンナノバブル水中で保存した試
料では，他の保存条件と比較して初期の高い親水性と細胞付
着性が維持されることから，オゾンナノバブル水でチタンを
保存することによって，チタンの生物学的老化現象を回避で
きる可能性が示唆された．

○Widyasri Prananingrum1，内藤 禎人2，友竹 偉則2，
田島 登誉子2，市川 哲雄1

徳島大学大学院1，徳島大学病院2

Application of porous titanium using moldless process for 
implant superstructure framework
○WIDYASRI P1, NAITO Y2, TOMOTAKE Y2, 
TAJIMA T2, ICHIKAWA T1

Institute of Biomedical Sciences, Tokushima University1, 
Tokushima University Hospital2

P-2-15★
モールドレスプロセスによるチタン多孔体の
インプラント上部構造への応用

ⅠPurpose：　The prosthetic applications of titanium have 
been difficult because it is not a well suited material for 
conventional casting method of lost wax technique. In the 
42nd Annual Meeting of this society, we introduced 
possibility of the moldless process for an application to a 
titanium framework of implant fixed partial denture. This 
study aimed to evolve the moldless process by determining 
the mechanical properties of porous titanium with various 
particle sizes and mixing ratio, due to the fabrication of 
implant superstructure framework.
ⅡMaterials and Methods：　Cp Ti powder with various 
particle sizes and mixing ratio was divided into four groups. 
Group 1 : < 45 μm （90 wt %）, Group 2 : < 150 μm （90 wt 
%）, Group 3 : mixed powder （80 wt % < 150 μm, 10 wt % 
< 45 μm）, Group 4 : mixed powder （75 wt % < 150 μm and 
15 % < 45 μm）. The mixture of Ti powder and wax binder 
was prepared manually at 70°C. After debindering at 380°C, 
specimen was sintered in Ar at 1100°C without mold for 1 h. 
The mechanical properties were evaluated by measuring 
shrinkage ratio, porosity, bending strength and shear 
bonding strength. Additionally, SEM images after measuring 
were observed.
ⅢResults：　The increasing of bending strength followed 
by increasing of shrinkage depends on particle sizes and 
mixing ratio, whereas porosity decreased. Group 1 showed 
significantly higher bending strength and shrinkage ratio 
with significantly lower porosity. Moreover, shear bonding 
strength of Group 1 was significantly higher and cohesive 
failure was observed in SEM image. Although it was possible 
to suppress shrinkage in Group 3 and 4 as mixed different 
powders, bending strengths were insufficient. 
ⅣDiscussion and Conclusions：　This study revealed the 
mechanical properties of porous titanium due to various 
particle sizes and mixing ratio. Titanium powder with 
particle size < 45 μm showed good mechanical properties 
for implant superstructure framework.

○井出 吉昭
日歯大　生命歯　発生・再生

The effect of the angle of acuteness of CAD models on the 
dimensional fidelity of additive manufactured models
○IDE Y
Dept. of Dvelop. & Rege. Dnt., Sch. of Life Dent. at Tokyo, 
The Nippon Dent. Univ.

P-2-16★
3Dプリンター模型作製時における模型の
鋭角部角度の大きさが模型精度に与える影響

Ⅰ目的：　近年，3 Dプリンター技術の発展は目覚ましく，
便利なツールとして認知されるようになってきた．歯科イン
プラント治療においては，治療計画の立案，患者への治療説
明，サージカルガイドの作製などのために，患者のCTデー
タを使って 3 D模型を作製する機会が増えてきている．3 D
プリンターは患者の骨形態を 3 次元的に容易に再現すること
から便利である一方で，ナイフエッジ状の歯槽頂や上顎洞の
隔壁などの細かい解剖学的構造をもつケースでは，作製され
た模型の形態が実際の骨形態と異なることが多い．このこと
から，3 Dプリンターの精度の特徴をあらかじめ把握してお
くことは重要である．本研究では，角度の異なる三角柱の
CADモデルを作成し，それらを 3 Dプリンターで 3 D模型を
作製することにより，鋭角部の角度の大きさとプリンティン
グを行う向きの違いが模型精度へ与える影響を検討した．
Ⅱ材料および方法：　CADデザインソフトウエア（Rhinoceros 
4.0, Robert McNeel& Associates）上で異なる角度（60，45，
30，20，10，5 度）の鋭角部を持つ三角柱のCADモデルを作
成し，これらのデータをもとにPolyjet方式のObjet Alaris 30
（Stratasys），FDM方式の Fortus 400mc（Stratasys）と
Dimension sst 1200es（Stratasys）の 3 Dプリンターで 3 D模
型を作製した．また，プリンティング行う方向を３種類定義
し（DirectionA, B, C），全てのプリンターにおいて異なる方
向から模型を作製した．作製したそれぞれの模型の精度を解
析するため，ノギスによる長さの計測と三角柱の中央部断面
の外形線の形態評価を行った．
Ⅲ結果：　全ての装置において，鋭角部の角度が小さくなる
と模型の精度が悪くなりやすい傾向がみられた．また，プリ
ンティングの向きの違いによってそれぞれ特徴的な形態を呈
することが明らかになった．
Ⅳ考察および結論：　3 Dプリンターにより細かい解剖学的
構造を持つ 3 D模型を作製する際には，使用する装置の特性
を十分に把握して利用する必要があると考えられた．
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○名取 健寿1，伊藤 賢1，輿 秀利1，永沢 栄2，
伊藤 充雄2, 3

総合インプラント研究センター1，松本歯科大学2，関東・
甲信越支部3

Release and mechanical properties of cold worked 
commercial titanium for biomaterials
○NATORI K1, ITO K1, KOSHI H1, NAGASAWA S2, 
ITO M2, 3

General Implant Research Center1, Materials, Matsumoto 
Dental University2, Kanto-Koshinetsu Branch3

P-2-13★
冷間加工した市販チタン材の溶出および
機械的性質

Ⅰ目的：　本研究は，インプラント材として使用されている
JIS 2 種チタン（G2），JIS 2 種チタンを冷間加工し, JIS 4 種
チタン相当に加工硬化した市販チタン材（G2W），JIS 4 種
チタン（G4）と JISSH4650 - 60Eチタン合金（G5）の 4 種類
をそれぞれに用い，引張強さ，傾斜角度30°での曲げ強さの
測定と1%乳酸溶液に対する構成元素の溶出について比較
し，G2Wの特性を明らかにすることを目的に行った．
Ⅱ材料および方法：　引張強さの測定は直径 6 mm，長さ
80 mmのG2，G2W，G4，G5の各 7 本の試験片について万能
試験機を用い行った．伸びの測定は付き合わせ法により求め
た．耐力は0.2％の永久変形を生じたときの応力として測定
した．傾斜角度30°の曲げ最大荷重の測定は直径 3 mm，長
さ20 mmの各チタンをISOに準拠した方法で万能試験機を用
いて各 7 本について行った．溶出は直径 3 mm，長さ20 mm
のそれぞれの試験片を1% 乳酸溶液100 mL中に釣り糸で吊
るし，3 カ月間浸漬を行った．浸漬後，誘導結合型プラズマ
質量分析装置を用い，チタン，バナジウム，アルミニウムの
分析を行った．測定は１条件 3 個について行った．各測定値
は分散分析を行った．
Ⅲ結果：　引張強さが最も大きいのはG5の1086.9 MPa，最
少はG2の441.3 MPaであり，G2WはG4より約38 MPa小さい
結果であった（p＜0.01）．耐力はG5が873.4 MPaで最も大き
く，G2Wの478.0 MPa，G4の459.6 MPa，G2は253.3 MPaで
あった（p＜0.01）．伸びはG2が最も大きく33.1%，G4が
22.6%，G2Wは20.4%，G5は14.7%であった（p＜0.01）．傾斜
角度30°での曲げ最大荷重はG2が最も小さく，G2WはG4およ
びG5と比較して差が認められなかった（p＜0.01）．チタンの
溶出はG5からが最も多く，12.8μg/cm2であり，次いでG4か
ら8.9μg/cm2，最も少なかったのがG2Wからの４.7μg/cm2

であった（p＜0.01）．また，G5からのアルミニウムの溶出は
3.3μg/cm2，バナジウム0.6μg/cm2であった．
Ⅳ考察および結論：　G2Wの機械的性質はG4と比較して大
差がなく耐食性も優れていることからインプラント材料とし
て有益であると考えられた．

○堀川 英洋1，仲西 康裕1，廣瀬 由紀人1，遠藤 一彦2，
越智 守生1

北海道医療大学クラウンブリッジ・インプラント補綴学1，
北海道医療大学体材料工学2

Ozone nanobubble-water for use against titanium aging
○HORIKAWA H1, NAKANISHI Y1, HIROSE Y1, 
ENDO K2, OCHI M1

Division of Fixed Prosthodontics and Oral Implantology, 
Health Sciences University of Hokkaido1, Division of 
Biomaterials and Bioengineering, Health Sciences University 
of Hokkaido2

P-2-14
オゾンナノバブル水を用いたチタンの
生物学的老化現象の回避

Ⅰ目的：　チタンは生体親和性に優れており，歯科用インプ
ラントの原材料として広く用いられている．チタン表面の化
学的特性が経時的に変化することによって，インプラントの
保管中に生体親和性が低下することが知られている．この生
物学的老化現象の一つは，炭化水素化合物などの汚染物質が
チタン表面に付着し，チタン表面が親水性から疎水性に変化
することである．本研究では，オゾンの酸化作用によって有
機物の分解が長期間にわたって維持されるオゾンナノバブル
水に着目し，このオゾンナノバブル水を利用してインプラン
トの生物学的老化現象を回避させることを目的とした．
Ⅱ材料および方法：　実験には，JIS 第 2 種の純チタン（直
径13.0 mm，圧さ3.0 mm）を用いた．試料の表面は，コロ
イダルシリカを用いて鏡面に研磨後，アルゴン雰囲気下でグ
ロー放電処理を施して親水化した．その後，試料を大気中，
蒸留水中，アセトン中およびオゾンナノバブル水中で保存
し，ぬれ性の経時的変化を 4 週間にわたって調べた．チタン
表面のぬれ性は，滴下した蒸留水の接触角を測定することに
よって評価した．また，鏡面に仕上げた純チタンを大気中，
蒸留水中，アセトン中およびオゾンナノバブル水中に24時間
保存後，ヒト間葉系幹細胞をそれぞれの試料の上で 4 時間培
養後，チタンに付着した細胞の初期付着数を計測した．
Ⅲ結果：　アルゴン雰囲気下でグロー放電処理を施して親水
化処理したチタン表面の接触角は，処理直後で4.1°であっ
た．4 週間保存後の接触角の値は，大気中，蒸留水中，およ
びアセトン中で保存した試料では約 6 倍と大きくなったのに
対して，オゾンナノバブル水中では5.5°であり，親水化処理
直後の小さな値を維持し，高い親水性を示した．また，オゾ
ンナノバブル水中で保存した試料の初期細胞付着数は，大気
保存と比較して約1.6倍であった．
Ⅳ考察および結論：　オゾンナノバブル水中では，炭化水素
分子による表面の汚染が防止され，初期の高い親水性が維持
されることが分かった．オゾンナノバブル水中で保存した試
料では，他の保存条件と比較して初期の高い親水性と細胞付
着性が維持されることから，オゾンナノバブル水でチタンを
保存することによって，チタンの生物学的老化現象を回避で
きる可能性が示唆された．

○Widyasri Prananingrum1，内藤 禎人2，友竹 偉則2，
田島 登誉子2，市川 哲雄1

徳島大学大学院1，徳島大学病院2

Application of porous titanium using moldless process for 
implant superstructure framework
○WIDYASRI P1, NAITO Y2, TOMOTAKE Y2, 
TAJIMA T2, ICHIKAWA T1

Institute of Biomedical Sciences, Tokushima University1, 
Tokushima University Hospital2

P-2-15★
モールドレスプロセスによるチタン多孔体の
インプラント上部構造への応用

ⅠPurpose：　The prosthetic applications of titanium have 
been difficult because it is not a well suited material for 
conventional casting method of lost wax technique. In the 
42nd Annual Meeting of this society, we introduced 
possibility of the moldless process for an application to a 
titanium framework of implant fixed partial denture. This 
study aimed to evolve the moldless process by determining 
the mechanical properties of porous titanium with various 
particle sizes and mixing ratio, due to the fabrication of 
implant superstructure framework.
ⅡMaterials and Methods：　Cp Ti powder with various 
particle sizes and mixing ratio was divided into four groups. 
Group 1 : < 45 μm （90 wt %）, Group 2 : < 150 μm （90 wt 
%）, Group 3 : mixed powder （80 wt % < 150 μm, 10 wt % 
< 45 μm）, Group 4 : mixed powder （75 wt % < 150 μm and 
15 % < 45 μm）. The mixture of Ti powder and wax binder 
was prepared manually at 70°C. After debindering at 380°C, 
specimen was sintered in Ar at 1100°C without mold for 1 h. 
The mechanical properties were evaluated by measuring 
shrinkage ratio, porosity, bending strength and shear 
bonding strength. Additionally, SEM images after measuring 
were observed.
ⅢResults：　The increasing of bending strength followed 
by increasing of shrinkage depends on particle sizes and 
mixing ratio, whereas porosity decreased. Group 1 showed 
significantly higher bending strength and shrinkage ratio 
with significantly lower porosity. Moreover, shear bonding 
strength of Group 1 was significantly higher and cohesive 
failure was observed in SEM image. Although it was possible 
to suppress shrinkage in Group 3 and 4 as mixed different 
powders, bending strengths were insufficient. 
ⅣDiscussion and Conclusions：　This study revealed the 
mechanical properties of porous titanium due to various 
particle sizes and mixing ratio. Titanium powder with 
particle size < 45 μm showed good mechanical properties 
for implant superstructure framework.

○井出 吉昭
日歯大　生命歯　発生・再生

The effect of the angle of acuteness of CAD models on the 
dimensional fidelity of additive manufactured models
○IDE Y
Dept. of Dvelop. & Rege. Dnt., Sch. of Life Dent. at Tokyo, 
The Nippon Dent. Univ.

P-2-16★
3Dプリンター模型作製時における模型の
鋭角部角度の大きさが模型精度に与える影響

Ⅰ目的：　近年，3 Dプリンター技術の発展は目覚ましく，
便利なツールとして認知されるようになってきた．歯科イン
プラント治療においては，治療計画の立案，患者への治療説
明，サージカルガイドの作製などのために，患者のCTデー
タを使って 3 D模型を作製する機会が増えてきている．3 D
プリンターは患者の骨形態を 3 次元的に容易に再現すること
から便利である一方で，ナイフエッジ状の歯槽頂や上顎洞の
隔壁などの細かい解剖学的構造をもつケースでは，作製され
た模型の形態が実際の骨形態と異なることが多い．このこと
から，3 Dプリンターの精度の特徴をあらかじめ把握してお
くことは重要である．本研究では，角度の異なる三角柱の
CADモデルを作成し，それらを 3 Dプリンターで 3 D模型を
作製することにより，鋭角部の角度の大きさとプリンティン
グを行う向きの違いが模型精度へ与える影響を検討した．
Ⅱ材料および方法：　CADデザインソフトウエア（Rhinoceros 
4.0, Robert McNeel& Associates）上で異なる角度（60，45，
30，20，10，5 度）の鋭角部を持つ三角柱のCADモデルを作
成し，これらのデータをもとにPolyjet方式のObjet Alaris 30
（Stratasys），FDM方式の Fortus 400mc（Stratasys）と
Dimension sst 1200es（Stratasys）の 3 Dプリンターで 3 D模
型を作製した．また，プリンティング行う方向を３種類定義
し（DirectionA, B, C），全てのプリンターにおいて異なる方
向から模型を作製した．作製したそれぞれの模型の精度を解
析するため，ノギスによる長さの計測と三角柱の中央部断面
の外形線の形態評価を行った．
Ⅲ結果：　全ての装置において，鋭角部の角度が小さくなる
と模型の精度が悪くなりやすい傾向がみられた．また，プリ
ンティングの向きの違いによってそれぞれ特徴的な形態を呈
することが明らかになった．
Ⅳ考察および結論：　3 Dプリンターにより細かい解剖学的
構造を持つ 3 D模型を作製する際には，使用する装置の特性
を十分に把握して利用する必要があると考えられた．
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○深澤 翔太，大平 千之，小林 琢也，鬼原 英道，近藤 尚知
岩手医科大学歯学部　補綴・インプラント学講座

Investigation of accuracy and reproducibility of oral 
scanners
○FUKAZAWA S, ODAIRA C, KOBAYASHI T, 
KIHARA H, KONDO H
Department of Prosthodontics and Oral Implantology, 
School of Dentistry, Iwate Medical University

P-2-17
口腔内スキャナーの位置再現精度に関する研究

Ⅰ目的：　近年，口腔内スキャナーの臨床応用が注目されて
おり，インプラント治療ならびに一般補綴臨床においても適
用可能となりつつある．CAD/CAMシステムと併用するこ
とによって，治療期間の短縮，患者の肉体的負担の軽減，材
料費の節約，高いデータの再現性などが可能となり，これら
の長所が注目を集めている．口腔インプラント治療における
臨床応用も期待されているが，精度に関しては不明な点が多
く，インプラント治療においての適用は単独欠損症例の一部
に限られているのが現状である．本研究においては，口腔内
スキャナーならびに歯科技工用スキャナーの精度の比較検討
を行い，臨床応用の可能性を検証することを目的とする．
Ⅱ材料および方法：　下顎顎歯模型の右側第二小臼歯及び第
二大臼歯相当部に，外側性 6 角構造を有するインプラント体
を 2 本埋入後，舌側部に校正用基準球を設置し，本研究の基
準モデルとした．基準モデルのインプラント体にアバットメ
ントを装着後，接触式三次元座標測定機による三次元形状計
測を行った．続いて，基準モデルにボールアバットメントを
装着し，2 種の口腔内スキャナー（Lava C.O.S. および 3 M 
True Definition Scanner）と歯科技工用スキャナー（KaVo 
ARCTICA Auto Scan）を用いて三次元形状データを採得し
た．得られた三次元形状データをもとに，立体画像解析用ソ
フトウェアを用いて，2 個のボールアバットメント間の距離
に関して真度と精度の比較解析を行った．
Ⅲ結果：　アバットメント間の距離の再現精度の比較におい
ては，True Definition Scannerは，歯科技工用スキャナーと
誤差の範囲がほぼ同程度であった．また，装置自体の再現精
度に関しては，3 M True Definition Scannerと歯科技工用ス
キャナーはLava C.O.S.よりも有意に高かった．
Ⅳ考察および結論：　上記検討により，距離の再現精度に関
しては，歯科技工用スキャナーと同等の誤差範囲内で，口腔
内の形態を再現可能な口腔内スキャナーが存在することが明
らかとなった．今回の比較検討から，口腔内スキャナーによ
る光学印象法は，インプラント治療への臨床応用が可能であ
ることが示唆された．

○三嶋 直之1，中富 研介1，米田 浩文1，武内 孝治1，
秦 美治2

北日本口腔インプラント研究会1，関東・甲信越支部2

Application and evaluation to implant treatment of newly 
developed X-ray contrasting-related resin for bone 
evaluation
○MISHIMA N1, NAKATOMI K1, YONETA H1, 
TAKEUCHI T1, SHIN Y2

North Japan Oral Implant Society1, Kanto-Koshinetsu 
Branch2

P-2-18★
新たに開発された骨評価用X線造影性レジンを
用いた診断用ステントのインプラント治療への
応用と評価

Ⅰ目的：　インプラント治療を行うに当り顎骨の状態や骨密
度をより正確に確認することはきわめて重要である．近年，
歯科用コーンビームCT装置の普及は目覚ましく，とりわけ
歯科インプラント術前画像診断への応用が進んでいる．しか
しながら，歯科用コーンビームCT（CBCT）で得られる画
像のボクセル値は，マルチスライスCTで得られるハンス
フィールド値（HU）と異なり，あくまで相対値でありこれ
をそのまま用いて顎骨骨密度を評価することはむずかしい．
そこで今回，新たに発売されたX線造影性レジン「ボーン
シェード」（山八歯材工業）を用いて診断用ステントを作製
し術前診断に基づきインプラント埋入治療を行いその有用性
について検討した．
Ⅱ材料および方法：　ボーンシェードを用いて診断用ステン
トを作製し臨床に応用した．通法に従って作製した診断用ス
テントを設置してCBCT画像を取得した．顎骨横断画像を構
築後，その画像においてROI（関心領域）を設定し，ボーン
シェードおよび海綿骨部のボクセル値を計測した．診断用ス
テントを用いたCBCTでの術前診断を行ったのち，診断に基
づきサージカルステントを作製，インプラント埋入手術を施
行した．
Ⅲ結果：　ボーンシェードはMischの骨密度（CT値）の分
類におけるD 3 とD 4 の閾値（350 HU）に設定されている．
70歳男性の上顎臼歯部にボーンシェードで作製した診断用ス
テントを設置したCBCTの画像構築および計測を行ったとこ
ろ，近接する骨部のボーンシェードのボクセル値は平均621
であったのに対し海綿骨部は平均353，皮質骨部は平均1046
であった．隣接部位でも計測したところほぼ同様の結果が得
られた．さらに，粘膜厚さ，皮質骨厚さも同時に計測でき
た．術前診断を基に治療計画をたて，別に作製したサージカ
ルステントを使用し問題なくインプラント埋入を施行するこ
とができた．
Ⅳ考察および結論：　ボーンシェードで作製した診断用ステ
ントを用いて診断することで，低密度の骨密度や粘膜厚さの
計測が可能であることが分かった．さらに，その治療計画に
基づき問題なく手術が行えることも確かめられた．ボーン
シェードを用いたX線診断用ステントを使用することでより
確実な治療計画，より安全なインプラント埋入手術が可能に
なると思われた．

○末瀬 一彦1, 2，木下 浩志2，佐藤 琢也2，玉置 敏夫2

大阪歯科大学歯科審美学室1，大阪歯科大学歯科技工士専門
学校2

Characteristics of surface-polishing zirconia
○SUESE K1, 2, KINOSHITA H2, SATOH T2, 
TAMAKI T2

Osaka Dental University Dept. Esthetic Dentistry1, Osaka 
Dental University School of Dental Technicians2

P-2-19★
ジルコニアの研磨性に関する研究

Ⅰ目的：　CAD/CAMテクノロジーの普及に伴って，強靭
性，生体親和性，透光性，耐摩耗性に優れたジルコニアが用
いられるようになってきた．インプラント治療ではアバット
メントや上部構造などに応用されている．ジルコニアはグ
レージングやステインによって表面を滑沢にするのではな
く，機械的研磨によって表面性状を整えるが，硬さが大き
く，延性や展性が少ないことから研磨が困難である．今回，
滑沢なジルコニア表面を得るためにダイヤモンド含有のシリ
コンポイントを用いて表面粗さおよび光沢度について検討し
た．
Ⅱ材料および方法：　最終焼成を終えたイットリア部分安定
化ジルコニア（カタナジルコニア　クラレノリタケデンタル（株））
を長さ10 mm，幅 5 mm，厚さ 1 mmのサイズに調整し，2
社のメーカーの異なるシリコンポイント 3 種（エデンタ社製
およびコメット社製）を中研磨→仕上げ研磨→艶出し研磨の
順に用い，さらに最終仕上げとしてパールサーフェイスＺ
（クラレノリタケ社製），ダイレクトダイヤペースト（松風
社製）およびジルコポル（フェグラメッド社製）を用いて研
磨を行った．各ステップの試料をレーザー顕微鏡キーエンス
VK-9710で表面粗さ（Ra）を，日本電色社製光沢度計（60°
反射）で表面光沢度を計測し，比較検討を行った．
Ⅲ結果：　エデンタ社製シリコンポイントでは，中研磨で表
面粗さ2.07μm,　光沢度35.1％，仕上げ研磨で表面粗さ0.61
μm，光沢度45.9％，艶出し研磨で表面粗さ0.18μm，光沢
度126.5％，最終仕上げパールサーフェイスで表面粗さ0.06μ
m，光沢度175.8％，ダイレクトダイヤペーストで表面粗さ
0.07μm，光沢度169.9％，ジルコポルで表面粗さ0.07μm，光
沢度172.6％であった．コメット社製シリコンポイントにおい
てもほぼ同様の傾向を示し，有意の差はほとんどみられな
かった．最終仕上げでは光沢度において使用材料によって有
意の差が認められた．
Ⅳ考察および結論：　インプラント治療においては，アバッ
トメントや上部構造にジルコニアを用いる症例が増加してい
るが，強度，適合性およびプラークコントロールなどにおい
て表面性状は極めて重要な要素である．ジルコニアは機械的
研磨によって滑沢性を得ることができるが，ダイヤモンド粒
子が含有されたシリコンポイントを粗→細へ適切に使用し，
最終仕上げに専用の研磨剤を用いることによって極めて滑沢
な鏡面状態の研磨面が得られることがわかった．

○綠野 智康1，矢島 奈央子2，丹谷 聖一3，宗像 源博2，
二瓶 智太郎1

神奈川歯科大学クリニカル・バイオマテリアル講座1，神奈
川歯科大学附属病院口腔インプラントセンター2，北海道形
成歯科研究会3

Study on performance characteristic of temporary cements
○MIDONO T1, YAJIMA N2, TANYA S3, 
MUNAKATA M2, NIHEI T1

Department of Clinical Biomaterials,Graduate School of 
Dentistry, Kanagawa Dental University1, Division of Oral 
Implant Center, Kanagawa Dental University Hospital2, 
Institute of Hokkaido Plastic Dentistry3

P-2-20
仮着用セメントの性能特性について

Ⅰ目的：　近年，インプラント治療を含み修復・補綴処置
は，審美性を考慮してセラミックスが頻用されつつあり，最
終補綴装置が装着されるまで暫間被覆冠はアバットメントに
保持されることが重要である．今回10種の仮着用セメントの
性能について比較および評価した．
Ⅱ材料および方法：　今回供した仮着用セメントは，レジン
系として，テリオCSリンク（TL，Ivoclar Vivadent），プレ
ミアー・インプラントセメント（PI，Premier，白水貿易），
インプラントリンクセミ（IS，Detax，茂久田商会），テンポ
リンククリアー（TC，Detax，茂久田商会）の 4 種，酸化亜
鉛系として，フリージノール　テンポラリーパック（TP，
GC），テンポセムNE（TN，DMG．YOSHIDA）の 2 種，カ
ルボキシレート系としてハイ・ボンド　テンポラリーセメン
ト　ソフト　ホワイト（HS，松風），ハイ・ボンド　テンポ
ラリーセメント　ハード　ホワイト（HH，松風）の 2 種，
グラスアイオノマー系として，フジTEMP（FT，GC），IP 
テンプボンド（IP，松風）の 2 種，計10種類とし，それぞれ
の被膜厚さ，3 Dモデルでの接着強度，および圧縮強さを測
定し，得られた値はPost-Hoc Tukey multiple comparison 
testsの多重比較検定を行った．
Ⅲ結果：　被膜厚さは，TPおよびIPセメントでは最も薄い
厚さとなり，レジン系セメントとTNセメントでは30μm前
後の厚さとなり，カルボキシレート系セメントでは，有意に
高い値となった（p<0.05）．接着強さは，水中1週間保管後
で，HH，IP，およびFTでは比較的高い強さが得られた．圧
縮強さはPIセメントで最大の値となった（p<0.05）．
Ⅳ考察および結論：　仮着用セメントの安定した被着体の保
持には，被膜厚さが薄く，接着強さと圧縮強さもある程度強
度が維持することが必要と示唆された．
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○深澤 翔太，大平 千之，小林 琢也，鬼原 英道，近藤 尚知
岩手医科大学歯学部　補綴・インプラント学講座

Investigation of accuracy and reproducibility of oral 
scanners
○FUKAZAWA S, ODAIRA C, KOBAYASHI T, 
KIHARA H, KONDO H
Department of Prosthodontics and Oral Implantology, 
School of Dentistry, Iwate Medical University

P-2-17
口腔内スキャナーの位置再現精度に関する研究

Ⅰ目的：　近年，口腔内スキャナーの臨床応用が注目されて
おり，インプラント治療ならびに一般補綴臨床においても適
用可能となりつつある．CAD/CAMシステムと併用するこ
とによって，治療期間の短縮，患者の肉体的負担の軽減，材
料費の節約，高いデータの再現性などが可能となり，これら
の長所が注目を集めている．口腔インプラント治療における
臨床応用も期待されているが，精度に関しては不明な点が多
く，インプラント治療においての適用は単独欠損症例の一部
に限られているのが現状である．本研究においては，口腔内
スキャナーならびに歯科技工用スキャナーの精度の比較検討
を行い，臨床応用の可能性を検証することを目的とする．
Ⅱ材料および方法：　下顎顎歯模型の右側第二小臼歯及び第
二大臼歯相当部に，外側性 6 角構造を有するインプラント体
を 2 本埋入後，舌側部に校正用基準球を設置し，本研究の基
準モデルとした．基準モデルのインプラント体にアバットメ
ントを装着後，接触式三次元座標測定機による三次元形状計
測を行った．続いて，基準モデルにボールアバットメントを
装着し，2 種の口腔内スキャナー（Lava C.O.S. および 3 M 
True Definition Scanner）と歯科技工用スキャナー（KaVo 
ARCTICA Auto Scan）を用いて三次元形状データを採得し
た．得られた三次元形状データをもとに，立体画像解析用ソ
フトウェアを用いて，2 個のボールアバットメント間の距離
に関して真度と精度の比較解析を行った．
Ⅲ結果：　アバットメント間の距離の再現精度の比較におい
ては，True Definition Scannerは，歯科技工用スキャナーと
誤差の範囲がほぼ同程度であった．また，装置自体の再現精
度に関しては，3 M True Definition Scannerと歯科技工用ス
キャナーはLava C.O.S.よりも有意に高かった．
Ⅳ考察および結論：　上記検討により，距離の再現精度に関
しては，歯科技工用スキャナーと同等の誤差範囲内で，口腔
内の形態を再現可能な口腔内スキャナーが存在することが明
らかとなった．今回の比較検討から，口腔内スキャナーによ
る光学印象法は，インプラント治療への臨床応用が可能であ
ることが示唆された．

○三嶋 直之1，中富 研介1，米田 浩文1，武内 孝治1，
秦 美治2

北日本口腔インプラント研究会1，関東・甲信越支部2

Application and evaluation to implant treatment of newly 
developed X-ray contrasting-related resin for bone 
evaluation
○MISHIMA N1, NAKATOMI K1, YONETA H1, 
TAKEUCHI T1, SHIN Y2

North Japan Oral Implant Society1, Kanto-Koshinetsu 
Branch2

P-2-18★
新たに開発された骨評価用X線造影性レジンを
用いた診断用ステントのインプラント治療への
応用と評価

Ⅰ目的：　インプラント治療を行うに当り顎骨の状態や骨密
度をより正確に確認することはきわめて重要である．近年，
歯科用コーンビームCT装置の普及は目覚ましく，とりわけ
歯科インプラント術前画像診断への応用が進んでいる．しか
しながら，歯科用コーンビームCT（CBCT）で得られる画
像のボクセル値は，マルチスライスCTで得られるハンス
フィールド値（HU）と異なり，あくまで相対値でありこれ
をそのまま用いて顎骨骨密度を評価することはむずかしい．
そこで今回，新たに発売されたX線造影性レジン「ボーン
シェード」（山八歯材工業）を用いて診断用ステントを作製
し術前診断に基づきインプラント埋入治療を行いその有用性
について検討した．
Ⅱ材料および方法：　ボーンシェードを用いて診断用ステン
トを作製し臨床に応用した．通法に従って作製した診断用ス
テントを設置してCBCT画像を取得した．顎骨横断画像を構
築後，その画像においてROI（関心領域）を設定し，ボーン
シェードおよび海綿骨部のボクセル値を計測した．診断用ス
テントを用いたCBCTでの術前診断を行ったのち，診断に基
づきサージカルステントを作製，インプラント埋入手術を施
行した．
Ⅲ結果：　ボーンシェードはMischの骨密度（CT値）の分
類におけるD 3 とD 4 の閾値（350 HU）に設定されている．
70歳男性の上顎臼歯部にボーンシェードで作製した診断用ス
テントを設置したCBCTの画像構築および計測を行ったとこ
ろ，近接する骨部のボーンシェードのボクセル値は平均621
であったのに対し海綿骨部は平均353，皮質骨部は平均1046
であった．隣接部位でも計測したところほぼ同様の結果が得
られた．さらに，粘膜厚さ，皮質骨厚さも同時に計測でき
た．術前診断を基に治療計画をたて，別に作製したサージカ
ルステントを使用し問題なくインプラント埋入を施行するこ
とができた．
Ⅳ考察および結論：　ボーンシェードで作製した診断用ステ
ントを用いて診断することで，低密度の骨密度や粘膜厚さの
計測が可能であることが分かった．さらに，その治療計画に
基づき問題なく手術が行えることも確かめられた．ボーン
シェードを用いたX線診断用ステントを使用することでより
確実な治療計画，より安全なインプラント埋入手術が可能に
なると思われた．

○末瀬 一彦1, 2，木下 浩志2，佐藤 琢也2，玉置 敏夫2

大阪歯科大学歯科審美学室1，大阪歯科大学歯科技工士専門
学校2

Characteristics of surface-polishing zirconia
○SUESE K1, 2, KINOSHITA H2, SATOH T2, 
TAMAKI T2

Osaka Dental University Dept. Esthetic Dentistry1, Osaka 
Dental University School of Dental Technicians2

P-2-19★
ジルコニアの研磨性に関する研究

Ⅰ目的：　CAD/CAMテクノロジーの普及に伴って，強靭
性，生体親和性，透光性，耐摩耗性に優れたジルコニアが用
いられるようになってきた．インプラント治療ではアバット
メントや上部構造などに応用されている．ジルコニアはグ
レージングやステインによって表面を滑沢にするのではな
く，機械的研磨によって表面性状を整えるが，硬さが大き
く，延性や展性が少ないことから研磨が困難である．今回，
滑沢なジルコニア表面を得るためにダイヤモンド含有のシリ
コンポイントを用いて表面粗さおよび光沢度について検討し
た．
Ⅱ材料および方法：　最終焼成を終えたイットリア部分安定
化ジルコニア（カタナジルコニア　クラレノリタケデンタル（株））
を長さ10 mm，幅 5 mm，厚さ 1 mmのサイズに調整し，2
社のメーカーの異なるシリコンポイント 3 種（エデンタ社製
およびコメット社製）を中研磨→仕上げ研磨→艶出し研磨の
順に用い，さらに最終仕上げとしてパールサーフェイスＺ
（クラレノリタケ社製），ダイレクトダイヤペースト（松風
社製）およびジルコポル（フェグラメッド社製）を用いて研
磨を行った．各ステップの試料をレーザー顕微鏡キーエンス
VK-9710で表面粗さ（Ra）を，日本電色社製光沢度計（60°
反射）で表面光沢度を計測し，比較検討を行った．
Ⅲ結果：　エデンタ社製シリコンポイントでは，中研磨で表
面粗さ2.07μm,　光沢度35.1％，仕上げ研磨で表面粗さ0.61
μm，光沢度45.9％，艶出し研磨で表面粗さ0.18μm，光沢
度126.5％，最終仕上げパールサーフェイスで表面粗さ0.06μ
m，光沢度175.8％，ダイレクトダイヤペーストで表面粗さ
0.07μm，光沢度169.9％，ジルコポルで表面粗さ0.07μm，光
沢度172.6％であった．コメット社製シリコンポイントにおい
てもほぼ同様の傾向を示し，有意の差はほとんどみられな
かった．最終仕上げでは光沢度において使用材料によって有
意の差が認められた．
Ⅳ考察および結論：　インプラント治療においては，アバッ
トメントや上部構造にジルコニアを用いる症例が増加してい
るが，強度，適合性およびプラークコントロールなどにおい
て表面性状は極めて重要な要素である．ジルコニアは機械的
研磨によって滑沢性を得ることができるが，ダイヤモンド粒
子が含有されたシリコンポイントを粗→細へ適切に使用し，
最終仕上げに専用の研磨剤を用いることによって極めて滑沢
な鏡面状態の研磨面が得られることがわかった．

○綠野 智康1，矢島 奈央子2，丹谷 聖一3，宗像 源博2，
二瓶 智太郎1

神奈川歯科大学クリニカル・バイオマテリアル講座1，神奈
川歯科大学附属病院口腔インプラントセンター2，北海道形
成歯科研究会3

Study on performance characteristic of temporary cements
○MIDONO T1, YAJIMA N2, TANYA S3, 
MUNAKATA M2, NIHEI T1

Department of Clinical Biomaterials,Graduate School of 
Dentistry, Kanagawa Dental University1, Division of Oral 
Implant Center, Kanagawa Dental University Hospital2, 
Institute of Hokkaido Plastic Dentistry3

P-2-20
仮着用セメントの性能特性について

Ⅰ目的：　近年，インプラント治療を含み修復・補綴処置
は，審美性を考慮してセラミックスが頻用されつつあり，最
終補綴装置が装着されるまで暫間被覆冠はアバットメントに
保持されることが重要である．今回10種の仮着用セメントの
性能について比較および評価した．
Ⅱ材料および方法：　今回供した仮着用セメントは，レジン
系として，テリオCSリンク（TL，Ivoclar Vivadent），プレ
ミアー・インプラントセメント（PI，Premier，白水貿易），
インプラントリンクセミ（IS，Detax，茂久田商会），テンポ
リンククリアー（TC，Detax，茂久田商会）の 4 種，酸化亜
鉛系として，フリージノール　テンポラリーパック（TP，
GC），テンポセムNE（TN，DMG．YOSHIDA）の 2 種，カ
ルボキシレート系としてハイ・ボンド　テンポラリーセメン
ト　ソフト　ホワイト（HS，松風），ハイ・ボンド　テンポ
ラリーセメント　ハード　ホワイト（HH，松風）の 2 種，
グラスアイオノマー系として，フジTEMP（FT，GC），IP 
テンプボンド（IP，松風）の 2 種，計10種類とし，それぞれ
の被膜厚さ，3 Dモデルでの接着強度，および圧縮強さを測
定し，得られた値はPost-Hoc Tukey multiple comparison 
testsの多重比較検定を行った．
Ⅲ結果：　被膜厚さは，TPおよびIPセメントでは最も薄い
厚さとなり，レジン系セメントとTNセメントでは30μm前
後の厚さとなり，カルボキシレート系セメントでは，有意に
高い値となった（p<0.05）．接着強さは，水中1週間保管後
で，HH，IP，およびFTでは比較的高い強さが得られた．圧
縮強さはPIセメントで最大の値となった（p<0.05）．
Ⅳ考察および結論：　仮着用セメントの安定した被着体の保
持には，被膜厚さが薄く，接着強さと圧縮強さもある程度強
度が維持することが必要と示唆された．
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○末石 哲之，村上 洋，早川 永晃，手代木 悠太，須長 敬
日本大学松戸歯学部付属病院

Clinical assessment of implant treatment in our department 
-In cases of patients followed up over a 10 year period-
○SUEISHI T, MURAKAMI H, HAYAKAWA N, 
TESHIROGI Y, SUNAGA T
Oral Implant Clinic Nihon University School of Dentistry at 
Matsudo

P-2-21★
当科におけるインプラント症例に対する
臨床的検討
－術後１０年以上経過症例について－

Ⅰ目的：　インプラント治療は良好な長期予後の報告が多
く，有効な欠損補綴の手段として広く認められている．当院
では1987年にインプラント治療を開始し，その症例数は年々
増加している．そこで今回は，当科におけるインプラント治
療の現状把握と今後の改善を目的として，術後10年以上経過
した症例について調査をしたので報告する．
Ⅱ対象および方法：　対象は日本大学松戸歯学部付属病院口
腔インプラント科にて1987年から2003年12月までにインプラ
ント埋入手術を行った288名（男91名，女197名），825本と
し，未来院者，インプラント体の種類，周囲骨の吸収の有
無，埋入部位，埋入本数，骨造成件数，インプラント体脱
落・撤去数について調査した．なお，本研究は日本大学松戸
歯学部倫理委員会の承認（EC12-016号）を得て行った．
Ⅲ結果：　インプラント埋入手術後10年以上経過した288名
のうち，2013年 1 月以降過去 1 年間来院していない未来院患
者は80名であった．リコールに応じた208名（72.2%），603本
について詳しく調査したところ，患者一人あたりの平均埋入
本数は2.9本であり，埋入部位では臼歯部症例が84%と多かっ
た．骨造成件数は20症例であった．当院で脱落・撤去された
インプラント体は11本であり，原因は破折（ 5 例），インプ
ラント周囲炎（ 5 例），初期感染（ 1 例）であった．インプ
ラント体の種類はブレードタイプ 4 本，サファイヤタイプ 2
本，ルートタイプインプラントのうちエクスターナル型26
本，インターナル型571本だった．また全症例中最も多く使
用されたインターナル型テーパー接合のインプラント571本
について調査したところ，インプラントプラットフォームよ
りも周囲骨の吸収（以下，骨吸収）が認められたが安定して
いるものは251本（41.6%）であり，骨吸収の無いものは341本
（56.5%）であった．骨吸収が進行中のものは57本（10.6%）
であった． 
Ⅳ考察および結論：　インプラント埋入手術後10年以上経
過した患者のうちリコールに応じているのは208名（72.2%）
であった．208名603本のうち埋入総数の98.6％が現在も機
能していた．最も多く使用されたルートタイプインプラント
のインターナル型の中で骨吸収を認めた251本のうち194本
（77.3％）は進行が見られず安定していた．撤去症例につい
ては一口腔単位での管理を意識して行うことや，個々の症例
に応じたメンテナンスプログラムの構築が必要であると考え
る．

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

Tendency of the implant patient of the dental clinic in one 
local city
○KIMI K, KURIKI I, SATO M, YAMAMOTO M, 
HOSHI T
Tohoku-Hokkaido Branch

P-2-22★
一地方都市における歯科医院のインプラント患者
の傾向

Ⅰ目的：　当院は東北地方の一地方都市に開業する歯科医院
である．開業歯科医院において，ある一定数以上のインプラ
ント患者を確保することは，術者のインプラント治療の技術
を維持し，かつ患者に還元することができるための 1 つの重
要な因子になると考えられる．当院では2014年 4 月～2015年
3 月までの 1 年間に，それ以前の 4 年間と比較し大幅な患者
数の増加をみた．その変化の要因を把握するため，以下の項
目について検討したので報告する．
Ⅱ対象および方法：　2010年 4 月より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（治療途中の患者も含
む）101名（男性37名，女性64名，平均年齢55.0±14.1歳）に
ついて，人数，年齢，性別，インプラント埋入部位，本数，
上部構造について検討した．
Ⅲ結果：　2010年 4 月～2014年 3 月までの 4 年間での患者数
は32名（男性：8 名，女性：24名，平均年齢：55.9±11.8歳）で
あった．インプラント埋入部位は，下顎前歯 1 名（3.1%），
下顎臼歯 8 名（25.0%），下顎前歯・臼歯0名（0.0%），上顎前
歯 4 名（12.5%），上顎臼歯 8 名（25.0%），上顎前歯・臼歯 4
名（12.5%），全顎 7 名（21.9%）であった．埋入本数は，3 本
以下21名（65.6%），4 本以上11名（34.4%）であった．上部構
造はオールセラミッククラウン（AC）1名（3.1%），メタルボ
ンドクラウン16名（50.0%），ハイブリット前装冠（HC）14
名（43.8%），義歯（D）1 名（3.1%）であった．2014年 4 月～
2015年 3 月までの 1 年 間での患者数は69名（男性：29名，女
性：40名，平均年齢：54.5±15.1歳）であった．インプラント
埋入部位は，下顎前歯 6 名（8.7%），下顎臼歯26名（37.7%），下
顎前歯・臼歯1名（1.4%），上顎前歯11名（15.9%），上顎臼歯
16名（23.2%），上顎前歯・臼歯 5 名（7.2%），全顎 4 名（5.8%）
であった．埋入本数は，3 本以下61名（88.4%），4 本以上 8 名
（11.6%）であった．上部構造はAC 3 名（4.3%），HC33名
（47.8%），全部鋳造冠18名（26.1%），D15名（21.7.%）で
あった．
Ⅳ考察および結論：　①術者がインプラント治療に習熟し，
かつ少数歯欠損症例におけるインプラント治療の優位性につ
いて自信を持って十分に説明が行えるようになったこと，②
インプラント義歯や全部鋳造冠の上部構造など，審美性より
も機能を重視した治療の選択枝を増やすことで地域患者の
ニーズにあった治療を行うことができるようになったこと，
が患者数の増加に繋がったと考えられた．

○平田 智子，肥後 智樹，高森 翔子，越沼 伸也，山本 学
滋賀医科大学医学部歯科口腔外科学講座

Clinical study of new patients for implant treatment in our 
department
○HIRATA T, HIGO T, TAKAMORI S, KOSHINUMA S, 
YAMAMOTO G
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Shiga 
University of Medical Science

P-2-23★
当科におけるインプラント新来患者の
臨床統計学的検討

Ⅰ目的：　当科では2006年 2 月より，「滋賀医科大学医学部
附属病院地域連携インプラントシステム（地域連携インプラ
ントシステム）」を開始した．今回，2006年 2 月26日～2015
年 3 月31日までの 9 年 1 か月間のインプラント新来患者に対
し，患者数，治療内容，インプラント治療実施率について，
臨床統計学的検討を行ったので報告する．
Ⅱ対象および方法：　2006年 2 月26日～2014年 3 月31日まで
の 9 年 1 か月間に，インプラント関連治療のため当科を受診
したすべての患者640例（インプラント治療希望511例，CT
撮影依頼86例，その他，他院でのトラブル症例等43例）を対
象とし，男女別，年齢別，治療内容，インプラント治療実施
率について集計を行った．
Ⅲ結果：　1，男女別・年齢別新来患者数　インプラント新
来患者数は640例（男性 260例，女性 380例）で，男女比は
約 4：6 で女性が多かった．年齢別では10歳代 9 例，20歳代 
38例，30歳代 55例，40歳代 88例，50歳代 200例，60歳代 
190例，70歳代以上 60例であり，50歳代女性が全体の約19%
を占めた．
2，治療内容　実際にインプラント関連治療を実施した患者
は262例であり，その内訳は，インプラント埋入のみを行っ
た患者が108例，骨造成のみを行った患者が29例，両者を同
時に施行した患者が125例であった．他院にて植立されたイ
ンプラントにインプラント周囲炎等のトラブルが生じ当科受
診に至った患者は43例であり，そのうち，インプラント体除
去や消炎処置等を行った患者は28例であった．
3，インプラント治療実施率　インプラント治療希望で受診
した患者511例のうち，地域連携インプラントシステムを利
用し受診した患者数は98例であり，全体の19.1%であった．
その中で治療実施者は68例，治療実施率は69.4%であった．
また，地域連携インプラントシステム以外の患者数は413例
であり，治療実施者は169例，治療実施率は40.9%であった．
Ⅳ考察および結論：　地域連携インプラントシステムを利用
した患者の治療実施率（69.4％）が，地域連携インプラント
システム以外の患者の治療実施率（40.9％）よりも高値を示
していた．これは，地域連携登録医と当科における治療内容
の説明が一律化されており，患者の理解を十分に得ることが
可能であったためと考えられる．今後，本システムを啓蒙す
ることによりさらに登録医を増やし，治療を円滑に進められ
るよう，より緊密な連携システムを構築すべきであると考え
られた．

○森岡 俊行，川口 太郎，高梨 琢也，伊藤 太一，矢島 安朝
東京歯科大学口腔インプラント学講座

Clinical stastical study of new patients who had treated 
implant therapy in our hospitals
○MORIOKA T, KAWAGUCHI T, TAKANASHI T, 
ITOU T, YAJIMA Y
Tokyo Dental College Department of Oral and Maxillofacial 
Implantology

P-2-24★
当院の新規来院患者におけるインプラント
既往患者の動向調査

Ⅰ目的：　近年インプラント治療は，診断や治療法の進歩に
伴い，良好な予後をもたらし，欠損補綴に対する一般的な治
療法の一つとして普及している．東京歯科大学口腔インプラ
ント科は，毎年多くの新規来患者（以下，新患）を受け入れ
ている．新患の主訴は，欠損に対するインプラント治療や，
他院･海外よりの転院希望，インプラント周囲炎や，メイン
テナンス等，多岐にわたっている．また欠損部にインプラン
ト治療を希望した新患の中には，すでに他部位に他院による
インプラント治療既往を持つ患者が多く含まれている．今回
新患における，インプラント治療既往をもつ患者の割合を検
討し若干の知見を得たので報告する．
Ⅱ材料および方法：　東京歯科大学口腔インプラント科を
2014年 4 月より2015年 3 月までに受診した新患を対象とし
た．新患中のインプラント治療既往患者数の割合．また，イ
ンプラント既往患者の来院理由，紹介元の有無を分析した． 
また，千葉病院，水道橋病院における患者動向の比較検討を
行った．埋入済みインプラントの種類については問診及びレ
ントゲン像より調査した．
Ⅲ結果：　2014年 4 月から2015年 3 月までの１年間のインプ
ラント科の新患は976名（水道橋病院495名，千葉病院481
名）であった．そのうちインプラント治療既往のある患者は
241名であり，新患の24．7％を占めていた．水道橋-千葉の比
較において著しい地域差は認められなかった．インプラント
既往患者の主訴として，埋入済みのインプラントに対するト
ラブルが124名，新たな欠損部に対するインプラント治療希
望は99名であった．紹介元として一般開業医より93名，院内
他科よりの紹介が108名，紹介無しが33名であった．
Ⅳ考察および結論：　インプラント治療を希望する患者は，
年々増加しており，東京歯科大学インプラント科において
も，新患の増加が認められる．新患中，インプラント既往患
者は24．7%を占め，さらに，他部位にインプラント治療がさ
れており，新たな欠損に対しインプラント治療を希望する患
者は10．1%であった．インプラント治療の普及に伴い，今後
新患におけるインプラント既往患者の増加が予測され．この
ことは患者に対し口腔インプラントカード等によるインプラ
ント治療の情報を提供し，歯科医師間での情報共有の重要
性，さらに，自院で使用していないインプラントシステムに
も精通していく必要性が示唆された．
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○末石 哲之，村上 洋，早川 永晃，手代木 悠太，須長 敬
日本大学松戸歯学部付属病院

Clinical assessment of implant treatment in our department 
-In cases of patients followed up over a 10 year period-
○SUEISHI T, MURAKAMI H, HAYAKAWA N, 
TESHIROGI Y, SUNAGA T
Oral Implant Clinic Nihon University School of Dentistry at 
Matsudo

P-2-21★
当科におけるインプラント症例に対する
臨床的検討
－術後１０年以上経過症例について－

Ⅰ目的：　インプラント治療は良好な長期予後の報告が多
く，有効な欠損補綴の手段として広く認められている．当院
では1987年にインプラント治療を開始し，その症例数は年々
増加している．そこで今回は，当科におけるインプラント治
療の現状把握と今後の改善を目的として，術後10年以上経過
した症例について調査をしたので報告する．
Ⅱ対象および方法：　対象は日本大学松戸歯学部付属病院口
腔インプラント科にて1987年から2003年12月までにインプラ
ント埋入手術を行った288名（男91名，女197名），825本と
し，未来院者，インプラント体の種類，周囲骨の吸収の有
無，埋入部位，埋入本数，骨造成件数，インプラント体脱
落・撤去数について調査した．なお，本研究は日本大学松戸
歯学部倫理委員会の承認（EC12-016号）を得て行った．
Ⅲ結果：　インプラント埋入手術後10年以上経過した288名
のうち，2013年 1 月以降過去 1 年間来院していない未来院患
者は80名であった．リコールに応じた208名（72.2%），603本
について詳しく調査したところ，患者一人あたりの平均埋入
本数は2.9本であり，埋入部位では臼歯部症例が84%と多かっ
た．骨造成件数は20症例であった．当院で脱落・撤去された
インプラント体は11本であり，原因は破折（ 5 例），インプ
ラント周囲炎（ 5 例），初期感染（ 1 例）であった．インプ
ラント体の種類はブレードタイプ 4 本，サファイヤタイプ 2
本，ルートタイプインプラントのうちエクスターナル型26
本，インターナル型571本だった．また全症例中最も多く使
用されたインターナル型テーパー接合のインプラント571本
について調査したところ，インプラントプラットフォームよ
りも周囲骨の吸収（以下，骨吸収）が認められたが安定して
いるものは251本（41.6%）であり，骨吸収の無いものは341本
（56.5%）であった．骨吸収が進行中のものは57本（10.6%）
であった． 
Ⅳ考察および結論：　インプラント埋入手術後10年以上経
過した患者のうちリコールに応じているのは208名（72.2%）
であった．208名603本のうち埋入総数の98.6％が現在も機
能していた．最も多く使用されたルートタイプインプラント
のインターナル型の中で骨吸収を認めた251本のうち194本
（77.3％）は進行が見られず安定していた．撤去症例につい
ては一口腔単位での管理を意識して行うことや，個々の症例
に応じたメンテナンスプログラムの構築が必要であると考え
る．

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

Tendency of the implant patient of the dental clinic in one 
local city
○KIMI K, KURIKI I, SATO M, YAMAMOTO M, 
HOSHI T
Tohoku-Hokkaido Branch

P-2-22★
一地方都市における歯科医院のインプラント患者
の傾向

Ⅰ目的：　当院は東北地方の一地方都市に開業する歯科医院
である．開業歯科医院において，ある一定数以上のインプラ
ント患者を確保することは，術者のインプラント治療の技術
を維持し，かつ患者に還元することができるための 1 つの重
要な因子になると考えられる．当院では2014年 4 月～2015年
3 月までの 1 年間に，それ以前の 4 年間と比較し大幅な患者
数の増加をみた．その変化の要因を把握するため，以下の項
目について検討したので報告する．
Ⅱ対象および方法：　2010年 4 月より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（治療途中の患者も含
む）101名（男性37名，女性64名，平均年齢55.0±14.1歳）に
ついて，人数，年齢，性別，インプラント埋入部位，本数，
上部構造について検討した．
Ⅲ結果：　2010年 4 月～2014年 3 月までの 4 年間での患者数
は32名（男性：8 名，女性：24名，平均年齢：55.9±11.8歳）で
あった．インプラント埋入部位は，下顎前歯 1 名（3.1%），
下顎臼歯 8 名（25.0%），下顎前歯・臼歯0名（0.0%），上顎前
歯 4 名（12.5%），上顎臼歯 8 名（25.0%），上顎前歯・臼歯 4
名（12.5%），全顎 7 名（21.9%）であった．埋入本数は，3 本
以下21名（65.6%），4 本以上11名（34.4%）であった．上部構
造はオールセラミッククラウン（AC）1名（3.1%），メタルボ
ンドクラウン16名（50.0%），ハイブリット前装冠（HC）14
名（43.8%），義歯（D）1 名（3.1%）であった．2014年 4 月～
2015年 3 月までの 1 年 間での患者数は69名（男性：29名，女
性：40名，平均年齢：54.5±15.1歳）であった．インプラント
埋入部位は，下顎前歯 6 名（8.7%），下顎臼歯26名（37.7%），下
顎前歯・臼歯1名（1.4%），上顎前歯11名（15.9%），上顎臼歯
16名（23.2%），上顎前歯・臼歯 5 名（7.2%），全顎 4 名（5.8%）
であった．埋入本数は，3 本以下61名（88.4%），4 本以上 8 名
（11.6%）であった．上部構造はAC 3 名（4.3%），HC33名
（47.8%），全部鋳造冠18名（26.1%），D15名（21.7.%）で
あった．
Ⅳ考察および結論：　①術者がインプラント治療に習熟し，
かつ少数歯欠損症例におけるインプラント治療の優位性につ
いて自信を持って十分に説明が行えるようになったこと，②
インプラント義歯や全部鋳造冠の上部構造など，審美性より
も機能を重視した治療の選択枝を増やすことで地域患者の
ニーズにあった治療を行うことができるようになったこと，
が患者数の増加に繋がったと考えられた．

○平田 智子，肥後 智樹，高森 翔子，越沼 伸也，山本 学
滋賀医科大学医学部歯科口腔外科学講座

Clinical study of new patients for implant treatment in our 
department
○HIRATA T, HIGO T, TAKAMORI S, KOSHINUMA S, 
YAMAMOTO G
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Shiga 
University of Medical Science

P-2-23★
当科におけるインプラント新来患者の
臨床統計学的検討

Ⅰ目的：　当科では2006年 2 月より，「滋賀医科大学医学部
附属病院地域連携インプラントシステム（地域連携インプラ
ントシステム）」を開始した．今回，2006年 2 月26日～2015
年 3 月31日までの 9 年 1 か月間のインプラント新来患者に対
し，患者数，治療内容，インプラント治療実施率について，
臨床統計学的検討を行ったので報告する．
Ⅱ対象および方法：　2006年 2 月26日～2014年 3 月31日まで
の 9 年 1 か月間に，インプラント関連治療のため当科を受診
したすべての患者640例（インプラント治療希望511例，CT
撮影依頼86例，その他，他院でのトラブル症例等43例）を対
象とし，男女別，年齢別，治療内容，インプラント治療実施
率について集計を行った．
Ⅲ結果：　1，男女別・年齢別新来患者数　インプラント新
来患者数は640例（男性 260例，女性 380例）で，男女比は
約 4：6 で女性が多かった．年齢別では10歳代 9 例，20歳代 
38例，30歳代 55例，40歳代 88例，50歳代 200例，60歳代 
190例，70歳代以上 60例であり，50歳代女性が全体の約19%
を占めた．
2，治療内容　実際にインプラント関連治療を実施した患者
は262例であり，その内訳は，インプラント埋入のみを行っ
た患者が108例，骨造成のみを行った患者が29例，両者を同
時に施行した患者が125例であった．他院にて植立されたイ
ンプラントにインプラント周囲炎等のトラブルが生じ当科受
診に至った患者は43例であり，そのうち，インプラント体除
去や消炎処置等を行った患者は28例であった．
3，インプラント治療実施率　インプラント治療希望で受診
した患者511例のうち，地域連携インプラントシステムを利
用し受診した患者数は98例であり，全体の19.1%であった．
その中で治療実施者は68例，治療実施率は69.4%であった．
また，地域連携インプラントシステム以外の患者数は413例
であり，治療実施者は169例，治療実施率は40.9%であった．
Ⅳ考察および結論：　地域連携インプラントシステムを利用
した患者の治療実施率（69.4％）が，地域連携インプラント
システム以外の患者の治療実施率（40.9％）よりも高値を示
していた．これは，地域連携登録医と当科における治療内容
の説明が一律化されており，患者の理解を十分に得ることが
可能であったためと考えられる．今後，本システムを啓蒙す
ることによりさらに登録医を増やし，治療を円滑に進められ
るよう，より緊密な連携システムを構築すべきであると考え
られた．

○森岡 俊行，川口 太郎，高梨 琢也，伊藤 太一，矢島 安朝
東京歯科大学口腔インプラント学講座

Clinical stastical study of new patients who had treated 
implant therapy in our hospitals
○MORIOKA T, KAWAGUCHI T, TAKANASHI T, 
ITOU T, YAJIMA Y
Tokyo Dental College Department of Oral and Maxillofacial 
Implantology

P-2-24★
当院の新規来院患者におけるインプラント
既往患者の動向調査

Ⅰ目的：　近年インプラント治療は，診断や治療法の進歩に
伴い，良好な予後をもたらし，欠損補綴に対する一般的な治
療法の一つとして普及している．東京歯科大学口腔インプラ
ント科は，毎年多くの新規来患者（以下，新患）を受け入れ
ている．新患の主訴は，欠損に対するインプラント治療や，
他院･海外よりの転院希望，インプラント周囲炎や，メイン
テナンス等，多岐にわたっている．また欠損部にインプラン
ト治療を希望した新患の中には，すでに他部位に他院による
インプラント治療既往を持つ患者が多く含まれている．今回
新患における，インプラント治療既往をもつ患者の割合を検
討し若干の知見を得たので報告する．
Ⅱ材料および方法：　東京歯科大学口腔インプラント科を
2014年 4 月より2015年 3 月までに受診した新患を対象とし
た．新患中のインプラント治療既往患者数の割合．また，イ
ンプラント既往患者の来院理由，紹介元の有無を分析した． 
また，千葉病院，水道橋病院における患者動向の比較検討を
行った．埋入済みインプラントの種類については問診及びレ
ントゲン像より調査した．
Ⅲ結果：　2014年 4 月から2015年 3 月までの１年間のインプ
ラント科の新患は976名（水道橋病院495名，千葉病院481
名）であった．そのうちインプラント治療既往のある患者は
241名であり，新患の24．7％を占めていた．水道橋-千葉の比
較において著しい地域差は認められなかった．インプラント
既往患者の主訴として，埋入済みのインプラントに対するト
ラブルが124名，新たな欠損部に対するインプラント治療希
望は99名であった．紹介元として一般開業医より93名，院内
他科よりの紹介が108名，紹介無しが33名であった．
Ⅳ考察および結論：　インプラント治療を希望する患者は，
年々増加しており，東京歯科大学インプラント科において
も，新患の増加が認められる．新患中，インプラント既往患
者は24．7%を占め，さらに，他部位にインプラント治療がさ
れており，新たな欠損に対しインプラント治療を希望する患
者は10．1%であった．インプラント治療の普及に伴い，今後
新患におけるインプラント既往患者の増加が予測され．この
ことは患者に対し口腔インプラントカード等によるインプラ
ント治療の情報を提供し，歯科医師間での情報共有の重要
性，さらに，自院で使用していないインプラントシステムに
も精通していく必要性が示唆された．
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○赤塚 亮1, 2，小山 重人2, 4，山内 健介2, 3，
佐々木 啓一1, 2，高橋 哲2, 3

東北大学大学院歯学研究科口腔システム補綴学分野1，東北
大学病院歯科インプラントセンター2，東北大学大学院歯学
研究科顎顔面・口腔外科分野3，東北大学病院顎口腔再建治
療部4

Clinicostatistical study of the dental implant treatment in 
the Dental Implant Center at Tohoku University Hospital 
for two years
○AKATSUKA R1, 2, KOYAMA S2, 4，YAMAUCHI K2, 3, 
SASAKI K1, 2, TAKAHASHI T2, 3, 
Division of Advanced Prosthetic Dentistry, Tohoku University 
Graduate School of Dentistry1, Dental Implant Center, 
Tohoku University Hospital2, Division of Oral & Maxillofacial 
Surgery, Tohoku University Graduate School of Dentistry3, 
Maxillofacial Prosthetics Clinic, Tohoku University Hospital4

P-2-25
大学病院歯科インプラントセンター開設2年間の
臨床統計

Ⅰ目的：　近年インプラント治療患者数は増加傾向にあり，
より安全で専門性の高いインプラント医療へのニーズは高
まっている．2013年 4 月，インプラント治療に関わる複数の
専門分野を集約した体制で，東北大学病院に歯科インプラン
トセンターが開設された．そこで，2013年 4 月 1 日から2015
年 3 月31日まで開設 2 年間の当院歯科インプラントセンター
で行ったインプラント処置の臨床統計に関して報告する．
Ⅱ材料および方法：　本調査は，東北大学大学院歯学研究科
倫理委員会において「インプラント治療のアウトカムに関す
る臨床疫学調査」（承認番号23-7）として承認され，患者の
同意を得て行われた．2013年 4 月 1 日から2015年 3 月31日の
2 年間にかけて当センターでインプラント処置を行った症例
について，患者数，処置本数，埋入部位，併用した麻酔方
法，骨造成症例数，保険インプラント数，最終補綴物装置の
種類について調査した．
Ⅲ結果：　調査した 2 年間でのインプラント処置総症例数は
286症例（骨造成のみ45症例，インプラント埋入241症例）で
あり，男性93人，女性151人であった．年齢は19-83歳にわた
り，平均55.9歳で60歳代が最も多かった．インプラント体の
総埋入本数は，合計469本のインプラント体を埋入してお
り，患者一人平均2.0本埋入を施行していた．埋入部位とし
ては下顎臼歯部が最も多く226本で全体の48.2%であった．骨
造成術を施行した104症例のうち，主だった術式としてはベ
ニアグラフトが29症例，GBRが26症例，ソケットリフトが
14症例，上顎洞底挙上術が10症例であった．広範囲顎骨支持
型補綴装置（保険インプラント）は11症例32本行った．最終
補綴物装置を装着した226症例に対して，固定式補綴装置は
陶材焼付鋳造冠182症例，オールセラミッククラウン14症
例，金属冠15症例，硬質レジン前装冠 2 症例であり，可撤性
補綴装置は，全部床義歯 8 症例，部分床義歯 5 症例であっ
た．
Ⅳ考察および結論：　長期的治療を必要とするインプラント
治療において安全で予知性の高い治療を短期間で確実に行う
ために，よりいっそうの病診連携や院内各科との連係を深め
治療と処置カンファレンスの実施を強めていく必要がある．

○奥田 謙一，小室 暁，長田 卓央，山野 総一郎，阪本 貴司
大阪口腔インプラント研究会

Questionnaire on implant treatment records to dentists of 
Osaka Academy of Oral Implantology
○OKUDA K, KOMURO A, NAGATA T, YAMANO S, 
SAKAMOTO T
Osaka Academy of Oral Implantology

P-2-26
インプラント情報管理記録表に対する歯科医の
意識調査

Ⅰ目的：　インプラント治療の広まりと共に，インプラント
埋入手術や補綴処置を行った担当医以外の歯科医がその後の
メンテナンスを行う機会が増加した．当研究会では前医が
行ったインプラント治療の内容を容易に把握できることを目
的とした「インプラント手帳」を2009年に作成した．今回は
「インプラント手帳を含むインプラント情報管理記録表」に
対する歯科医の意識調査を行った．なお本手帳は当研究会の
ホームページから誰でもダウンロードできる.
Ⅱ対象および方法：　インプラント手帳を含むインプラント
情報管理記録表に対する歯科医の意識を調べるために，当研
究会会員の歯科医師300名にアンケートを行った．調査内容
は, ①インプラント手帳を知っているか, ②インプラント手帳
のような情報管理記録表は必要だと思うか, ③インプラント
手帳を使ったことがあるか, ④その他のインプラント情報管
理記録表を使ったことがあるか, ⑤他の医院で埋入されたイ
ンプラントのメンテナンスをしているか, ⑥インプラント手
帳を含むいろいろな情報管理記録表から情報を得たことがあ
るか, の 6 項目である．
Ⅲ結果：　174名から回答を得, 回答率は58％であった．回
答者の平均年齢は48歳で臨床経験は 1 年から35年までで, 平
均12年であった. ①インプラント手帳を知っていたのは141名
（81％）であった．②情報管理記録表は必要であるとの回答
は165名（95％）であった. ③インプラント手帳を使ったこと
があると回答したのは42名（24％）であった．④その他の情
報管理記録表を使ったことがあったのは57名（33％）であっ
た. ⑤他医院で埋入されたインプラントのメンテナンスは141
名（81％）が経験していた. ⑥情報管理記録表から情報を得
た歯科医は114名（66％）であった．回答した歯科医の年齢
による差異はなかった.
Ⅳ考察および結論：　「インプラント手帳」を知っていた歯
科医は81％と多く, 使ったことがある歯科医も他の記録表を
含めて99名（57％）と半数以上であった. 情報管理記録表は
知っているが使ったことがない歯科医の多くはインプラント
埋入経験がないと推察された. 他医院のインプラントのメイ
ンテナンスを経験している歯科医は81％と多く, 66％が情報
管理記録表から情報を得ていた. 情報管理記録表が臨床現場
において役立っている事が明らかとなった. 今後より多くの
歯科医療関係者にとって活用しやすい情報管理記録表が普及
することを期待する.

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

A report of patient guestionary survey for the implant 
treatment
○KURIKI I, SATO M, YAMAMOTO M, HOSHI T, 
KIMI K
Tohoku-Hokkaido Branch

P-2-28★
インプラント治療に対する患者アンケート調査報告

Ⅰ目的：　インプラント治療の術後調査は術者が評価するも
のが多く，患者側の視点を調査した報告は少ない．患者のイ
ンプラント治療に対しての満足度評価を行うことにより，さ
らなる満足度やインプラント治療に対する受容度の向上につ
ながるものと考え，患者を対象としたアンケート調査を行っ
た．
Ⅱ対象および方法：　2010年 4 月から2015年 3 月の 5 年間に
かけて当院でインプラント治療を行い，最終補綴装置を装着
後 1 ヶ月以上経過した患者53名を対象とした．調査について
は，患者全員の同意を得て，無記名によるアンケート方式
で，調査項目は 1）治療計画の説明，2）治療期間，3）治療環
境，4）メインテナンス，5）歯科医師・歯科衛生士の対応，
6）機能性，7）審美性，8）総合的満足度の 8 項目とした．
Ⅲ結果：　アンケートは53名中52名（平均年齢58.8％，男性
20名，女性32名）が提出し，回収率は98.1％であった．調査
項目の「2）治療期間」以外の項目において非常に満足して
いるまたは満足しているとの回答が，93％以上を占め，その
内，非常に満足しているとの回答の割合が多かった項目は，
「歯科医師・歯科衛生士の対応（10名，19％）」，「機能性
（ 9 名，17％）」，「メインテナンス（ 8 名，15％）」であり，
満足との回答の割合が多かった項目は，「治療環境（45名，
87％）」，「メインテナンス（43名，83％）」，「治療計画の説明
（42名，81％）」，「審美性（42名，81％）」，一方で不満との回
答の割合が多かった項目は，「総合満足度（ 7 名，13％）」，
「治療計画の説明（ 4 名，8％）」であった．また「2）治療期
間」の項目では，非常に長い 6 名（12％），長い38名（76％），
短い 8 名（15％）となり，アンケートの結果からは，1 次手
術から 2 次手術までの治療期間が長い，との回答が多かっ
た．
Ⅳ考察および結論：　当院では，確実なオッセオインテグ
レーションを獲得するための充分な待機期間を設けている．
しかし，インプラントの種類，患者の骨質，生活環境全般を
踏まえた治療期間や全体治療計画の説明が不十分であったこ
とが，反映された可能性がある．今後は，全身状態等も含め
たインプラント治療に関する充分な知識に基づき，治療期間
についてできるだけ明確かつ詳細に説明を行うことが必要で
あると考える．

○金平 裕久美，永久 景那，新井 是宣，馬場 俊輔，
川添 堯彬
大阪歯科大学口腔インプラント学講座

Assessment of implant treatment by using general oral 
health assessment index
○KANEHIRA Y, NAGAHISA K, ARAI K, BABA S, 
KAWAZOE T
Department of Oral Implantology, Osaka Dental University

P-2-27★
General Oral Health Assessment Indexを
用いたインプラント治療の評価

Ⅰ目的：　科学的に検証されたデータに基づいて，医学上の
診断法や治療法を選択することを目指す考え方，科学的方法
を体系化するEBMという用語が臨床における臨床家のため
の科学主義を象徴している．しかし，患者にとっての意思決
定や，あるいは社会にとっての医療の選択には，医学的な根
拠だけではなく，価値に影響を与える他のさまざまな因子の
評価が必要である．その評価法の一つとして，患者報告型ア
ウトカム（PRO：Patient-Reported Outcome）という概念が
普及し重要視されてきている．そこで本研究では，インプラ
ント治療をPROの観点から評価することを目的とした．
Ⅱ対象および方法：　研究デザインは横断研究を用いた．
2014年10月 1日から2015年 3 月31日の期間に大阪歯科大学附
属病院口腔インプラント科を受診し，今回の研究の同意を得
られた804名を対象とした．参加者をインプラント治療前
群・インプラント治療後群に分類し，それぞれアイヒナーの
分類から残存歯咬合支持域数別にA1・A2・A3群を 4 域群，
B1群を 3 域群，B2を 2 域群，B3を 1 域群，B4・C1・C2・C3
を 0 域群の 5 群に層別した．参加者から基本調査票ならびに
口腔関連QOL尺度であるGeneral Oral Health Assessment 
Index（GOHAI）質問票の回答を得た．検討項目として，①
インプラント治療前・後の残存歯咬合支持域別 5 群のQOL
値の比較について，Kruskal-Wallis検定を用い，多重比較法
としてSteel-Dwass検定を行った．②インプラント治療前後
の残存歯咬合支持域別QOL値の比較にはMann-Whiteney U
検定を行った．統計解析にはR 2.8.1を用いた．なお，本研究
は大阪歯科大学医の倫理委員会の承認（大歯医倫110786号）
を得て実施した．
Ⅲ結果：　本研究結果から，①インプラント治療前の残存歯
咬合支持域別では有意差が認められ，支持域が減少するとと
もにQOL値も低下した（p＜0.001）．しかし，治療後の残存
歯咬合支持域別のQOL値には有意な差は認められなかった
（p＞0.05）②各咬合支持域群とも，インプラント治療前治
療後において，有意にQOL値は向上した（p＜0.001）．
Ⅳ考察および結論：　今回の結果より咬合支持域を失うと
QOL値は低下した．しかし，欠損部にインプラント治療を
行うことにより，咬合支持域が回復するとQOL値も増加し
た．本結果から，インプラント治療の評価法の一つとして
PROを用いることも必要であると考える．
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○赤塚 亮1, 2，小山 重人2, 4，山内 健介2, 3，
佐々木 啓一1, 2，高橋 哲2, 3

東北大学大学院歯学研究科口腔システム補綴学分野1，東北
大学病院歯科インプラントセンター2，東北大学大学院歯学
研究科顎顔面・口腔外科分野3，東北大学病院顎口腔再建治
療部4

Clinicostatistical study of the dental implant treatment in 
the Dental Implant Center at Tohoku University Hospital 
for two years
○AKATSUKA R1, 2, KOYAMA S2, 4，YAMAUCHI K2, 3, 
SASAKI K1, 2, TAKAHASHI T2, 3, 
Division of Advanced Prosthetic Dentistry, Tohoku University 
Graduate School of Dentistry1, Dental Implant Center, 
Tohoku University Hospital2, Division of Oral & Maxillofacial 
Surgery, Tohoku University Graduate School of Dentistry3, 
Maxillofacial Prosthetics Clinic, Tohoku University Hospital4

P-2-25
大学病院歯科インプラントセンター開設2年間の
臨床統計

Ⅰ目的：　近年インプラント治療患者数は増加傾向にあり，
より安全で専門性の高いインプラント医療へのニーズは高
まっている．2013年 4 月，インプラント治療に関わる複数の
専門分野を集約した体制で，東北大学病院に歯科インプラン
トセンターが開設された．そこで，2013年 4 月 1 日から2015
年 3 月31日まで開設 2 年間の当院歯科インプラントセンター
で行ったインプラント処置の臨床統計に関して報告する．
Ⅱ材料および方法：　本調査は，東北大学大学院歯学研究科
倫理委員会において「インプラント治療のアウトカムに関す
る臨床疫学調査」（承認番号23-7）として承認され，患者の
同意を得て行われた．2013年 4 月 1 日から2015年 3 月31日の
2 年間にかけて当センターでインプラント処置を行った症例
について，患者数，処置本数，埋入部位，併用した麻酔方
法，骨造成症例数，保険インプラント数，最終補綴物装置の
種類について調査した．
Ⅲ結果：　調査した 2 年間でのインプラント処置総症例数は
286症例（骨造成のみ45症例，インプラント埋入241症例）で
あり，男性93人，女性151人であった．年齢は19-83歳にわた
り，平均55.9歳で60歳代が最も多かった．インプラント体の
総埋入本数は，合計469本のインプラント体を埋入してお
り，患者一人平均2.0本埋入を施行していた．埋入部位とし
ては下顎臼歯部が最も多く226本で全体の48.2%であった．骨
造成術を施行した104症例のうち，主だった術式としてはベ
ニアグラフトが29症例，GBRが26症例，ソケットリフトが
14症例，上顎洞底挙上術が10症例であった．広範囲顎骨支持
型補綴装置（保険インプラント）は11症例32本行った．最終
補綴物装置を装着した226症例に対して，固定式補綴装置は
陶材焼付鋳造冠182症例，オールセラミッククラウン14症
例，金属冠15症例，硬質レジン前装冠 2 症例であり，可撤性
補綴装置は，全部床義歯 8 症例，部分床義歯 5 症例であっ
た．
Ⅳ考察および結論：　長期的治療を必要とするインプラント
治療において安全で予知性の高い治療を短期間で確実に行う
ために，よりいっそうの病診連携や院内各科との連係を深め
治療と処置カンファレンスの実施を強めていく必要がある．

○奥田 謙一，小室 暁，長田 卓央，山野 総一郎，阪本 貴司
大阪口腔インプラント研究会

Questionnaire on implant treatment records to dentists of 
Osaka Academy of Oral Implantology
○OKUDA K, KOMURO A, NAGATA T, YAMANO S, 
SAKAMOTO T
Osaka Academy of Oral Implantology

P-2-26
インプラント情報管理記録表に対する歯科医の
意識調査

Ⅰ目的：　インプラント治療の広まりと共に，インプラント
埋入手術や補綴処置を行った担当医以外の歯科医がその後の
メンテナンスを行う機会が増加した．当研究会では前医が
行ったインプラント治療の内容を容易に把握できることを目
的とした「インプラント手帳」を2009年に作成した．今回は
「インプラント手帳を含むインプラント情報管理記録表」に
対する歯科医の意識調査を行った．なお本手帳は当研究会の
ホームページから誰でもダウンロードできる.
Ⅱ対象および方法：　インプラント手帳を含むインプラント
情報管理記録表に対する歯科医の意識を調べるために，当研
究会会員の歯科医師300名にアンケートを行った．調査内容
は, ①インプラント手帳を知っているか, ②インプラント手帳
のような情報管理記録表は必要だと思うか, ③インプラント
手帳を使ったことがあるか, ④その他のインプラント情報管
理記録表を使ったことがあるか, ⑤他の医院で埋入されたイ
ンプラントのメンテナンスをしているか, ⑥インプラント手
帳を含むいろいろな情報管理記録表から情報を得たことがあ
るか, の 6 項目である．
Ⅲ結果：　174名から回答を得, 回答率は58％であった．回
答者の平均年齢は48歳で臨床経験は 1 年から35年までで, 平
均12年であった. ①インプラント手帳を知っていたのは141名
（81％）であった．②情報管理記録表は必要であるとの回答
は165名（95％）であった. ③インプラント手帳を使ったこと
があると回答したのは42名（24％）であった．④その他の情
報管理記録表を使ったことがあったのは57名（33％）であっ
た. ⑤他医院で埋入されたインプラントのメンテナンスは141
名（81％）が経験していた. ⑥情報管理記録表から情報を得
た歯科医は114名（66％）であった．回答した歯科医の年齢
による差異はなかった.
Ⅳ考察および結論：　「インプラント手帳」を知っていた歯
科医は81％と多く, 使ったことがある歯科医も他の記録表を
含めて99名（57％）と半数以上であった. 情報管理記録表は
知っているが使ったことがない歯科医の多くはインプラント
埋入経験がないと推察された. 他医院のインプラントのメイ
ンテナンスを経験している歯科医は81％と多く, 66％が情報
管理記録表から情報を得ていた. 情報管理記録表が臨床現場
において役立っている事が明らかとなった. 今後より多くの
歯科医療関係者にとって活用しやすい情報管理記録表が普及
することを期待する.

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

A report of patient guestionary survey for the implant 
treatment
○KURIKI I, SATO M, YAMAMOTO M, HOSHI T, 
KIMI K
Tohoku-Hokkaido Branch

P-2-28★
インプラント治療に対する患者アンケート調査報告

Ⅰ目的：　インプラント治療の術後調査は術者が評価するも
のが多く，患者側の視点を調査した報告は少ない．患者のイ
ンプラント治療に対しての満足度評価を行うことにより，さ
らなる満足度やインプラント治療に対する受容度の向上につ
ながるものと考え，患者を対象としたアンケート調査を行っ
た．
Ⅱ対象および方法：　2010年 4 月から2015年 3 月の 5 年間に
かけて当院でインプラント治療を行い，最終補綴装置を装着
後 1 ヶ月以上経過した患者53名を対象とした．調査について
は，患者全員の同意を得て，無記名によるアンケート方式
で，調査項目は 1）治療計画の説明，2）治療期間，3）治療環
境，4）メインテナンス，5）歯科医師・歯科衛生士の対応，
6）機能性，7）審美性，8）総合的満足度の 8 項目とした．
Ⅲ結果：　アンケートは53名中52名（平均年齢58.8％，男性
20名，女性32名）が提出し，回収率は98.1％であった．調査
項目の「2）治療期間」以外の項目において非常に満足して
いるまたは満足しているとの回答が，93％以上を占め，その
内，非常に満足しているとの回答の割合が多かった項目は，
「歯科医師・歯科衛生士の対応（10名，19％）」，「機能性
（ 9 名，17％）」，「メインテナンス（ 8 名，15％）」であり，
満足との回答の割合が多かった項目は，「治療環境（45名，
87％）」，「メインテナンス（43名，83％）」，「治療計画の説明
（42名，81％）」，「審美性（42名，81％）」，一方で不満との回
答の割合が多かった項目は，「総合満足度（ 7 名，13％）」，
「治療計画の説明（ 4 名，8％）」であった．また「2）治療期
間」の項目では，非常に長い 6 名（12％），長い38名（76％），
短い 8 名（15％）となり，アンケートの結果からは，1 次手
術から 2 次手術までの治療期間が長い，との回答が多かっ
た．
Ⅳ考察および結論：　当院では，確実なオッセオインテグ
レーションを獲得するための充分な待機期間を設けている．
しかし，インプラントの種類，患者の骨質，生活環境全般を
踏まえた治療期間や全体治療計画の説明が不十分であったこ
とが，反映された可能性がある．今後は，全身状態等も含め
たインプラント治療に関する充分な知識に基づき，治療期間
についてできるだけ明確かつ詳細に説明を行うことが必要で
あると考える．

○金平 裕久美，永久 景那，新井 是宣，馬場 俊輔，
川添 堯彬
大阪歯科大学口腔インプラント学講座

Assessment of implant treatment by using general oral 
health assessment index
○KANEHIRA Y, NAGAHISA K, ARAI K, BABA S, 
KAWAZOE T
Department of Oral Implantology, Osaka Dental University

P-2-27★
General Oral Health Assessment Indexを
用いたインプラント治療の評価

Ⅰ目的：　科学的に検証されたデータに基づいて，医学上の
診断法や治療法を選択することを目指す考え方，科学的方法
を体系化するEBMという用語が臨床における臨床家のため
の科学主義を象徴している．しかし，患者にとっての意思決
定や，あるいは社会にとっての医療の選択には，医学的な根
拠だけではなく，価値に影響を与える他のさまざまな因子の
評価が必要である．その評価法の一つとして，患者報告型ア
ウトカム（PRO：Patient-Reported Outcome）という概念が
普及し重要視されてきている．そこで本研究では，インプラ
ント治療をPROの観点から評価することを目的とした．
Ⅱ対象および方法：　研究デザインは横断研究を用いた．
2014年10月 1日から2015年 3 月31日の期間に大阪歯科大学附
属病院口腔インプラント科を受診し，今回の研究の同意を得
られた804名を対象とした．参加者をインプラント治療前
群・インプラント治療後群に分類し，それぞれアイヒナーの
分類から残存歯咬合支持域数別にA1・A2・A3群を 4 域群，
B1群を 3 域群，B2を 2 域群，B3を 1 域群，B4・C1・C2・C3
を 0 域群の 5 群に層別した．参加者から基本調査票ならびに
口腔関連QOL尺度であるGeneral Oral Health Assessment 
Index（GOHAI）質問票の回答を得た．検討項目として，①
インプラント治療前・後の残存歯咬合支持域別 5 群のQOL
値の比較について，Kruskal-Wallis検定を用い，多重比較法
としてSteel-Dwass検定を行った．②インプラント治療前後
の残存歯咬合支持域別QOL値の比較にはMann-Whiteney U
検定を行った．統計解析にはR 2.8.1を用いた．なお，本研究
は大阪歯科大学医の倫理委員会の承認（大歯医倫110786号）
を得て実施した．
Ⅲ結果：　本研究結果から，①インプラント治療前の残存歯
咬合支持域別では有意差が認められ，支持域が減少するとと
もにQOL値も低下した（p＜0.001）．しかし，治療後の残存
歯咬合支持域別のQOL値には有意な差は認められなかった
（p＞0.05）②各咬合支持域群とも，インプラント治療前治
療後において，有意にQOL値は向上した（p＜0.001）．
Ⅳ考察および結論：　今回の結果より咬合支持域を失うと
QOL値は低下した．しかし，欠損部にインプラント治療を
行うことにより，咬合支持域が回復するとQOL値も増加し
た．本結果から，インプラント治療の評価法の一つとして
PROを用いることも必要であると考える．
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○伊藤 悠，奈田 憲二，宗像 佑弥，関根 秀志，赤川 安正
奥羽大学歯学部歯科補綴学講座口腔インプラント学

Compare of questionnaire survey for awareness to oral 
implant treatment to undergraduate student in a dental 
school
○ITO Y, NATA K, MUNAKATA Y, SEKINE H, 
AKAGAWA Y
Div. of Oral Implantology, Dept. of Prosthetic Dentistry, 
School of Dentistry, Ohu University

P-2-29
歯学生に対するインプラント治療に関する
意識調査の比較

Ⅰ目的：　歯学生に対する口腔インプラント学の教育効果を
高めるためには，インプラント治療に関する学生の認識や印
象を把握することが重要と考えられる．本学では平成26年度
より，学生に対してインプラント治療に関する意識調査を，
教育課程の前に実施している．このたび，今年度の調査結果
を昨年と比較したので報告する．
Ⅱ対象および方法：　奥羽大学歯学部 4 年生36名を対象に，
インプラント学講義・基礎実習の開始前に 5 つの項目からな
るアンケート調査を無記名で実施した．項目は①歯科医療全
般についての情報，インプラント治療についての②情報，
③印象，④受診希望，⑤実施希望とした．
Ⅲ結果：　36名中34名より回答を得，回答率は94.4%であっ
た．①歯科医療全般についての情報として，身近に歯科医療
従事者がいる学生が68.4%を占めた．②インプラント治療に
ついては97.1%の学生が何らかの情報を得た経験を持ってい
た．情報源としては「テレビ」の44.2%が最も多く，「その
他」が続いた．「その他」では，多くが大学の講義や身近な
歯科医療従事者を情報源として挙げていた．③インプラント
治療に対して，「見た目が良い」が22.4%，「よく噛める」が
11.2%と肯定的な印象がある一方，「お金がかかる」の26.2%，
「怖い」の7.5%等否定的な印象も見受けられた．④自分の歯
を失った場合インプラント治療を受けるかについては，「受
ける」が65.8%，「受けない」が28.9%であり，「分からない」
が5.3%であった．⑤将来自身が歯科医師としてインプラント
治療を行うかについては，「行う」が58.8%，「行わない」が
23.5%，「分からない」が17.7%であった．
Ⅳ考察および結論：　今回の調査では，前年度の講義前に
行った調査と同様に，多数の学生がインプラント治療を評価
していた一方で，否定的な意見も多く見受けられた．各回答
の割合は概ね前年度の調査に近似したものであったが，「将
来インプラント治療に携わる事を希望する」学生の割合が増
加していた．これは，口腔インプラント学が履修カリキュラ
ムとして定着し，適切な診断と施術により安心で安全なイン
プラント治療の実施が可能であると考える学生の割合が高
まったためと考えられる．

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

Consideration about the role of the charge dental hygienist 
in the implant treatment
○YAMAMOTO M, KURIKI I, SATO M, HOSHI T, 
KIMI K
Tohoku-Hokkaido Branch

P-2-30★
インプラント治療における担当歯科衛生士の
役割についての考察

Ⅰ目的：　現在，歯科治療における選択肢の一つとしてイン
プラント治療を希望する患者は増加しており，インプラント
治療終了後メインテンスに移行する患者も年々増加してい
る．インプラント治療後の，長期的に安定した生存率も当然
のように要求されてきている．そのためにも，患者それぞれ
の口腔内状況や生活背景に適したメインテナンスが必要不可
欠である．そこで当院では，インプラント患者は担当歯科衛
生士制にし，歯科医師と連携をとりながらメインテナンスす
るようにしたので，その概要について報告する．
Ⅱ方法の概要：　当医院では開業当時からインプラント治療
を行っているが，当初はインプラント患者が担当歯科衛生士
化されておらず，その結果，歯科衛生士による満足のいくメ
インテナンスが行えていなかった．そこで，インプラント治
療における術前口腔内の衛生管理や術後の創傷管理，術前術
後の精神面の管理，治療後のメインテナンスなど患者1人1人
により細かい指導，管理ができるよう担当歯科衛生士制に
し，1 人の患者の情報を歯科医師，歯科衛生士，歯科技工士
に至るまで全てのスタッフが共有できるようにミーティング
を行い治療に当たるようにした．結果として，インプラント
患者を担当歯科衛生士制にしたことにより，インプラント周
囲粘膜炎などのトラブルの早期発見が可能になり，十分な治
療と口腔衛生指導を行うことでインプラント周囲炎の予防に
もつながった．
Ⅲ考察および結論：　インプラント患者のメインテナンスを
歯科衛生士が担当制で関わることにより，患者との信頼関係
を確立しつつ，長期的に経過を診ていくことができるように
なった．今後インプラント治療が拡大されていく中で，イン
プラント周囲炎の対応は非常に大きな位置を占めると思われ
る．特にインプラント周囲炎は無症状で進行し，自覚症状が
出現した後の治療は困難な場合が多いため，メインテンスに
よる早期発見が重要と思われた．当医院では定期的にインプ
ラントに関する勉強会や講習会を行っている．治療に携わる
歯科医師はもちろんのこと，歯科衛生士もインプラント治療
に関する広い知識，技術を習得していく必要があると思われ
る．

○三浦 真悟，澤田 愛，島崎 伸子，佐藤 友秀，近藤 尚知
岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座

A Case of applying implant overdenture to the patient with 
marginal mandibulectomy
○MIURA S, SAWADA A, SIMAZAKI N, SATO T, 
KONDO H
Department of Prosthodontics and Oral Implantology, School 
of Dentistry, Iwate Medical University

P-2-31
下顎骨辺縁切除術を行った患者に対して
インプラントオーバーデンチャーを適用した1症例

Ⅰ目的：　広範囲の顎骨欠損や非可動粘膜の喪失は，顎義歯
の維持安定を妨げる一因となる．さらに，切除された顎骨を
再建した場合，上下顎歯列弓の調和を得ることは難しくなる
ため，上記症例ではインプラントオーバーデンチャーの適用
が有効である．一方，理想的な補綴装置を想定し，インプラ
ントの埋入位置の決定を行う補綴主導型インプラント治療
が，近年のインプラント治療のスタンダードとなっており，
顎顔面補綴治療におけるインプラント治療も同様と考えられ
る．今回，下顎骨切除後の顎欠損を伴う無歯顎症例に対し
て，治療用義歯をCTダブルスキャンに使用し，インプラン
ト埋入シミュレーションを行ったのでその概要を報告する．
なお，本発表は患者の同意を得て行っている．
Ⅱ症例の概要：　73歳男性．下顎歯肉癌にて平成25年 5 月20
日に左下顎骨辺縁切除術施行．義歯が安定せず，切除部位を
刺激しているとのことで平成26年 4 月 1 日に当科受診．新た
に製作した下顎総義歯をもってしても十分な機能回復はでき
なかったが，その総義歯の形態をコピーして診断用ステント
を作製した．この診断用ステントを口腔内に装着しCT撮影
の際にダブルスキャンを行った．今回はロケーターアタッチ
メントを選択し，義歯床内に収めるようにシミュレーショ
ン・ソフトウェア上で埋入位置と角度を決定した．インプラ
ントは下顎左右犬歯部相当部に 2 本を埋入した．埋入 3 ヶ月
後に二次手術を行い，創部治癒後ロケーターアタッチメント
を装着した．
Ⅲ経過：　総義歯の破損や違和感もなく咬合状態も安定して
いる．長期予後の獲得のため総義歯の理想的形態を目安に口
腔前庭拡張術を行った．
Ⅳ考察および結論：　今回のように義歯の維持安定を得るこ
とが困難な症例では，インプラントを維持装置として利用す
ることが有効である．一方で，適切なインプラントの埋入ポ
ジションを決定するために埋入前に診断用ステントを用い，
シミュレーションを行うことで，適切な位置にインプラント
を埋入し，かつクリアランスを確保し，義歯の破損やインプ
ラントの破折を未然に防ぐことが可能となり長期安定性の獲
得につながると考えられる．

○矢島 奈央子，宗像 源博，永田 紘大，二瓶 智太郎，
木本 克彦
神奈川歯科大学附属病院口腔インプラントセンター

Evaluation of satisfaction and function in patients with 
implant overdenture
○YAJIMA N, MUNAKATA M, NAGATA K, NIHEI T, 
KIMOTO K
Oral Implant Center, Kanagawa Dental University Hospital

P-2-32★
インプラントオーバーデンチャーの患者満足度と
機能評価について

Ⅰ目的：　下顎におけるインプラントオーバーデンチャー
（以下IOD）は長期的に安定した治療方法として確立してい
る一方，Carlssonらの報告によると日本における下顎無歯顎
患者へのインプラント治療に関してIODの割合は37.8％と他
の先進国と比較して極めて低い．しかし，日本においては超
高齢社会にともない無歯顎患者が増加し，ボーンアンカード
ブリッジと比較して外科的侵襲や経済的負担が少ないIODの
需要は今後ますます高まることが予想される．今回我々は
IODを適用した無歯顎患者に対して患者満足度および機能評
価，血液検査をおこない，総義歯との相違点について一知見
を得たのでここに報告する．
Ⅱ対象および方法：　神奈川歯科大学附属病院口腔インプラ
ントセンターにてインプラント治療をおこないIODを製作し
た下顎歯無顎患者 8 名（男性 4 名，女性 4 名）を対象とし
た．術前の総義歯および製作したIODに関して，①VAS 
Scaleによる患者満足度，②チェックバイト法（バイトアイ:
GC社製）による咬合機能評価，③食品アンケート調査，④グ
ミゼリー咀嚼時のグルコース溶出量の測定，⑤血液中の総蛋
白，総コレステロールの測定をおこない，統計学的に比較検
討を行った．なお，本研究は神奈川歯科大学倫理委員会の承
認のもと本調査の趣旨を説明し，同意を得た患者に対してお
こなった（承認番号259号）．
Ⅲ結果：　①患者満足度についてはすべての患者において総
義歯よりIODが有意に高い結果となった．②チェックバイト
による咬合機能評価についてはすべての患者において総義歯
よりIODが有意に大きな咬合接触面積および接触点数を検出
した．③食品アンケートについてはすべての患者において
IODでは有意に多い種類の食品摂取が可能であった．④グミ
ゼリー咀嚼時のグルコース溶出量はIOD装着後増大した．⑤血
液中の総蛋白，総コレステロールはIOD装着後上昇した．
Ⅳ考察および結論：　本研究結果からもわかるようにIODは
動揺のないインプラント体と種々のアタッチメントによる支
持，維持，把持能力の向上によって義歯の挙動が減少するた
め総義歯より有効な結果を示したと考えられる．日本におけ
る無歯顎症例に対するインプラント治療は固定性補綴装置が
主となっており，今後患者の高齢化にともなう在宅医療等の
管理も含めた大きな問題になることが推測される．今後将来
の在宅医療に向けたIODの合理的かつ簡便な作製方法や修理
方法についても検討していきたい．
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○伊藤 悠，奈田 憲二，宗像 佑弥，関根 秀志，赤川 安正
奥羽大学歯学部歯科補綴学講座口腔インプラント学

Compare of questionnaire survey for awareness to oral 
implant treatment to undergraduate student in a dental 
school
○ITO Y, NATA K, MUNAKATA Y, SEKINE H, 
AKAGAWA Y
Div. of Oral Implantology, Dept. of Prosthetic Dentistry, 
School of Dentistry, Ohu University

P-2-29
歯学生に対するインプラント治療に関する
意識調査の比較

Ⅰ目的：　歯学生に対する口腔インプラント学の教育効果を
高めるためには，インプラント治療に関する学生の認識や印
象を把握することが重要と考えられる．本学では平成26年度
より，学生に対してインプラント治療に関する意識調査を，
教育課程の前に実施している．このたび，今年度の調査結果
を昨年と比較したので報告する．
Ⅱ対象および方法：　奥羽大学歯学部 4 年生36名を対象に，
インプラント学講義・基礎実習の開始前に 5 つの項目からな
るアンケート調査を無記名で実施した．項目は①歯科医療全
般についての情報，インプラント治療についての②情報，
③印象，④受診希望，⑤実施希望とした．
Ⅲ結果：　36名中34名より回答を得，回答率は94.4%であっ
た．①歯科医療全般についての情報として，身近に歯科医療
従事者がいる学生が68.4%を占めた．②インプラント治療に
ついては97.1%の学生が何らかの情報を得た経験を持ってい
た．情報源としては「テレビ」の44.2%が最も多く，「その
他」が続いた．「その他」では，多くが大学の講義や身近な
歯科医療従事者を情報源として挙げていた．③インプラント
治療に対して，「見た目が良い」が22.4%，「よく噛める」が
11.2%と肯定的な印象がある一方，「お金がかかる」の26.2%，
「怖い」の7.5%等否定的な印象も見受けられた．④自分の歯
を失った場合インプラント治療を受けるかについては，「受
ける」が65.8%，「受けない」が28.9%であり，「分からない」
が5.3%であった．⑤将来自身が歯科医師としてインプラント
治療を行うかについては，「行う」が58.8%，「行わない」が
23.5%，「分からない」が17.7%であった．
Ⅳ考察および結論：　今回の調査では，前年度の講義前に
行った調査と同様に，多数の学生がインプラント治療を評価
していた一方で，否定的な意見も多く見受けられた．各回答
の割合は概ね前年度の調査に近似したものであったが，「将
来インプラント治療に携わる事を希望する」学生の割合が増
加していた．これは，口腔インプラント学が履修カリキュラ
ムとして定着し，適切な診断と施術により安心で安全なイン
プラント治療の実施が可能であると考える学生の割合が高
まったためと考えられる．

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

Consideration about the role of the charge dental hygienist 
in the implant treatment
○YAMAMOTO M, KURIKI I, SATO M, HOSHI T, 
KIMI K
Tohoku-Hokkaido Branch

P-2-30★
インプラント治療における担当歯科衛生士の
役割についての考察

Ⅰ目的：　現在，歯科治療における選択肢の一つとしてイン
プラント治療を希望する患者は増加しており，インプラント
治療終了後メインテンスに移行する患者も年々増加してい
る．インプラント治療後の，長期的に安定した生存率も当然
のように要求されてきている．そのためにも，患者それぞれ
の口腔内状況や生活背景に適したメインテナンスが必要不可
欠である．そこで当院では，インプラント患者は担当歯科衛
生士制にし，歯科医師と連携をとりながらメインテナンスす
るようにしたので，その概要について報告する．
Ⅱ方法の概要：　当医院では開業当時からインプラント治療
を行っているが，当初はインプラント患者が担当歯科衛生士
化されておらず，その結果，歯科衛生士による満足のいくメ
インテナンスが行えていなかった．そこで，インプラント治
療における術前口腔内の衛生管理や術後の創傷管理，術前術
後の精神面の管理，治療後のメインテナンスなど患者1人1人
により細かい指導，管理ができるよう担当歯科衛生士制に
し，1 人の患者の情報を歯科医師，歯科衛生士，歯科技工士
に至るまで全てのスタッフが共有できるようにミーティング
を行い治療に当たるようにした．結果として，インプラント
患者を担当歯科衛生士制にしたことにより，インプラント周
囲粘膜炎などのトラブルの早期発見が可能になり，十分な治
療と口腔衛生指導を行うことでインプラント周囲炎の予防に
もつながった．
Ⅲ考察および結論：　インプラント患者のメインテナンスを
歯科衛生士が担当制で関わることにより，患者との信頼関係
を確立しつつ，長期的に経過を診ていくことができるように
なった．今後インプラント治療が拡大されていく中で，イン
プラント周囲炎の対応は非常に大きな位置を占めると思われ
る．特にインプラント周囲炎は無症状で進行し，自覚症状が
出現した後の治療は困難な場合が多いため，メインテンスに
よる早期発見が重要と思われた．当医院では定期的にインプ
ラントに関する勉強会や講習会を行っている．治療に携わる
歯科医師はもちろんのこと，歯科衛生士もインプラント治療
に関する広い知識，技術を習得していく必要があると思われ
る．

○三浦 真悟，澤田 愛，島崎 伸子，佐藤 友秀，近藤 尚知
岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座

A Case of applying implant overdenture to the patient with 
marginal mandibulectomy
○MIURA S, SAWADA A, SIMAZAKI N, SATO T, 
KONDO H
Department of Prosthodontics and Oral Implantology, School 
of Dentistry, Iwate Medical University

P-2-31
下顎骨辺縁切除術を行った患者に対して
インプラントオーバーデンチャーを適用した1症例

Ⅰ目的：　広範囲の顎骨欠損や非可動粘膜の喪失は，顎義歯
の維持安定を妨げる一因となる．さらに，切除された顎骨を
再建した場合，上下顎歯列弓の調和を得ることは難しくなる
ため，上記症例ではインプラントオーバーデンチャーの適用
が有効である．一方，理想的な補綴装置を想定し，インプラ
ントの埋入位置の決定を行う補綴主導型インプラント治療
が，近年のインプラント治療のスタンダードとなっており，
顎顔面補綴治療におけるインプラント治療も同様と考えられ
る．今回，下顎骨切除後の顎欠損を伴う無歯顎症例に対し
て，治療用義歯をCTダブルスキャンに使用し，インプラン
ト埋入シミュレーションを行ったのでその概要を報告する．
なお，本発表は患者の同意を得て行っている．
Ⅱ症例の概要：　73歳男性．下顎歯肉癌にて平成25年 5 月20
日に左下顎骨辺縁切除術施行．義歯が安定せず，切除部位を
刺激しているとのことで平成26年 4 月 1 日に当科受診．新た
に製作した下顎総義歯をもってしても十分な機能回復はでき
なかったが，その総義歯の形態をコピーして診断用ステント
を作製した．この診断用ステントを口腔内に装着しCT撮影
の際にダブルスキャンを行った．今回はロケーターアタッチ
メントを選択し，義歯床内に収めるようにシミュレーショ
ン・ソフトウェア上で埋入位置と角度を決定した．インプラ
ントは下顎左右犬歯部相当部に 2 本を埋入した．埋入 3 ヶ月
後に二次手術を行い，創部治癒後ロケーターアタッチメント
を装着した．
Ⅲ経過：　総義歯の破損や違和感もなく咬合状態も安定して
いる．長期予後の獲得のため総義歯の理想的形態を目安に口
腔前庭拡張術を行った．
Ⅳ考察および結論：　今回のように義歯の維持安定を得るこ
とが困難な症例では，インプラントを維持装置として利用す
ることが有効である．一方で，適切なインプラントの埋入ポ
ジションを決定するために埋入前に診断用ステントを用い，
シミュレーションを行うことで，適切な位置にインプラント
を埋入し，かつクリアランスを確保し，義歯の破損やインプ
ラントの破折を未然に防ぐことが可能となり長期安定性の獲
得につながると考えられる．

○矢島 奈央子，宗像 源博，永田 紘大，二瓶 智太郎，
木本 克彦
神奈川歯科大学附属病院口腔インプラントセンター

Evaluation of satisfaction and function in patients with 
implant overdenture
○YAJIMA N, MUNAKATA M, NAGATA K, NIHEI T, 
KIMOTO K
Oral Implant Center, Kanagawa Dental University Hospital

P-2-32★
インプラントオーバーデンチャーの患者満足度と
機能評価について

Ⅰ目的：　下顎におけるインプラントオーバーデンチャー
（以下IOD）は長期的に安定した治療方法として確立してい
る一方，Carlssonらの報告によると日本における下顎無歯顎
患者へのインプラント治療に関してIODの割合は37.8％と他
の先進国と比較して極めて低い．しかし，日本においては超
高齢社会にともない無歯顎患者が増加し，ボーンアンカード
ブリッジと比較して外科的侵襲や経済的負担が少ないIODの
需要は今後ますます高まることが予想される．今回我々は
IODを適用した無歯顎患者に対して患者満足度および機能評
価，血液検査をおこない，総義歯との相違点について一知見
を得たのでここに報告する．
Ⅱ対象および方法：　神奈川歯科大学附属病院口腔インプラ
ントセンターにてインプラント治療をおこないIODを製作し
た下顎歯無顎患者 8 名（男性 4 名，女性 4 名）を対象とし
た．術前の総義歯および製作したIODに関して，①VAS 
Scaleによる患者満足度，②チェックバイト法（バイトアイ:
GC社製）による咬合機能評価，③食品アンケート調査，④グ
ミゼリー咀嚼時のグルコース溶出量の測定，⑤血液中の総蛋
白，総コレステロールの測定をおこない，統計学的に比較検
討を行った．なお，本研究は神奈川歯科大学倫理委員会の承
認のもと本調査の趣旨を説明し，同意を得た患者に対してお
こなった（承認番号259号）．
Ⅲ結果：　①患者満足度についてはすべての患者において総
義歯よりIODが有意に高い結果となった．②チェックバイト
による咬合機能評価についてはすべての患者において総義歯
よりIODが有意に大きな咬合接触面積および接触点数を検出
した．③食品アンケートについてはすべての患者において
IODでは有意に多い種類の食品摂取が可能であった．④グミ
ゼリー咀嚼時のグルコース溶出量はIOD装着後増大した．⑤血
液中の総蛋白，総コレステロールはIOD装着後上昇した．
Ⅳ考察および結論：　本研究結果からもわかるようにIODは
動揺のないインプラント体と種々のアタッチメントによる支
持，維持，把持能力の向上によって義歯の挙動が減少するた
め総義歯より有効な結果を示したと考えられる．日本におけ
る無歯顎症例に対するインプラント治療は固定性補綴装置が
主となっており，今後患者の高齢化にともなう在宅医療等の
管理も含めた大きな問題になることが推測される．今後将来
の在宅医療に向けたIODの合理的かつ簡便な作製方法や修理
方法についても検討していきたい．

ポスター発表18

ポ
ス
タ
ー
発
表

ポ
ス
タ
ー
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<P312>　  1076033 日本口腔インプラント学会誌_ 

1

校 

2

校 

3

校 

N

校 _結城<P313>　



314

○小笠原 龍一，法月 良江，古谷 義隆，伊藤 太一，
矢島 安朝
東京歯科大学附属病院　口腔インプラント科

A case of implant re-treatment on patient of poor 
maintenance.
○OGASAWARA R, NORIZUKI Y, FURUYA Y, ITO T, 
YAJIMA Y
Tokyo Dental College Dept. Oral & Maxillofacial Implantology

P-2-33
メインテナンス不良患者に対するインプラント
再治療の一症例

Ⅰ目的：　インプラント治療では適切なメインテナンスを継
続して行わないとインプラント周囲炎や上部構造の不具合な
ど様々な問題が生じる. 上部構造装着後, 一度もメインテナン
スに通院せずインプラント周囲炎に罹患した患者に対し, イ
ンプラント周囲炎の予防を重視した再治療を行い, 良好な経
過が得られた症例について報告する.
Ⅱ症例の概要：　患者は61歳男性. 咀嚼障害と審美障害を主
訴に, 2013年11月, 東京歯科大学附属病院口腔インプラント科
を受診した. 25年前に上下顎にインプラント治療（ブローネ
マルク システム）を施行したが, 上部構造装着後は一度も
メインテナンスに通院していなかった. 既往歴としてはC
型肝炎, 1日30本の喫煙歴があった. 上顎にはバータイプの
Implant Overdenture（以下IOD）が装着されていたが, フィ
メールは破損しており義歯の維持は得られていなかった. 下
顎はボーンアンカードブリッジが装着されていたが, 右側遠
心カンチレバー部で上部構造の破折が認められた. 上顎は 4
本全て, 下顎は 6 本のインプラント中 2 本がインプラント周
囲炎に罹患し著しい骨吸収が認められた. 最初にインプラン
ト周囲炎に罹患していた上顎のインプラント全てと下顎の前
歯部 2 本のインプラントの除去を行った. 既存の義歯と上部
構造を修理し, 暫間義歯として顎位の安定と機能回復を図っ
た. 患者が再度のインプラント埋入には抵抗を示したため, 残
存インプラントによる補綴を計画した. 上顎は総義歯, 下顎は
清掃性とメインテナンス時の対応を考慮しロケーターアタッ
チメントを使用したIODを作製し装着した. 患者教育として, 
口腔清掃指導, 禁煙指導とメインテナンスの重要性を説明し, 
リコールの間隔も 2 ～ 3 ヶ月毎と短く設定した.
Ⅲ考察および結論：　メインテナンス不良によるインプラン
ト周囲炎が増加し, インプラント再治療を行うケースが増加
している.  IODはボーンアンカードブリッジと比較すると, 歯
槽部の形態やリップサポートの回復が容易で, さらに本症例
のようなメインテナンス不良の患者が自身で外して清掃でき
る, という大きなメリットがある. また, 本症例ではインプラ
ント周囲炎の再発を防ぐための患者教育を徹底して行った. 
そのため, 上部構造装着後 1 年経過したが清掃状態は良好で, 
アタッチメントの破損なども生じておらず, 問題なく経過し
ている.

○緒方 尚樹
関東・甲信越支部

Evaluation of implant impression accuracy by impression 
copings.
○OGATA N
Kanto-Koshinetsu Branch

P-2-34
インプレッションコーピングの
インプラント印象精度評価

Ⅰ目的：　インプラントを長期に安定させるためには正確な
上部構造が必要であり，正確な上部構造を作製するには，正
確な印象採得が必要不可欠である．印象精度に影響を与える
因子の 1 つとして，インプラント体とアバットメント及び印
象に用いるインプレッションコーピングの嵌合方式が挙げら
れる．そこで本研究では，嵌合方式の違いが印象精度に与え
る影響を評価することを目的とする．
Ⅱ材料および方法：　各々の角度が25°，30°となるように 3
本のインプラントアナログを設置できるマスターモデルを作
製した．嵌合方式にはテーパージョイント方式（Aadvaシス
テム，GC）とバットジョイント方式（Reシステム，GC）を使
用した．印象採得方法はオープントレー法を選択した．印象
採得には，ビニルシリコーン印象材（エクザインプラント，
GC）を用いた．石膏模型には，低膨張性硬石こう（ニュー
フジロックIMP，GC）を使用した．口腔内を想定して，マ
スターモデルに設置した 3 本のインプラントアナログの印象
を採得し，石膏模型を作製した．インプラントアナログの位
置を 3 軸方向（x，y，z軸）で計測し，マスターモデルと石
膏模型での位置の差を算出することで，印象精度の評価を
行った．
Ⅲ結果：　インプラントアナログの位置の差は，インプラン
ト間角度が25°において，テーパージョイント方式でx＝
15.1±4.8μm，y＝11.1±8.2μm，z＝7.3±2.4μm，バットジョ
イント方式でx＝15.4±3.0μm，y＝13.6±2.6μm，z＝8.3±2.0
μmで，各々有意差なし，30°において，テーパージョイン
ト方式でx＝41.7±10.1μm，y＝46.5±8.9μm，z＝30.1±10.7
μm，バットジョイント方式でx＝46.4±3.6μm，y＝43.4±3.8
μm，z＝21.3±8.1μmで，各々有意差なしであった．また，
両ジョイントとも，インプラント間角度30°では，25°と比べ
て，インプラントアナログの位置の差が大きい傾向にあっ
た．
Ⅳ考察および結論：　本研究において，テーパージョイント
方式とバットジョイント方式の印象精度には，有意差はな
かった．ただし，インプラント間角度が30°になると，嵌合
方式によらずインプラントの位置の差が大きくなる傾向にあ
るため，オープントレー法ではインプラント間角度25°以内
で使用することが望ましいと考えられる．

○村中 哲也1, 2，岡田 武久1, 2

ジャシド1，中国・四国支部2

A case report on occlusal reconstruction using partial 
denture and dental implants for multiple teeth missing
○MURANAKA T1, 2, OKADA T1, 2

JACID1, Chugoku-Shikoku Branch2

P-2-35★
多数歯欠損に対し部分床義歯とインプラントを
用いて咬合再構成を行った1症例

Ⅰ目的：　咬合崩壊症例にあっては咬頭嵌合位が不安定であ
る．この場合，やみくもに歯冠修復，欠損補綴を行うことは
厳に慎むべきである．今回，このような症例において仮義歯
を用いて適切な顎位を決定し，最終的にインプラントと部分
床義歯を用いた全顎的な歯科治療を行い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歳男性．2008年 3 月，咀嚼障害及
び審美障害を主訴として受診．全身的特記事項はない．歯周
病と齲蝕を自覚，不適合な部分床義歯を使用していた．清掃
状態は不良，12，16，22，24，26，35，36，37，41，44，46 
は欠損．14，15，17，21，25は残根であり，13はレジン修
復，11はレジン冠，23～27はブリッジ，31は根面板，33はレ
ジン前装冠，34，45，47は鋳造冠であり，修復物は多くが不
適合であった．エックス線所見上，45のメタルコアの遠心に
パーフォレーションに伴う骨吸収を認めた．プロービング時
に出血が散見された．以上の所見から，歯周治療，抜歯と根
管治療および歯冠修復の後，義歯又はインプラントの説明を
行ったところ，既存の義歯で違和感の強かった下顎はインプ
ラント，上顎は部分床義歯を選択した．CT検査の結果から，
骨質は Misch の分類で D1～3であった．下顎の歯槽骨は両
側共に顕著な骨欠損を認めたため，連続性のある歯冠形態と
歯頸線を獲得し清掃性を向上させることを目的に35，37，
44，46部に直径3.7 mmのインプラントを埋入すると同時に 
GBRを施行した．一次手術から約10カ月後，プロビジョナ
ルクラウンを装着し，上顎臼歯部咬合面をフラットテーブル
とした仮義歯を装着すると，顎位は徐々に左側へ変位した．
その後2011年 2 月，メタルフレームで連結固定した陶材焼付
鋳造冠を作成し装着した．
Ⅲ結果：　上部構造装着後，4 年 2 カ月経過した．毎月メイ
ンテナンスを行い視診，触診による動揺や圧痛，発赤の有
無，咬合接触状態，清掃状態のチェックを継続しているが，
顎位の変化もなく，またインプラント周囲炎等の異常所見は
なく義歯の調整の必要もない．
Ⅳ考察および結論：　本症例では下顎の多数歯欠損に対しイ
ンプラントを用いた固定性修復物を，上顎の遊離端欠損に対
しては部分床義歯を適用したが，咬合崩壊症例においてはと
りわけ，顎位の模索を十分に行ったうえで最終補綴物を作製
することは必須であるとともにその後の管理を容易にし患者
のQOLの向上につながると考えられた．

○渡邉 諭1, 2

九州インプラント研究会1，九州支部2

A case report of a occlusal recovery with dental implants 
for non-vertical stop occlusion
○WATANABE S1, 2

Kyushu Implant Research Group1, Kyusyu Branch2

P-2-36
すれ違い咬合症例にインプラントを応用し
咬合回復を行った１症例

Ⅰ目的：　すれ違い咬合症例に局部義歯を装着した場合, 対
合歯間の咬合接触がないために, 義歯が安定せず十分な咀嚼
機能の回復を得られにくい. 本症例では, 臼歯部すれ違い咬合
欠損に対して, インプラントオーバーデンチャーを応用し, 良
好な咀嚼機能の回復を得たので報告する.
Ⅱ症例の概要：　患者は53歳女性. 下顎前歯部の動揺と義歯
の不具合を主訴に2006年 1 月27日当院に来院した. う蝕, 歯周
病にて徐々に歯牙欠損になり, 不安定な局部義歯が装着され
ていた. 既往歴には特記事項はなかった. 顎位は安定せず, 下
顎前歯部の残存歯は歯周病により動揺していた. 来院後, 保存
不可能な下顎前歯 2 本を抜歯し, 上下顎に暫間義歯を装着し, 
ある程度の咀嚼機能の回復を行った. その後, 患者はインプ
ラント補綴による治療を希望したため, パノラマX線, 模型, 
CTにより診査, 診断を行い, インプラント手術計画を立てた. 
2006年 5 月26日, 下顎42, 44部にStraumannティッシュレベル
インプラント（直径4.1 mm, 長さ10 mm）2 本埋入, また骨量
の不足する上顎14, 16部にβ-TCP（オスフェリオン）によ
る骨造成行った. 2006年 9 月29日, 骨造成を行った上顎14, 16
部にStraumannティッシュレベルインプラント（直径4.1 mm, 
長さ10 mm）2 本を埋入した. 2006年12月28日, インプラント
と天然歯に支持を求めたインプラントオーバーデンチャーを
装着し, 治療終了した.
Ⅲ結果：　2013年 9 月 9 日（ 6 年 8 か月後）, 口腔内, X線写
真においても, インプラント周囲炎や骨吸収などの異常所見
は観察されなかったことから, 経過良好と判断した. 患者は,
機能的に十分満足している.
Ⅳ考察ならびに結論：　臼歯部すれ違い咬合症例に局部義歯
のみを応用した場合, 残存歯の長期予後は得られず, 総義歯
に移行する症例がほとんどである. 本症例のように, すれ違
い欠損部にインプラントを応用することにより, 十分な咀嚼
機能の回復のみならず, 残存歯の長期的予後を得られたこと
は, すれ違い咬合症例にインプラント補綴が有用であり, また
患者のQOLの向上に貢献することが示唆された.
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○小笠原 龍一，法月 良江，古谷 義隆，伊藤 太一，
矢島 安朝
東京歯科大学附属病院　口腔インプラント科

A case of implant re-treatment on patient of poor 
maintenance.
○OGASAWARA R, NORIZUKI Y, FURUYA Y, ITO T, 
YAJIMA Y
Tokyo Dental College Dept. Oral & Maxillofacial Implantology

P-2-33
メインテナンス不良患者に対するインプラント
再治療の一症例

Ⅰ目的：　インプラント治療では適切なメインテナンスを継
続して行わないとインプラント周囲炎や上部構造の不具合な
ど様々な問題が生じる. 上部構造装着後, 一度もメインテナン
スに通院せずインプラント周囲炎に罹患した患者に対し, イ
ンプラント周囲炎の予防を重視した再治療を行い, 良好な経
過が得られた症例について報告する.
Ⅱ症例の概要：　患者は61歳男性. 咀嚼障害と審美障害を主
訴に, 2013年11月, 東京歯科大学附属病院口腔インプラント科
を受診した. 25年前に上下顎にインプラント治療（ブローネ
マルク システム）を施行したが, 上部構造装着後は一度も
メインテナンスに通院していなかった. 既往歴としてはC
型肝炎, 1日30本の喫煙歴があった. 上顎にはバータイプの
Implant Overdenture（以下IOD）が装着されていたが, フィ
メールは破損しており義歯の維持は得られていなかった. 下
顎はボーンアンカードブリッジが装着されていたが, 右側遠
心カンチレバー部で上部構造の破折が認められた. 上顎は 4
本全て, 下顎は 6 本のインプラント中 2 本がインプラント周
囲炎に罹患し著しい骨吸収が認められた. 最初にインプラン
ト周囲炎に罹患していた上顎のインプラント全てと下顎の前
歯部 2 本のインプラントの除去を行った. 既存の義歯と上部
構造を修理し, 暫間義歯として顎位の安定と機能回復を図っ
た. 患者が再度のインプラント埋入には抵抗を示したため, 残
存インプラントによる補綴を計画した. 上顎は総義歯, 下顎は
清掃性とメインテナンス時の対応を考慮しロケーターアタッ
チメントを使用したIODを作製し装着した. 患者教育として, 
口腔清掃指導, 禁煙指導とメインテナンスの重要性を説明し, 
リコールの間隔も 2 ～ 3 ヶ月毎と短く設定した.
Ⅲ考察および結論：　メインテナンス不良によるインプラン
ト周囲炎が増加し, インプラント再治療を行うケースが増加
している.  IODはボーンアンカードブリッジと比較すると, 歯
槽部の形態やリップサポートの回復が容易で, さらに本症例
のようなメインテナンス不良の患者が自身で外して清掃でき
る, という大きなメリットがある. また, 本症例ではインプラ
ント周囲炎の再発を防ぐための患者教育を徹底して行った. 
そのため, 上部構造装着後 1 年経過したが清掃状態は良好で, 
アタッチメントの破損なども生じておらず, 問題なく経過し
ている.

○緒方 尚樹
関東・甲信越支部

Evaluation of implant impression accuracy by impression 
copings.
○OGATA N
Kanto-Koshinetsu Branch

P-2-34
インプレッションコーピングの
インプラント印象精度評価

Ⅰ目的：　インプラントを長期に安定させるためには正確な
上部構造が必要であり，正確な上部構造を作製するには，正
確な印象採得が必要不可欠である．印象精度に影響を与える
因子の 1 つとして，インプラント体とアバットメント及び印
象に用いるインプレッションコーピングの嵌合方式が挙げら
れる．そこで本研究では，嵌合方式の違いが印象精度に与え
る影響を評価することを目的とする．
Ⅱ材料および方法：　各々の角度が25°，30°となるように 3
本のインプラントアナログを設置できるマスターモデルを作
製した．嵌合方式にはテーパージョイント方式（Aadvaシス
テム，GC）とバットジョイント方式（Reシステム，GC）を使
用した．印象採得方法はオープントレー法を選択した．印象
採得には，ビニルシリコーン印象材（エクザインプラント，
GC）を用いた．石膏模型には，低膨張性硬石こう（ニュー
フジロックIMP，GC）を使用した．口腔内を想定して，マ
スターモデルに設置した 3 本のインプラントアナログの印象
を採得し，石膏模型を作製した．インプラントアナログの位
置を 3 軸方向（x，y，z軸）で計測し，マスターモデルと石
膏模型での位置の差を算出することで，印象精度の評価を
行った．
Ⅲ結果：　インプラントアナログの位置の差は，インプラン
ト間角度が25°において，テーパージョイント方式でx＝
15.1±4.8μm，y＝11.1±8.2μm，z＝7.3±2.4μm，バットジョ
イント方式でx＝15.4±3.0μm，y＝13.6±2.6μm，z＝8.3±2.0
μmで，各々有意差なし，30°において，テーパージョイン
ト方式でx＝41.7±10.1μm，y＝46.5±8.9μm，z＝30.1±10.7
μm，バットジョイント方式でx＝46.4±3.6μm，y＝43.4±3.8
μm，z＝21.3±8.1μmで，各々有意差なしであった．また，
両ジョイントとも，インプラント間角度30°では，25°と比べ
て，インプラントアナログの位置の差が大きい傾向にあっ
た．
Ⅳ考察および結論：　本研究において，テーパージョイント
方式とバットジョイント方式の印象精度には，有意差はな
かった．ただし，インプラント間角度が30°になると，嵌合
方式によらずインプラントの位置の差が大きくなる傾向にあ
るため，オープントレー法ではインプラント間角度25°以内
で使用することが望ましいと考えられる．

○村中 哲也1, 2，岡田 武久1, 2

ジャシド1，中国・四国支部2

A case report on occlusal reconstruction using partial 
denture and dental implants for multiple teeth missing
○MURANAKA T1, 2, OKADA T1, 2

JACID1, Chugoku-Shikoku Branch2

P-2-35★
多数歯欠損に対し部分床義歯とインプラントを
用いて咬合再構成を行った1症例

Ⅰ目的：　咬合崩壊症例にあっては咬頭嵌合位が不安定であ
る．この場合，やみくもに歯冠修復，欠損補綴を行うことは
厳に慎むべきである．今回，このような症例において仮義歯
を用いて適切な顎位を決定し，最終的にインプラントと部分
床義歯を用いた全顎的な歯科治療を行い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歳男性．2008年 3 月，咀嚼障害及
び審美障害を主訴として受診．全身的特記事項はない．歯周
病と齲蝕を自覚，不適合な部分床義歯を使用していた．清掃
状態は不良，12，16，22，24，26，35，36，37，41，44，46 
は欠損．14，15，17，21，25は残根であり，13はレジン修
復，11はレジン冠，23～27はブリッジ，31は根面板，33はレ
ジン前装冠，34，45，47は鋳造冠であり，修復物は多くが不
適合であった．エックス線所見上，45のメタルコアの遠心に
パーフォレーションに伴う骨吸収を認めた．プロービング時
に出血が散見された．以上の所見から，歯周治療，抜歯と根
管治療および歯冠修復の後，義歯又はインプラントの説明を
行ったところ，既存の義歯で違和感の強かった下顎はインプ
ラント，上顎は部分床義歯を選択した．CT検査の結果から，
骨質は Misch の分類で D1～3であった．下顎の歯槽骨は両
側共に顕著な骨欠損を認めたため，連続性のある歯冠形態と
歯頸線を獲得し清掃性を向上させることを目的に35，37，
44，46部に直径3.7 mmのインプラントを埋入すると同時に 
GBRを施行した．一次手術から約10カ月後，プロビジョナ
ルクラウンを装着し，上顎臼歯部咬合面をフラットテーブル
とした仮義歯を装着すると，顎位は徐々に左側へ変位した．
その後2011年 2 月，メタルフレームで連結固定した陶材焼付
鋳造冠を作成し装着した．
Ⅲ結果：　上部構造装着後，4 年 2 カ月経過した．毎月メイ
ンテナンスを行い視診，触診による動揺や圧痛，発赤の有
無，咬合接触状態，清掃状態のチェックを継続しているが，
顎位の変化もなく，またインプラント周囲炎等の異常所見は
なく義歯の調整の必要もない．
Ⅳ考察および結論：　本症例では下顎の多数歯欠損に対しイ
ンプラントを用いた固定性修復物を，上顎の遊離端欠損に対
しては部分床義歯を適用したが，咬合崩壊症例においてはと
りわけ，顎位の模索を十分に行ったうえで最終補綴物を作製
することは必須であるとともにその後の管理を容易にし患者
のQOLの向上につながると考えられた．

○渡邉 諭1, 2

九州インプラント研究会1，九州支部2

A case report of a occlusal recovery with dental implants 
for non-vertical stop occlusion
○WATANABE S1, 2

Kyushu Implant Research Group1, Kyusyu Branch2

P-2-36
すれ違い咬合症例にインプラントを応用し
咬合回復を行った１症例

Ⅰ目的：　すれ違い咬合症例に局部義歯を装着した場合, 対
合歯間の咬合接触がないために, 義歯が安定せず十分な咀嚼
機能の回復を得られにくい. 本症例では, 臼歯部すれ違い咬合
欠損に対して, インプラントオーバーデンチャーを応用し, 良
好な咀嚼機能の回復を得たので報告する.
Ⅱ症例の概要：　患者は53歳女性. 下顎前歯部の動揺と義歯
の不具合を主訴に2006年 1 月27日当院に来院した. う蝕, 歯周
病にて徐々に歯牙欠損になり, 不安定な局部義歯が装着され
ていた. 既往歴には特記事項はなかった. 顎位は安定せず, 下
顎前歯部の残存歯は歯周病により動揺していた. 来院後, 保存
不可能な下顎前歯 2 本を抜歯し, 上下顎に暫間義歯を装着し, 
ある程度の咀嚼機能の回復を行った. その後, 患者はインプ
ラント補綴による治療を希望したため, パノラマX線, 模型, 
CTにより診査, 診断を行い, インプラント手術計画を立てた. 
2006年 5 月26日, 下顎42, 44部にStraumannティッシュレベル
インプラント（直径4.1 mm, 長さ10 mm）2 本埋入, また骨量
の不足する上顎14, 16部にβ-TCP（オスフェリオン）によ
る骨造成行った. 2006年 9 月29日, 骨造成を行った上顎14, 16
部にStraumannティッシュレベルインプラント（直径4.1 mm, 
長さ10 mm）2 本を埋入した. 2006年12月28日, インプラント
と天然歯に支持を求めたインプラントオーバーデンチャーを
装着し, 治療終了した.
Ⅲ結果：　2013年 9 月 9 日（ 6 年 8 か月後）, 口腔内, X線写
真においても, インプラント周囲炎や骨吸収などの異常所見
は観察されなかったことから, 経過良好と判断した. 患者は,
機能的に十分満足している.
Ⅳ考察ならびに結論：　臼歯部すれ違い咬合症例に局部義歯
のみを応用した場合, 残存歯の長期予後は得られず, 総義歯
に移行する症例がほとんどである. 本症例のように, すれ違
い欠損部にインプラントを応用することにより, 十分な咀嚼
機能の回復のみならず, 残存歯の長期的予後を得られたこと
は, すれ違い咬合症例にインプラント補綴が有用であり, また
患者のQOLの向上に貢献することが示唆された.
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○田中 栄次1, 2，黒岩 敏彦1, 2，坂根 清文1, 2，
中野 喜右人1, 2

近畿・北陸支部1，日本インプラント臨床研究会2

A case report improved scissors bite by an implant
○TANAKA E1, 2, KUROIWA T1, 2, SAKANE K1, 2, 
NAKANO K1, 2

Kinki-Hokuriku Branch1, Clinical Implant Society of Japan2

P-2-37
インプラントを用いてシザーズバイトを改善した
１症例

Ⅰ目的：　シザーズバイトがあれば，1 歯単位では早期接
触，清掃性の問題によりう蝕，歯の動揺，歯周炎を誘発する
ばかりではなく 1 歯であっても顎位のずれを惹起するケース
も認められる．矯正用アンカースクリューを用いれば，他の
歯に負担をかけることなく改善することが出来る．ただ固定
源としての強度や開口量の制限などに左右される場合もあ
る．隣在歯にインプラントがあれば，インプラントをより強
固な固定源として，制限をあまり受けずに治療を進めること
ができる．今回上顎臼歯部のシザーズバイトを伴った症例に
対し，インプラントを用いてより小さな装置により咬合の回
復を図り，良好な結果がえられたので報告した．
Ⅱ症例の概要：　2011年 6 月初診．40歳，男性．左側の咀嚼
障害という主訴で来院．欠損部である左上1は2008年に，左
上 7 は2007年にそれぞれ抜歯され，左上 6 は歯根破折のため
抜歯となった．全身状態においては特記事項なし．左上 8 に
少し動揺が認められたが，それ以外の部位においてはポケッ
トも 3 ～ 4 mm程度であった．開口量は38 mmとわずかに少
なかったが，顎関節雑音や疼痛は認められない．2011年10
月，左上 6 にインプラント（ストローマン社製，スイス，直
径4.8 mm，長径 8 mmスタンダードプラス）を埋入後，2012
年 1 月にインプラントに暫間補綴装置を装着し舌側に矯正装
置を固定し，シザーズバイトであった左上 8 の牽引を行っ
た．動的期間は 2 ヶ月で，2012年 3 月に上部構造を装着し
た．
Ⅲ経過：　上部構造装着後 3 年 2 か月が経過し，6 か月ごと
のメインテナンスを実施している．口腔内清掃状態，咬合状
態，インプラント周囲粘膜の状態を診査しているが，エック
ス線検査，口腔内所見よりインプラント部及び隣在歯ともに
異常所見は認められない．　　　　　　　　
Ⅳ考察および結論：　シザーズバイトの改善において，隣接
するインプラントを強固な固定源として利用することによ
り，より小さな装置で歯の移動を行うことができた．ただ牽
引距離が短いため，牽引方向や牽引力に注意が必要となる．
また年齢や咬合状態，咬合面形態など考慮しなければいけな
い点がある．上顎左側臼歯部において 2 歯を喪失している
が，智歯を有効利用し咬合状態の改善に寄与することができ
たと考えられる．現時点では特に問題は認められないが，今
後は安定した状態を維持できるように長期的なメインテナン
スが重要となる．

○熊井 純平，北條 泰，林 茂雄，岡田 圭祐，波多野 友博
関東・甲信越支部

A case of dental implant treatment for functional recovery 
and occlusion support
○KUMAI J, HOJO Y, HAYASHI S, OKADA K, 
HATANO T
Kanto-Koshinetsu Branch

P-2-38★
インプラント治療により咬合支持の獲得と
機能回復を図った症例

○白数 信明，松原 正和
岡山大学　顎口腔再建外科学

A case report of immediate loading to edentulous patient 
with cephalometric analysis
○SHIRASU N, MATSUBARA M
Okayama University Oral and Maxillofacial Reconstructive 
Surgery

P-2-39
セファロ分析を用いて咬合設計を行った
無歯顎即時修復症例

Ⅰ目的：　近年，無歯顎患者に対する即時修復は多く行われ
ているが，上部構造への咬合付与方法に関する考察は少ない
と思われる．また，無歯顎などの顎位が不安定な症例では，
それぞれの治療ステップで顎位の判定を行い，治療顎位をど
こに設定するのかを明確にして治療していく必要があると考
える．今回，上顎は総義歯，下顎はインプラント固定性義歯
にて治療を行う上下顎無歯顎患者に対して顎機能検査，セ
ファロ分析を用いて咬合の設計を行い，治療を行った一例を
紹介する．
Ⅱ症例の概要：　患者は63歳，女性，特筆すべき全身的既往
歴はなかった．インフォームドコンセントを行った結果，上
顎は総義歯，下顎はインプラント固定性義歯で治療を行う事
となった．顎機能検査，セファロ分析を用いて咬合器のセッ
ティングを行い，補綴設計を行った．設計に従い上顎総義歯
の作製とプロビジョナルレストレーションの作製を行い，下
顎はオトガイ孔間に 4 本のインプラント埋入し（ 4 本共にφ
3.75×13 mm）即時修復を行った．しかし，3 ヶ月後に，右側
顎関節部に疼痛と違和感を認めたため，再度，顎位の診査を
行い，顎位の修正をおこなった．その後，顎関節症状は消退
したので，5 ヶ月を経過した段階で最終上部構造を作製し
た．
Ⅲ結果：　最終上部構造装着後 3 年11ヶ月経過しており，顎
機能に問題はなく良好に経過している．
Ⅳ考察および結論：　粘膜支持である可撤性床義歯から骨支
持である固定性床義歯になると，補綴物が顎骨と固定される
ことで，顎位の安定性に変化が生じることがある．その際，
最初の治療顎位をきちんと設定しておくことにより，治療途
中の顎位を適宜検討することが可能となると考える．今回の
症例では，下顎が固定性床義歯になったことで，顎運動や顎
位の変化を生じ，顎関節症状を認めた．しかし，最初のプロ
ビジョナルレストレーションから計画性をもって治療を行っ
ていたことから，顎関節症状が出た際，顎位の評価とその修
正が容易であった．通常のアプローチ法だと，患者さんの訴
えに対して修正の方向性が不明瞭な事もあるが，顎機能検
査，セファロ分析等を用いると，客観的な顎位ならびに顎運
動の評価が可能であり，それらのデータを用いて咬合平面や
咬合高径などの補綴設計を行うことにより，短期間で少ない
ステップで適正顎位へ導くことができ，骨格や顎機能に調和
がとれた上部構造を作製することが出来ると考える．

○山根 晃一，三浦 由里，山根 進，樋口 勝規
日本歯科先端技術研究所

Effect of mouth rinse as preoperative orocedure for 
disinfection in dental implant surgery
○YAMANE K, MIURA Y, YAMANE S, HIGUCHI Y
Japan Institute for Advanced Dentistry

P-2-40★
インプラント手術野の洗口剤による消毒効果

Ⅰ目的：　我々はインプラント手術野の滅菌・消毒に際し，
消毒液に匹敵する材料として，以前行った実験の結果から，
医薬部外品としての洗口液であるリステリンⓇに注目した．
今回，リステリンを効果的に使用する方法を検討したので，
報告する．
Ⅱ材料および方法：　我々は，リステリンの効果的な方法を
検討するために，次の 4 通りを実施し，その効果を一般細菌
培養同定検査により比較検討した．各々の方法について，対
象者はインプラント手術を実施する10人で行った．①口腔清
掃をせずに，リステリンで30秒洗口，②専門的機械歯面清掃
（PMTC）後に，リステリンで30秒洗口，③PMTC後に，リ
ステリン30秒洗口を 2 回実施，④PMTC後に，洗浄（リステ
リン）を実施した．今回はノンアルコール・低刺激タイプの
リステリンナチュラルケアを使用し，また，洗浄はバリオス
750（ナカニシ社製）のイリゲーションチップ（P40）を使
用した．一般細菌培養同定検査は各ステップ，すなわち
PMTC前後とリステリン使用後に行った．検体は，手術野の
粘膜を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，採取した後に外注した．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口腔清掃せずに，リステリン30秒洗口：口腔清
掃しなかった対象者全員にグラム陽性球菌（α型連鎖球菌）
がみられ，そのうち 4 検体からはグラム陰性球菌（ナイセリ
ア）もみられた．リステリン30秒洗口で，4 名は培養（-）で
あったが， 6 名にはグラム陽性球菌（α型連鎖球菌）が観察
された．②PMTC後，リステリン30秒洗口：8 名で培養（-）
であった．③PMTC後，リステリン30秒洗口を 2 回実施：1
回目の検体では 9 名が培養（-）であり，2 回目の検体では 8
名で培養（-）であった．④PMTC後，洗浄（リステリ
ン）： 9 検体で培養（-）であった．
Ⅳ考察および結論：　PMTC後にインプラント手術野の細菌
量の減少が推測され，リステリンの消毒効果が確認できた
が，さらなる精査が必要である．PMTC後においては，30秒
洗口，30秒洗口 2 回，洗浄（リステリン）に消毒の効果に差
がなく，インプラント手術前の口腔内消毒はPMTC後，30秒
リステリンの洗口で十分である．

Ⅰ目的：　近年インプラント治療は高い予知性が報告され社
会的にも認知されつつある．従来から臼歯部欠損症例に対す
る欠損補綴においては，固定性補綴装置，可撤性補綴装置が
一般的な治療である．しかしこれらの治療法は，隣在歯の削
合，咬合負担などの問題点を有している．そこで今回それら
の問題を回避することを目的として，臼歯部欠損に対してイ
ンプラント治療を行い，良好な結果を得たので報告する．
Ⅱ症例の概要：　患者は48歳，女性，主訴は2012年 1 月に奥
歯でうまく噛むことができないとのことで来院．現病歴は，
17，27，47部の欠損に伴う咀嚼障害および審美障害と36，46
部の疼痛であった．既往歴，家族歴，全身所見に特記事項は
ない．アレルギーや喫煙歴もない．患歯の36部についてはポ
ケット 7 mm，BOP（+），46部についてはポケット 8 mm，
BOP（+）であった．エックス線所見は，36，46部に垂直性
骨欠損が認められた．診断としては，17，27，47部欠損およ
び36，46部の根尖性歯周炎による咀嚼障害と診断した．医療
面接を行い，36，46部に関しては抜歯，抜歯後の欠損補綴の
方法としてブリッジ，部分床義歯，インプラント治療がある
こと，またそれぞれの利点欠点を説明した．さらにインプラ
ント治療の一般的成功率，治療期間，治療費，手術の方法お
よび術後経過，プラークコントロールとメインテナンスの重
要性を詳細に説明した．その結果，患者はインプラント治療
を希望し同意を得た．27部欠損部位もインプラント治療を希
望した．最初に，歯周治療より開始して，患部の抜歯後イン
プラント治療を行った．27部径4.3 mm長さ12 mm，36部径
5.0 mm長さ10 mm，46部径5.0 mm長さ10 mmのインプラン
ト（ミューワンHAインプラント）を埋入した．
Ⅲ経過：　2015年 4 月（ 3 年後），口腔内に異常所見は認め
られず，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．患者は，機能的・審美的に十分満足している．
Ⅳ考察および結論：　本症例では27，36，46部欠損部にイン
プラント治療を応用することで，長期にわたり咬合，咀嚼機
能の回復，残存歯の保護が可能となった．このことから，適
切なインプラント治療は患者の満足度とQOLの向上に極め
て有用であることが示唆された．
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○田中 栄次1, 2，黒岩 敏彦1, 2，坂根 清文1, 2，
中野 喜右人1, 2

近畿・北陸支部1，日本インプラント臨床研究会2

A case report improved scissors bite by an implant
○TANAKA E1, 2, KUROIWA T1, 2, SAKANE K1, 2, 
NAKANO K1, 2

Kinki-Hokuriku Branch1, Clinical Implant Society of Japan2

P-2-37
インプラントを用いてシザーズバイトを改善した
１症例

Ⅰ目的：　シザーズバイトがあれば，1 歯単位では早期接
触，清掃性の問題によりう蝕，歯の動揺，歯周炎を誘発する
ばかりではなく 1 歯であっても顎位のずれを惹起するケース
も認められる．矯正用アンカースクリューを用いれば，他の
歯に負担をかけることなく改善することが出来る．ただ固定
源としての強度や開口量の制限などに左右される場合もあ
る．隣在歯にインプラントがあれば，インプラントをより強
固な固定源として，制限をあまり受けずに治療を進めること
ができる．今回上顎臼歯部のシザーズバイトを伴った症例に
対し，インプラントを用いてより小さな装置により咬合の回
復を図り，良好な結果がえられたので報告した．
Ⅱ症例の概要：　2011年 6 月初診．40歳，男性．左側の咀嚼
障害という主訴で来院．欠損部である左上1は2008年に，左
上 7 は2007年にそれぞれ抜歯され，左上 6 は歯根破折のため
抜歯となった．全身状態においては特記事項なし．左上 8 に
少し動揺が認められたが，それ以外の部位においてはポケッ
トも 3 ～ 4 mm程度であった．開口量は38 mmとわずかに少
なかったが，顎関節雑音や疼痛は認められない．2011年10
月，左上 6 にインプラント（ストローマン社製，スイス，直
径4.8 mm，長径 8 mmスタンダードプラス）を埋入後，2012
年 1 月にインプラントに暫間補綴装置を装着し舌側に矯正装
置を固定し，シザーズバイトであった左上 8 の牽引を行っ
た．動的期間は 2 ヶ月で，2012年 3 月に上部構造を装着し
た．
Ⅲ経過：　上部構造装着後 3 年 2 か月が経過し，6 か月ごと
のメインテナンスを実施している．口腔内清掃状態，咬合状
態，インプラント周囲粘膜の状態を診査しているが，エック
ス線検査，口腔内所見よりインプラント部及び隣在歯ともに
異常所見は認められない．　　　　　　　　
Ⅳ考察および結論：　シザーズバイトの改善において，隣接
するインプラントを強固な固定源として利用することによ
り，より小さな装置で歯の移動を行うことができた．ただ牽
引距離が短いため，牽引方向や牽引力に注意が必要となる．
また年齢や咬合状態，咬合面形態など考慮しなければいけな
い点がある．上顎左側臼歯部において 2 歯を喪失している
が，智歯を有効利用し咬合状態の改善に寄与することができ
たと考えられる．現時点では特に問題は認められないが，今
後は安定した状態を維持できるように長期的なメインテナン
スが重要となる．

○熊井 純平，北條 泰，林 茂雄，岡田 圭祐，波多野 友博
関東・甲信越支部

A case of dental implant treatment for functional recovery 
and occlusion support
○KUMAI J, HOJO Y, HAYASHI S, OKADA K, 
HATANO T
Kanto-Koshinetsu Branch

P-2-38★
インプラント治療により咬合支持の獲得と
機能回復を図った症例

○白数 信明，松原 正和
岡山大学　顎口腔再建外科学

A case report of immediate loading to edentulous patient 
with cephalometric analysis
○SHIRASU N, MATSUBARA M
Okayama University Oral and Maxillofacial Reconstructive 
Surgery

P-2-39
セファロ分析を用いて咬合設計を行った
無歯顎即時修復症例

Ⅰ目的：　近年，無歯顎患者に対する即時修復は多く行われ
ているが，上部構造への咬合付与方法に関する考察は少ない
と思われる．また，無歯顎などの顎位が不安定な症例では，
それぞれの治療ステップで顎位の判定を行い，治療顎位をど
こに設定するのかを明確にして治療していく必要があると考
える．今回，上顎は総義歯，下顎はインプラント固定性義歯
にて治療を行う上下顎無歯顎患者に対して顎機能検査，セ
ファロ分析を用いて咬合の設計を行い，治療を行った一例を
紹介する．
Ⅱ症例の概要：　患者は63歳，女性，特筆すべき全身的既往
歴はなかった．インフォームドコンセントを行った結果，上
顎は総義歯，下顎はインプラント固定性義歯で治療を行う事
となった．顎機能検査，セファロ分析を用いて咬合器のセッ
ティングを行い，補綴設計を行った．設計に従い上顎総義歯
の作製とプロビジョナルレストレーションの作製を行い，下
顎はオトガイ孔間に 4 本のインプラント埋入し（ 4 本共にφ
3.75×13 mm）即時修復を行った．しかし，3 ヶ月後に，右側
顎関節部に疼痛と違和感を認めたため，再度，顎位の診査を
行い，顎位の修正をおこなった．その後，顎関節症状は消退
したので，5 ヶ月を経過した段階で最終上部構造を作製し
た．
Ⅲ結果：　最終上部構造装着後 3 年11ヶ月経過しており，顎
機能に問題はなく良好に経過している．
Ⅳ考察および結論：　粘膜支持である可撤性床義歯から骨支
持である固定性床義歯になると，補綴物が顎骨と固定される
ことで，顎位の安定性に変化が生じることがある．その際，
最初の治療顎位をきちんと設定しておくことにより，治療途
中の顎位を適宜検討することが可能となると考える．今回の
症例では，下顎が固定性床義歯になったことで，顎運動や顎
位の変化を生じ，顎関節症状を認めた．しかし，最初のプロ
ビジョナルレストレーションから計画性をもって治療を行っ
ていたことから，顎関節症状が出た際，顎位の評価とその修
正が容易であった．通常のアプローチ法だと，患者さんの訴
えに対して修正の方向性が不明瞭な事もあるが，顎機能検
査，セファロ分析等を用いると，客観的な顎位ならびに顎運
動の評価が可能であり，それらのデータを用いて咬合平面や
咬合高径などの補綴設計を行うことにより，短期間で少ない
ステップで適正顎位へ導くことができ，骨格や顎機能に調和
がとれた上部構造を作製することが出来ると考える．

○山根 晃一，三浦 由里，山根 進，樋口 勝規
日本歯科先端技術研究所

Effect of mouth rinse as preoperative orocedure for 
disinfection in dental implant surgery
○YAMANE K, MIURA Y, YAMANE S, HIGUCHI Y
Japan Institute for Advanced Dentistry

P-2-40★
インプラント手術野の洗口剤による消毒効果

Ⅰ目的：　我々はインプラント手術野の滅菌・消毒に際し，
消毒液に匹敵する材料として，以前行った実験の結果から，
医薬部外品としての洗口液であるリステリンⓇに注目した．
今回，リステリンを効果的に使用する方法を検討したので，
報告する．
Ⅱ材料および方法：　我々は，リステリンの効果的な方法を
検討するために，次の 4 通りを実施し，その効果を一般細菌
培養同定検査により比較検討した．各々の方法について，対
象者はインプラント手術を実施する10人で行った．①口腔清
掃をせずに，リステリンで30秒洗口，②専門的機械歯面清掃
（PMTC）後に，リステリンで30秒洗口，③PMTC後に，リ
ステリン30秒洗口を 2 回実施，④PMTC後に，洗浄（リステ
リン）を実施した．今回はノンアルコール・低刺激タイプの
リステリンナチュラルケアを使用し，また，洗浄はバリオス
750（ナカニシ社製）のイリゲーションチップ（P40）を使
用した．一般細菌培養同定検査は各ステップ，すなわち
PMTC前後とリステリン使用後に行った．検体は，手術野の
粘膜を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，採取した後に外注した．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口腔清掃せずに，リステリン30秒洗口：口腔清
掃しなかった対象者全員にグラム陽性球菌（α型連鎖球菌）
がみられ，そのうち 4 検体からはグラム陰性球菌（ナイセリ
ア）もみられた．リステリン30秒洗口で，4 名は培養（-）で
あったが， 6 名にはグラム陽性球菌（α型連鎖球菌）が観察
された．②PMTC後，リステリン30秒洗口：8 名で培養（-）
であった．③PMTC後，リステリン30秒洗口を 2 回実施：1
回目の検体では 9 名が培養（-）であり，2 回目の検体では 8
名で培養（-）であった．④PMTC後，洗浄（リステリ
ン）： 9 検体で培養（-）であった．
Ⅳ考察および結論：　PMTC後にインプラント手術野の細菌
量の減少が推測され，リステリンの消毒効果が確認できた
が，さらなる精査が必要である．PMTC後においては，30秒
洗口，30秒洗口 2 回，洗浄（リステリン）に消毒の効果に差
がなく，インプラント手術前の口腔内消毒はPMTC後，30秒
リステリンの洗口で十分である．

Ⅰ目的：　近年インプラント治療は高い予知性が報告され社
会的にも認知されつつある．従来から臼歯部欠損症例に対す
る欠損補綴においては，固定性補綴装置，可撤性補綴装置が
一般的な治療である．しかしこれらの治療法は，隣在歯の削
合，咬合負担などの問題点を有している．そこで今回それら
の問題を回避することを目的として，臼歯部欠損に対してイ
ンプラント治療を行い，良好な結果を得たので報告する．
Ⅱ症例の概要：　患者は48歳，女性，主訴は2012年 1 月に奥
歯でうまく噛むことができないとのことで来院．現病歴は，
17，27，47部の欠損に伴う咀嚼障害および審美障害と36，46
部の疼痛であった．既往歴，家族歴，全身所見に特記事項は
ない．アレルギーや喫煙歴もない．患歯の36部についてはポ
ケット 7 mm，BOP（+），46部についてはポケット 8 mm，
BOP（+）であった．エックス線所見は，36，46部に垂直性
骨欠損が認められた．診断としては，17，27，47部欠損およ
び36，46部の根尖性歯周炎による咀嚼障害と診断した．医療
面接を行い，36，46部に関しては抜歯，抜歯後の欠損補綴の
方法としてブリッジ，部分床義歯，インプラント治療がある
こと，またそれぞれの利点欠点を説明した．さらにインプラ
ント治療の一般的成功率，治療期間，治療費，手術の方法お
よび術後経過，プラークコントロールとメインテナンスの重
要性を詳細に説明した．その結果，患者はインプラント治療
を希望し同意を得た．27部欠損部位もインプラント治療を希
望した．最初に，歯周治療より開始して，患部の抜歯後イン
プラント治療を行った．27部径4.3 mm長さ12 mm，36部径
5.0 mm長さ10 mm，46部径5.0 mm長さ10 mmのインプラン
ト（ミューワンHAインプラント）を埋入した．
Ⅲ経過：　2015年 4 月（ 3 年後），口腔内に異常所見は認め
られず，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．患者は，機能的・審美的に十分満足している．
Ⅳ考察および結論：　本症例では27，36，46部欠損部にイン
プラント治療を応用することで，長期にわたり咬合，咀嚼機
能の回復，残存歯の保護が可能となった．このことから，適
切なインプラント治療は患者の満足度とQOLの向上に極め
て有用であることが示唆された．
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○草野 薫1, 2，堀川 英洋1, 3，建部 廣明1, 3，永易 裕樹2，
越智 守生1, 3，
北海道医療大学　口腔インプラント科1，北海道医療大学　
顎顔面口腔外科2，北海道医療大学　クラウンブリッジ・イ
ンプラント補綴3

Evaluation of dielectrophoretic impedance measurement 
method for oral implant perioperative management.
○KUSANO K1, 2, HORIKAWA H1, 3, TAKEBE H1, 3, 
NAGAYASU H2, OCHI M1, 3

Clinical Department of Implant Dentistry, Health Sciences 
University of Hokkaido1, Division of Oral and Maxillofacial 
Surgery, Health Sciences University of Hokkaido2, Division 
of Fixed Prosthodontics and Oral Implantology, Health 
Sciences University of Hokkaido3

P-2-41★
口腔インプラント周術期管理を目的とした
誘電泳動インピーダンス測定法の検討

Ⅰ目的：　口腔インプラント手術（以下：インプラント手
術）において口腔常在菌による細菌感染は，インプラント埋
入術後の治療成績にも影響を及ぼす重要なリスクファクター
の 1 つである．口腔インプラント周術期管理目的に北海道医
療大学歯科クリニック口腔インプラント科では，インプラン
ト手術の直前にProfessional Mechanical Tooth Cleaning 
（以下：PMTC）および舌苔の除去を行っている．そこで
今回われわれは，誘電泳動インピーダンス測定法を用いた口
腔内細菌数を確認することによる，口腔インプラント手術周
術期管理への効果について検討することを目的とした．
Ⅱ対象および方法：　北海道医療大学歯科クリニック口腔イ
ンプラント科にて術前感染予防対策を施行した 1 次，2 次手
術およびインプラント関連手術を受ける患者を対象とした．
それぞれ手術当日受診時とPMTCを施行した手術直前およ
び手術終了直後に患者の舌背部よりサンプルを採取し，誘電
泳動インピーダンス測定法で細菌数を測定した．
Ⅲ結果：　手術当日受診時において細菌数は最も多く，PMTC
を施行した手術直前の細菌数は施行前と比較し，有意に減少
傾向を示した．また，手術終了直後の細菌数はPMTC施行前
後のいずれと比較しても有意に減少し，インプラント手術周
術期管理において術後に口腔細菌の減少傾向が確認された．
それぞれの各時期において，本法を用いた細菌カウンタの使
用により，短時間で即時的に細菌数を確認評価することが可
能であった．
Ⅳ考察および結論：　インプラント周術期に口腔内細菌数を
評価することは，清潔な手術管理を行う上で重要かつ有益で
あると考える．手術当日に短時間で即時的に細菌数をカウン
トできる誘電泳動インピーダンス測定法の臨床応用は，術後
の感染に関する患者への説明の指標になりえる可能性がある
だけでなく，術前術後における口腔内細菌数が明瞭化され，
客観的評価が可能であった．口腔インプラント手術周術期管
理を行う上で，誘電泳動インピーダンス測定法を用い，口腔
内細菌数を確認することは，口腔インプラント手術周術期管
理において有効であることが示唆された．

○藤田 祐也，中野 環，上中 彰浩，加藤 時規，矢谷 博文
大阪大学大学院歯学研究科クラウンブリッジ補綴学分野

Longitudinal study on peri-implant tissue using a 
four-dimensional evaluation method
-Three-dimensional accuracy of digital superimposition of 
facial bone in cone-beam computed tomography-
○FUJITA Y, NAKANO T, KAMINAKA A, KATO T, 
YATANI H
Department of Fixed Prosthodontics, Osaka University 
Graduate School of Dentistry

P-2-42★
インプラント体周囲組織の四次元評価法を用いた
縦断研究
－顎骨データの重ねあわせの三次元的な精度評価－

Ⅰ目的：　歯科インプラント治療においてCone Beam CT
（CBCT）による画像診断は広く普及しており，近年CBCT
画像を用いて三次元的にインプラント体周囲組織を評価した
報告も増加してきている．しかし，その評価は埋入されたイ
ンプラント体を基準として行われており，基準となるインプ
ラント体が存在しない埋入手術前の画像も含めた正確な比較
検討は困難であった．そこでCBCTにて撮影を行った顎骨
データの重ね合わせを行うことにより，術前から定期検診時
までの複数の画像の比較評価を行う，インプラント体周囲組
織の時間経過を加味した四次元評価法を考案した．今回は同
一患者のCBCT画像の重ね合わせを行い，本法の正確度，再
現性について検討を行った．
Ⅱ材料および方法：　当科にて上顎前歯部にインプラント体
を埋入された患者 6 名の，上部構造装着時（T1）および定期
検診時（T2）に撮影したCBCT画像を抽出し，各々の患者に
ついて三次元画像診断ソフト（STRAUMANNⓇ CARESⓇ 
GUIDED SURGERY co DiagnostiX，Straumann社製）を
使用して顎骨データの重ね合わせを行った．T1とT2の
CBCT画像のインプラント体上に，埋入されたインプラント
体と同一のインプラントモデル（IM1，IM2）を配置し，IM1
とIM2の三次元的な位置関係について，2 名の検者が別々に
計測を行った．評価項目は角度（An），近遠心（D），頬舌
（V），上下（Ap）方向の距離とし，同一患者につき 3 日以
上の間隔を開けて各 4 回ずつ計測を行った．なお，本研究は
大阪大学倫理審査委員会の承認（H23-E8）を得て行った．
Ⅲ結果：　2 名の検者の各項目の計測の平均値はAn：0.92±
0.56°および0.21±0.15°，D：0.07±0.03 mmおよび0.09±0.01 mm，
V：0.08±0.04 mm および 0.08±0.05 mm，Ap：0.09±0.06 mm
および0.09±0.05 mm，となった．IM1，IM2の三次元的な位
置関係の計測結果より，異なる 2 時点のCBCT画像の重ね合
わせが，異なる検者間でも十分な正確度，再現性をもって行
えることが示された．
Ⅳ考察および結論：　今回の結果より，T1，T2の顎骨データ
に加えて術前（T0）の顎骨データも重ね合わせることで，
術前のCBCT画像上に埋入後のインプラントモデルIM1，
IM2を三次元的に正確に配置することが可能であると考えら
れ，このことはインプラント体周囲組織に対する四次元評価
法の精度が高いことを示唆している．

○佐藤 成実，春日井 昇平，黒田 真司
東京医科歯科大学大学院インプラント口腔再生医学分野

Tomographic evaluation of mandibular canal and 
submandibular fossa for placement of dental implants in 
posterior mandibles
○SATOU N, KASUGAI S, KURODA S
Department of Oral Implantology and Regenerative Dental 
Medicine, Graduate School, Tokyo Medical and Dental 
University

P-2-43★
下顎管と顎下腺窩のエックス線CTによる
形態学的検討
～下顎臼歯部インプラント埋入時の注意点～

Ⅰ目的：　下顎臼歯部インプラント埋入に際しては，エック
ス線CTによる三次元的診査は不可欠であり，同時に出血や
麻痺等のリスクを避けるための解析である．下顎臼歯部舌側
骨面の陥凹（顎下腺窩）の程度や，陥凹と下顎管との位置関
係を理解することは，インプラント治療計画や埋入時におい
て参考となる．そこで，三次元的診査よって顎下腺窩の形態
および下顎管との位置関係等を分析し，インプラント埋入に
おける解剖学的指標に関して後ろ向き研究を行った．
Ⅱ材料および方法：　被験者は本学歯学部附属病院インプラ
ント外来にて，インプラント治療の診査としてエックス線
CT撮影を受けた患者で，下顎臼歯部無歯顎もしくは左右顎
伴にオトガイ孔より後方に欠損を認める16名とした．なお，
本研究は本学歯学部附属病院倫理審査委員会の承認（承認番
号1081）のもと，患者の同意を得て行った．CTデータより
下顎管に対して垂直な冠状断画像を再構成し，舌側凸面の最
高位と最下位を繋いだ線上から窩の最深部へ垂線の距離を窩
の深さとした．さらに窩の深さにおいて，オトガイ孔から後
方で被験者固有の最深点を決定し，最深点，皮質骨の厚み，
骨幅と深さの関係，最深点からオトガイ孔までの距離，最深
点と下顎管との位置関係を測定した．
Ⅲ結果：　窩の最深点が 2 mm以上であるものは25.8%であ
り，その中で 3 mm以上においては全体の9.68%であった．
また皮質骨の厚みとの相関性はないものの，骨幅が細いほど
窩が深い傾向にあった．被験者固有最深点のオトガイ孔から
の距離の平均は16.5 mmであり，下顎管の90.3%が最深点を
通る水平線より下に位置していた．
Ⅳ考察および結論：　被験者は全て日本人であったが，その
下顎骨舌側の陥凹は顕著ではなく，陥凹位置は下顎管より上
位に位置する傾向が認められた．インプラント治療のプロト
コールは欧米人を対象に作成されているが，我々は日本人の
平均的な解剖学的形態の特徴を参考にして個々の診査・診断
を行い，インプラント体の選択や埋入方向など，治療計画を
立てる必要がある．

○岩本 麻也，千葉 貴大，北沢 伊，澤口 通洋，水口 稔之
日本インプラント臨床研究会

A case of new socket lift technique with bone spreader
○IWAMOTO M, CHIBA T, KITAZAWA T, 
SAWAGUCHI M, MIZUGUCHI T
Clinical Implant Society of Japan

P-2-44★
回転式骨圧縮装置を用いた新しいソケットリフト法
を行った一症例

Ⅰ目的：　上顎臼歯部において骨幅が少ない症例も多い. そ
の際，サイナスリフトや，ソケットリフトによるシュナイ
ダー膜を拳上する方法がある．その中でも，オステオトー
ム法は，近年では多くの新しい手術法が開発されている．今
回，幾つかの選択肢の中で，2006 年に開発された回転式骨
圧縮装置（オステオプッシャー，PLATON JAPAN社製）を
使用したクレスタルアプローチによるサイナスリフトの手法
を改良し，単独歯に対するシュナイダー膜の損傷のリスクを
軽減すべく考案した方法をご報告する.
Ⅱ方法の概要：　オステオトーム法は，マレットによる槌打
を行うが，オステオプッシャーによるソケットリフトは槌打
を行わずラチェットによる回転力を推進力に変換させ，上顎
洞底骨を押し破るため，オステオトーム法と比べ衝撃が少な
くシュナイダー膜の損傷に対して有利である．しかし，既存
骨が 3 mm以下になるとシュナイダー膜損傷のリスクが高く
なるため，2013年に「スリットリフト法」を発表した．「ス
リットリフト法」は近遠心的にスリット状にエンジンバーに
て切削し, その後オステオプッシャーにて上顎洞底骨を押し
破り, さらにスリット部周辺を手用器具にて剥離しシュナイ
ダー膜の拳上をしやすくする方法であった．しかし，1 歯欠
損の上顎臼歯部において十分な近遠心的にスリット状に切削
し，シュナイダー膜の剥離をすることは困難な場合がある．
そこで，今回スリット状の切削をせずにオステオプッシャー
を用いてインプラント窩形成及びシュナイダー膜の剥離を
行った．歯槽骨を上顎洞底まで 1 mm手前までドリリングし
て，回転式骨圧縮装置を用いてインプラント窩を形成及び，
回転力を推進力に変換させ上顎洞底骨を押し破り，さらに
周辺を回転式骨圧縮装置の直径より小さい手用器具にてシュ
ナイダー膜の剥離，拳上を行った．
Ⅲ考察および結論：　通常，既存骨が 5 ～ 6 mmまで，ソ
ケットリフトの適応症であったが，この手法はラウンド上の
先端形状の回転式骨圧縮装置を用いてインプラント窩の形成
を行い，手用器具にて剥離することにより，シュナイダー膜
損傷のリスクを軽減させより安全に低侵襲に歯槽頂アプロー
チを行うことが出来た．術後の疼痛も少なく，鼻症状も全く
なくレントゲン像から半円状挙上が認められ，その後の挙上
された形状の変化もないため，良好に経過していると判断
した．そのため，今回の手法は有効な方法であると示唆され
た．
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○草野 薫1, 2，堀川 英洋1, 3，建部 廣明1, 3，永易 裕樹2，
越智 守生1, 3，
北海道医療大学　口腔インプラント科1，北海道医療大学　
顎顔面口腔外科2，北海道医療大学　クラウンブリッジ・イ
ンプラント補綴3

Evaluation of dielectrophoretic impedance measurement 
method for oral implant perioperative management.
○KUSANO K1, 2, HORIKAWA H1, 3, TAKEBE H1, 3, 
NAGAYASU H2, OCHI M1, 3

Clinical Department of Implant Dentistry, Health Sciences 
University of Hokkaido1, Division of Oral and Maxillofacial 
Surgery, Health Sciences University of Hokkaido2, Division 
of Fixed Prosthodontics and Oral Implantology, Health 
Sciences University of Hokkaido3

P-2-41★
口腔インプラント周術期管理を目的とした
誘電泳動インピーダンス測定法の検討

Ⅰ目的：　口腔インプラント手術（以下：インプラント手
術）において口腔常在菌による細菌感染は，インプラント埋
入術後の治療成績にも影響を及ぼす重要なリスクファクター
の 1 つである．口腔インプラント周術期管理目的に北海道医
療大学歯科クリニック口腔インプラント科では，インプラン
ト手術の直前にProfessional Mechanical Tooth Cleaning 
（以下：PMTC）および舌苔の除去を行っている．そこで
今回われわれは，誘電泳動インピーダンス測定法を用いた口
腔内細菌数を確認することによる，口腔インプラント手術周
術期管理への効果について検討することを目的とした．
Ⅱ対象および方法：　北海道医療大学歯科クリニック口腔イ
ンプラント科にて術前感染予防対策を施行した 1 次，2 次手
術およびインプラント関連手術を受ける患者を対象とした．
それぞれ手術当日受診時とPMTCを施行した手術直前およ
び手術終了直後に患者の舌背部よりサンプルを採取し，誘電
泳動インピーダンス測定法で細菌数を測定した．
Ⅲ結果：　手術当日受診時において細菌数は最も多く，PMTC
を施行した手術直前の細菌数は施行前と比較し，有意に減少
傾向を示した．また，手術終了直後の細菌数はPMTC施行前
後のいずれと比較しても有意に減少し，インプラント手術周
術期管理において術後に口腔細菌の減少傾向が確認された．
それぞれの各時期において，本法を用いた細菌カウンタの使
用により，短時間で即時的に細菌数を確認評価することが可
能であった．
Ⅳ考察および結論：　インプラント周術期に口腔内細菌数を
評価することは，清潔な手術管理を行う上で重要かつ有益で
あると考える．手術当日に短時間で即時的に細菌数をカウン
トできる誘電泳動インピーダンス測定法の臨床応用は，術後
の感染に関する患者への説明の指標になりえる可能性がある
だけでなく，術前術後における口腔内細菌数が明瞭化され，
客観的評価が可能であった．口腔インプラント手術周術期管
理を行う上で，誘電泳動インピーダンス測定法を用い，口腔
内細菌数を確認することは，口腔インプラント手術周術期管
理において有効であることが示唆された．

○藤田 祐也，中野 環，上中 彰浩，加藤 時規，矢谷 博文
大阪大学大学院歯学研究科クラウンブリッジ補綴学分野

Longitudinal study on peri-implant tissue using a 
four-dimensional evaluation method
-Three-dimensional accuracy of digital superimposition of 
facial bone in cone-beam computed tomography-
○FUJITA Y, NAKANO T, KAMINAKA A, KATO T, 
YATANI H
Department of Fixed Prosthodontics, Osaka University 
Graduate School of Dentistry

P-2-42★
インプラント体周囲組織の四次元評価法を用いた
縦断研究
－顎骨データの重ねあわせの三次元的な精度評価－

Ⅰ目的：　歯科インプラント治療においてCone Beam CT
（CBCT）による画像診断は広く普及しており，近年CBCT
画像を用いて三次元的にインプラント体周囲組織を評価した
報告も増加してきている．しかし，その評価は埋入されたイ
ンプラント体を基準として行われており，基準となるインプ
ラント体が存在しない埋入手術前の画像も含めた正確な比較
検討は困難であった．そこでCBCTにて撮影を行った顎骨
データの重ね合わせを行うことにより，術前から定期検診時
までの複数の画像の比較評価を行う，インプラント体周囲組
織の時間経過を加味した四次元評価法を考案した．今回は同
一患者のCBCT画像の重ね合わせを行い，本法の正確度，再
現性について検討を行った．
Ⅱ材料および方法：　当科にて上顎前歯部にインプラント体
を埋入された患者 6 名の，上部構造装着時（T1）および定期
検診時（T2）に撮影したCBCT画像を抽出し，各々の患者に
ついて三次元画像診断ソフト（STRAUMANNⓇ CARESⓇ 
GUIDED SURGERY co DiagnostiX，Straumann社製）を
使用して顎骨データの重ね合わせを行った．T1とT2の
CBCT画像のインプラント体上に，埋入されたインプラント
体と同一のインプラントモデル（IM1，IM2）を配置し，IM1
とIM2の三次元的な位置関係について，2 名の検者が別々に
計測を行った．評価項目は角度（An），近遠心（D），頬舌
（V），上下（Ap）方向の距離とし，同一患者につき 3 日以
上の間隔を開けて各 4 回ずつ計測を行った．なお，本研究は
大阪大学倫理審査委員会の承認（H23-E8）を得て行った．
Ⅲ結果：　2 名の検者の各項目の計測の平均値はAn：0.92±
0.56°および0.21±0.15°，D：0.07±0.03 mmおよび0.09±0.01 mm，
V：0.08±0.04 mm および 0.08±0.05 mm，Ap：0.09±0.06 mm
および0.09±0.05 mm，となった．IM1，IM2の三次元的な位
置関係の計測結果より，異なる 2 時点のCBCT画像の重ね合
わせが，異なる検者間でも十分な正確度，再現性をもって行
えることが示された．
Ⅳ考察および結論：　今回の結果より，T1，T2の顎骨データ
に加えて術前（T0）の顎骨データも重ね合わせることで，
術前のCBCT画像上に埋入後のインプラントモデルIM1，
IM2を三次元的に正確に配置することが可能であると考えら
れ，このことはインプラント体周囲組織に対する四次元評価
法の精度が高いことを示唆している．

○佐藤 成実，春日井 昇平，黒田 真司
東京医科歯科大学大学院インプラント口腔再生医学分野

Tomographic evaluation of mandibular canal and 
submandibular fossa for placement of dental implants in 
posterior mandibles
○SATOU N, KASUGAI S, KURODA S
Department of Oral Implantology and Regenerative Dental 
Medicine, Graduate School, Tokyo Medical and Dental 
University

P-2-43★
下顎管と顎下腺窩のエックス線CTによる
形態学的検討
～下顎臼歯部インプラント埋入時の注意点～

Ⅰ目的：　下顎臼歯部インプラント埋入に際しては，エック
ス線CTによる三次元的診査は不可欠であり，同時に出血や
麻痺等のリスクを避けるための解析である．下顎臼歯部舌側
骨面の陥凹（顎下腺窩）の程度や，陥凹と下顎管との位置関
係を理解することは，インプラント治療計画や埋入時におい
て参考となる．そこで，三次元的診査よって顎下腺窩の形態
および下顎管との位置関係等を分析し，インプラント埋入に
おける解剖学的指標に関して後ろ向き研究を行った．
Ⅱ材料および方法：　被験者は本学歯学部附属病院インプラ
ント外来にて，インプラント治療の診査としてエックス線
CT撮影を受けた患者で，下顎臼歯部無歯顎もしくは左右顎
伴にオトガイ孔より後方に欠損を認める16名とした．なお，
本研究は本学歯学部附属病院倫理審査委員会の承認（承認番
号1081）のもと，患者の同意を得て行った．CTデータより
下顎管に対して垂直な冠状断画像を再構成し，舌側凸面の最
高位と最下位を繋いだ線上から窩の最深部へ垂線の距離を窩
の深さとした．さらに窩の深さにおいて，オトガイ孔から後
方で被験者固有の最深点を決定し，最深点，皮質骨の厚み，
骨幅と深さの関係，最深点からオトガイ孔までの距離，最深
点と下顎管との位置関係を測定した．
Ⅲ結果：　窩の最深点が 2 mm以上であるものは25.8%であ
り，その中で 3 mm以上においては全体の9.68%であった．
また皮質骨の厚みとの相関性はないものの，骨幅が細いほど
窩が深い傾向にあった．被験者固有最深点のオトガイ孔から
の距離の平均は16.5 mmであり，下顎管の90.3%が最深点を
通る水平線より下に位置していた．
Ⅳ考察および結論：　被験者は全て日本人であったが，その
下顎骨舌側の陥凹は顕著ではなく，陥凹位置は下顎管より上
位に位置する傾向が認められた．インプラント治療のプロト
コールは欧米人を対象に作成されているが，我々は日本人の
平均的な解剖学的形態の特徴を参考にして個々の診査・診断
を行い，インプラント体の選択や埋入方向など，治療計画を
立てる必要がある．

○岩本 麻也，千葉 貴大，北沢 伊，澤口 通洋，水口 稔之
日本インプラント臨床研究会

A case of new socket lift technique with bone spreader
○IWAMOTO M, CHIBA T, KITAZAWA T, 
SAWAGUCHI M, MIZUGUCHI T
Clinical Implant Society of Japan

P-2-44★
回転式骨圧縮装置を用いた新しいソケットリフト法
を行った一症例

Ⅰ目的：　上顎臼歯部において骨幅が少ない症例も多い. そ
の際，サイナスリフトや，ソケットリフトによるシュナイ
ダー膜を拳上する方法がある．その中でも，オステオトー
ム法は，近年では多くの新しい手術法が開発されている．今
回，幾つかの選択肢の中で，2006 年に開発された回転式骨
圧縮装置（オステオプッシャー，PLATON JAPAN社製）を
使用したクレスタルアプローチによるサイナスリフトの手法
を改良し，単独歯に対するシュナイダー膜の損傷のリスクを
軽減すべく考案した方法をご報告する.
Ⅱ方法の概要：　オステオトーム法は，マレットによる槌打
を行うが，オステオプッシャーによるソケットリフトは槌打
を行わずラチェットによる回転力を推進力に変換させ，上顎
洞底骨を押し破るため，オステオトーム法と比べ衝撃が少な
くシュナイダー膜の損傷に対して有利である．しかし，既存
骨が 3 mm以下になるとシュナイダー膜損傷のリスクが高く
なるため，2013年に「スリットリフト法」を発表した．「ス
リットリフト法」は近遠心的にスリット状にエンジンバーに
て切削し, その後オステオプッシャーにて上顎洞底骨を押し
破り, さらにスリット部周辺を手用器具にて剥離しシュナイ
ダー膜の拳上をしやすくする方法であった．しかし，1 歯欠
損の上顎臼歯部において十分な近遠心的にスリット状に切削
し，シュナイダー膜の剥離をすることは困難な場合がある．
そこで，今回スリット状の切削をせずにオステオプッシャー
を用いてインプラント窩形成及びシュナイダー膜の剥離を
行った．歯槽骨を上顎洞底まで 1 mm手前までドリリングし
て，回転式骨圧縮装置を用いてインプラント窩を形成及び，
回転力を推進力に変換させ上顎洞底骨を押し破り，さらに
周辺を回転式骨圧縮装置の直径より小さい手用器具にてシュ
ナイダー膜の剥離，拳上を行った．
Ⅲ考察および結論：　通常，既存骨が 5 ～ 6 mmまで，ソ
ケットリフトの適応症であったが，この手法はラウンド上の
先端形状の回転式骨圧縮装置を用いてインプラント窩の形成
を行い，手用器具にて剥離することにより，シュナイダー膜
損傷のリスクを軽減させより安全に低侵襲に歯槽頂アプロー
チを行うことが出来た．術後の疼痛も少なく，鼻症状も全く
なくレントゲン像から半円状挙上が認められ，その後の挙上
された形状の変化もないため，良好に経過していると判断
した．そのため，今回の手法は有効な方法であると示唆され
た．
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○小室 暁，奥田 謙一，木村 正，岸本 博人，阪本 貴司
大阪口腔インプラント研究会

Application of lithium disilicate for custom abutment
○KOMURO A, OKUDA K, KIMURA M, KISHIMOTO H, 
SAKAMOTO T
Osaka Academy of Oral Implantology

P-2-45★
二ケイ酸リチウムのカスタムアバットメントへの応用

Ⅰ目的：　近年，支台形態付与の自由性，インプラント埋
入角度の補綴的補正，支台歯間の平行性の確保，適切なエ
マージェンスプロファイル形態の付与などを目的にカスタム
アバットメントが用いられる機会が多い．一般的にチタン
（Ti）やジルコニア（Zr）などが使われることが多いが，
Ti は審美性や生体親和性に劣り，Zr は加工性に問題があり，
光の透過性が悪く審美性も他のセラミック材料に比較すると
最適なものとは言い難い．しかし二ケイ酸リチウム（Li）は，
これらの材料に比べて審美性，生体親和性，加工性にも優れ
ている．今回，Li を用い良好に経過した症例を経験したので
報告する.
Ⅱ症例の概要：　患者は37歳，上顎右側中切歯欠損を主訴
に，2013年10月当院を受診した．現病歴は約10年前に抜歯に
至って以来，暫間的な修復を施すのみで放置していた．口腔
内所見および全身所見に特記すべき事項はなかった．治療法
についてカウンセリングを行い，患者はインプラント補綴を
希望した．パノラマエックス線検査とCT検査などを行い，
2013年11月，欠損部に Ti インプラント（Xive cellplus，
φ3.4 mm，長さ11 mm）を 1 本埋入した．2014年 3 月に二
次手術を行いプロビジョナルクラウンを装着し，歯間部の歯
肉の調整，咬合や清掃性を確認した．Li 製カスタムアバッ
トメント（IPS e-max CAD）を作製，最終焼成前に口腔内試
適した後，6 月に Li 製オールセラミックス冠（IPS e-max 
CAD）を装着した．上部構造装着後，約 1 年経過している
が，インプラント周囲組織の炎症所見や歯肉退縮も認めず経
過良好である．審美的にも患者は満足している.
Ⅲ考察および結論：　患者の審美要求が高く年齢が若い場
合，将来の歯肉退縮の可能性も考慮して，クラウンのみなら
ずアバットメントにも審美性が要求されるが，Li はその点で
優れた材料といえる．また，最終焼成前後で収縮がほとんど
なく，口腔内での試適が可能である．さらに上部構造も同じ
材料で作製することでアバットメントとクラウンの接合部が
目立たなくなり，接合部を歯肉縁下深くに設定する必要がな
くなる．これはセメントの歯肉縁下残留リスクを軽減する意
味でも大きな利点といえる．しかし，フレームワークなどの
際には，強度の面で Ti や Zr より劣るため，今後それぞれの
物性を考慮してケースごとに材料の使い分けを行う必要があ
ると考える．

○宗像 源博1，澤村 昌哉2，小野 裕2，矢島 奈央子1，
立川 敬子3

神奈川歯科大学附属病院口腔インプラントセンター1，
関東・甲信越支部2，東京医科歯科大学歯学部附属病院イン
プラント外来3

Development of zirconia fixed screw type abutment with 
esthetic and soft tissue management
○MUNAKATA M1, SAWAMURA M2, ONO Y2, 
YAJIMA N1, TACHIKAWA N3

Oral Implant Center, Kanagawa Dental University Hospital1, 
Kanto-Koshinetsu Branch2, Implant Dentistry, Dental 
Hospital, Tokyo Medical and Dental University3

P-2-46★
審美性と軟組織マネージメントを
兼ね備えたジルコニア製スクリューリテイン用
アバットメントの開発

Ⅰ目的：　EWOPにおけるインプラント周囲疾患の高い発
症率の報告からメインテナンス時の脱着による清掃の容易さ
と修理や修正も含めた上部構造形態のコントロールのしやす
さから再びスクリュー固定が見直され現在に至っている．し
かし，現在汎用されているスクリュー固定はCAD/CAMの
普及により従来のチタン製の中間アバットメントを用いたス
クリュー固定式ではなく，審美性を重視したダイレクトスク
リュー固定が主体となっているため，スクリューの緩みやメ
インテナンス時の上部構造の脱着によって軟組織付着の喪失
や骨吸収を生じやすいことが考えられる．今回我々は
MAD/MAMシステムを用いて審美性と軟組織マネージメン
トを兼ね備えたジルコニア製スクリューリテイン用アバット
メントを開発，臨床応用し良好な結果を得たのでここに報告
する．
Ⅱ材料および方法：　マスター材料としてマルチユニットア
バットメント（ノーベルバイオケア社製）高さ 2 mmおよび
3 mmを用いた．これを倣い加工ハンドミリングZirkograph 
025ECO（Zirkonzahn社製）を用いてスキャニングおよび半
焼結酸化ジルコニウムディスクのミリングを施行．その後カ
ラーリング, 完全焼結し拡大鏡下にて調整．研磨後熱処理を
おこないジルコニア製スクリューリテイン用アバットメント
を作製し，臨床応用（ 5 症例）をおこなった．臨床研究につ
いては神奈川歯科大学倫理委員会の承認（第276番）を得て
患者の同意のもとおこなった．
Ⅲ結果：　臨床応用した 5 症例について 6 ヶ月後のメインテ
ナンス時にプラーク付着状況，周囲粘膜の炎症状態について
診査をおこなったところ短期間ではあるがBOP等の炎症症
状は観察されずプラークの付着量も少ない結果であった．ま
たアバットメントの緩み，破折等の力学的所見も観察されな
かった．
Ⅳ考察および結論：　現在スクリュー固定用に用いられてい
るアバットメントは全てチタン製のため審美的な問題を抱え
ているため，審美部位ではダイレクト構造によるスクリュー
リテインが適用されていることが多い．しかしダイレクト構
造の場合，平行性の問題による適合精度の低下や上部構造の
撤去による付着の喪失，アクセスホールからの細菌集積によ
る骨吸収の惹起など様々な問題を抱えている．今回短期間の
経過報告であるが本アバットメントが適用されることによっ
て審美性とメインテナンスの向上を兼ね備えたインプラント
治療が可能になると考える．

○田島 登誉子1，内藤 禎人1，松香 芳三2，大倉 一夫2，
友竹 偉則1

徳島大学病院口腔インプラントセンター1，徳島大学大学院
顎機能咬合再建学分野2

Prosthodontic rehabilitation by implant denture with riegel 
attachment for the mandible reconstructed with bone graft ; 
Case reports
○TAJIMA T1, NAITO Y1, MATSUKA Y2, OKURA K2, 
TOMOTAKE Y1

Oral Implant Center, Tokushima University Hospital1, 
Dept. of Stomatognathic Function and Occlusal 
Reconstruction, Tokushima University Graduate School2

P-2-47★
自家骨移植による下顎骨再建症例に
リーゲル機構を付与した患者可綴式上部構造を
用いて咬合機能を回復した2症例

Ⅰ目的：　口腔腫瘍等による顎骨の区域切除後，自家骨での
再建術を施行した患者へのインプラント治療に対して，咀
嚼・発音などの機能的な回復だけでなく，審美性や装着感覚
を含めた口腔に関するQOLの向上が求められるようになっ
ている．しかし，再建された顎骨は本来の顎骨形態に比べて
狭小であり，低位になる傾向がある．補綴空隙が大きくなる
ことで最終上部構造の歯冠形態が過長になり，口腔清掃が不
十分になりやすい．当院では，このような症例に対して，イ
ンプラント間を連結したテレスコープ形態の内冠を設計し，
外冠にあたる最終上部構造をリーゲル機構によって維持する
患者可綴式上部構造を適用している．審美性と装着感，およ
びセルフメンテナンスの向上を意図した上部構造によって，
患者満足の高い良好な結果を得られているので報告する．
Ⅱ症例の概要：　症例①：61歳，男性．平成20年に当院にて
口腔底癌により腫瘍切除術，頚部郭清術および下顎前歯部お
よび小臼歯部に相当する下顎骨区域切除を行い，左腓骨の遊
離筋皮弁による再建を行った．治療用義歯により咬合回復を
行った後，移植骨にインプラントを 5 本埋入した．1 年 4 ヶ
月後にスクリュー固定式の暫間上部構造装着したが，舌側面
の清掃が困難であったため本法を選択した．最終上部構造を
装着し，現在まで良好に経過している．
症例②：33歳，女性．平成22年に当院にて骨形成性線維腫に
より下顎前歯部および小臼歯部に相当する下顎骨部分切除を
行い，左腸骨の新鮮海綿骨細片移植術による再建を行った．
治療用義歯により咬合回復を行った後，移植骨にインプラン
トを 4 本埋入した．9 ヶ月後にスクリュー固定式の暫間上部
構造装着したが，舌側面の清掃が困難であったため本法を選
択した．最終上部構造を装着し，現在も経過良好である．
Ⅲ考察および結論：　本法による最終上部構造は，患者自身
が着脱可能で口腔清掃が容易に行うことができる．良好に経
過しており，インプラント周囲軟組織にも問題を認めていな
い．通法の固定性上部構造と比較して，リーゲル機構を有す
る上部構造によって，装着感や審美性，機能性においても患
者の満足度が高く，QOLの向上につながっていると考えら
れる．

○窪田 努，林 宏規，荒川 光，窪木 拓男
岡山大学病院

The method available for effectively using intraoral 
photography and the management in clinical practice.
○KUBOTA T, HAYASHI H, ARAKAWA H, KUBOKI T
Okayama University Hospital

P-2-48★
口腔内写真を効率良く運用・管理する
デジタルワークフロー

Ⅰ目的：　今やデジタルカメラで撮影した口腔内写真は，保
存場所を必要としなくなった反面，データの転送や保存には
人的パワーが必要で，かつ煩雑に保存された膨大なデータか
ら必要な写真を抽出するのは一苦労である．これらの解決策
として，歯科専用ソフトの導入も考えられるが，思ったより
利便性が低くコスト高である．さらにラボサイドで必要な色調
に関するデータも患者ごとに蓄積されるのが望ましい．そこで
今回，広く一般化されているApple社製のデバイス「Mac」
と「iPad」ならびにインターネットサービス「iCloud」を利
用したこれらを解決しうる口腔内写真活用システムを構築し
たので紹介したい．
Ⅱ方法：　デジタルカメラから写真データを無線転送できる
アイファイジャパン社製SDカード「Eye-Fi Mobi」をデジタ
ルカメラに挿入する．写真撮影が行われると，「Eye-Fi」は
「iPad」へ自動的に写真データを転送される．またカメラの
電源を切ると，連動して「Eye-Fi」と「iPad」の接続が遮断
され，同時に「iPad」から「iCloud」経由で「Mac」の写真
管理ソフト「iPhoto」に写真データが自動転送される．そし
て，転送されたデータに患者名や撮影日等を付与することで
患者ごとに保存・管理できる． 
Ⅲ結果：　「Eye-Fi」により，口腔内写真が撮影と同時に
「iPad」に転送されるため，その場で口腔内写真を「iPad」
に表示して，患者へのインフォームドコンセントに活用でき
る．また，Mac標準ソフト「iPhoto」は視認性に優れている
ため複数枚の写真を比較しやすく，さらに技工サイドで必要
な色調情報も電子的に記録され，「iCloud」経由で共有され
る．そして，検索機能のある「スマートアルバム」を併用す
れば，経過を追っている症例だけをすぐに表示させることも
可能である．
Ⅳ考察および結論：　このシステムでは，デジタルカメラか
ら記憶媒体を抜き取り，それをPCに接続して写真データを
コピーする必要がなく，撮影するだけでPCの保存まで自動
的に行うことができるため，スタッフの負担とミスを軽減で
きる．また，市販のデバイスと標準装備されているソフトで
構築されているため比較的導入しやすく，さらに診療室のみ
ならずラボサイドとも患者情報を共有でき，日常臨床現場に
おいて利便性が高いと考えている．だたし，これらのデータ
は個人情報であるため，匿名化を行うとともに漏えい等の危
険性がないかを十分に確かめた上での利用が必要である．
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○小室 暁，奥田 謙一，木村 正，岸本 博人，阪本 貴司
大阪口腔インプラント研究会

Application of lithium disilicate for custom abutment
○KOMURO A, OKUDA K, KIMURA M, KISHIMOTO H, 
SAKAMOTO T
Osaka Academy of Oral Implantology

P-2-45★
二ケイ酸リチウムのカスタムアバットメントへの応用

Ⅰ目的：　近年，支台形態付与の自由性，インプラント埋
入角度の補綴的補正，支台歯間の平行性の確保，適切なエ
マージェンスプロファイル形態の付与などを目的にカスタム
アバットメントが用いられる機会が多い．一般的にチタン
（Ti）やジルコニア（Zr）などが使われることが多いが，
Ti は審美性や生体親和性に劣り，Zr は加工性に問題があり，
光の透過性が悪く審美性も他のセラミック材料に比較すると
最適なものとは言い難い．しかし二ケイ酸リチウム（Li）は，
これらの材料に比べて審美性，生体親和性，加工性にも優れ
ている．今回，Li を用い良好に経過した症例を経験したので
報告する.
Ⅱ症例の概要：　患者は37歳，上顎右側中切歯欠損を主訴
に，2013年10月当院を受診した．現病歴は約10年前に抜歯に
至って以来，暫間的な修復を施すのみで放置していた．口腔
内所見および全身所見に特記すべき事項はなかった．治療法
についてカウンセリングを行い，患者はインプラント補綴を
希望した．パノラマエックス線検査とCT検査などを行い，
2013年11月，欠損部に Ti インプラント（Xive cellplus，
φ3.4 mm，長さ11 mm）を 1 本埋入した．2014年 3 月に二
次手術を行いプロビジョナルクラウンを装着し，歯間部の歯
肉の調整，咬合や清掃性を確認した．Li 製カスタムアバッ
トメント（IPS e-max CAD）を作製，最終焼成前に口腔内試
適した後，6 月に Li 製オールセラミックス冠（IPS e-max 
CAD）を装着した．上部構造装着後，約 1 年経過している
が，インプラント周囲組織の炎症所見や歯肉退縮も認めず経
過良好である．審美的にも患者は満足している.
Ⅲ考察および結論：　患者の審美要求が高く年齢が若い場
合，将来の歯肉退縮の可能性も考慮して，クラウンのみなら
ずアバットメントにも審美性が要求されるが，Li はその点で
優れた材料といえる．また，最終焼成前後で収縮がほとんど
なく，口腔内での試適が可能である．さらに上部構造も同じ
材料で作製することでアバットメントとクラウンの接合部が
目立たなくなり，接合部を歯肉縁下深くに設定する必要がな
くなる．これはセメントの歯肉縁下残留リスクを軽減する意
味でも大きな利点といえる．しかし，フレームワークなどの
際には，強度の面で Ti や Zr より劣るため，今後それぞれの
物性を考慮してケースごとに材料の使い分けを行う必要があ
ると考える．

○宗像 源博1，澤村 昌哉2，小野 裕2，矢島 奈央子1，
立川 敬子3

神奈川歯科大学附属病院口腔インプラントセンター1，
関東・甲信越支部2，東京医科歯科大学歯学部附属病院イン
プラント外来3

Development of zirconia fixed screw type abutment with 
esthetic and soft tissue management
○MUNAKATA M1, SAWAMURA M2, ONO Y2, 
YAJIMA N1, TACHIKAWA N3

Oral Implant Center, Kanagawa Dental University Hospital1, 
Kanto-Koshinetsu Branch2, Implant Dentistry, Dental 
Hospital, Tokyo Medical and Dental University3

P-2-46★
審美性と軟組織マネージメントを
兼ね備えたジルコニア製スクリューリテイン用
アバットメントの開発

Ⅰ目的：　EWOPにおけるインプラント周囲疾患の高い発
症率の報告からメインテナンス時の脱着による清掃の容易さ
と修理や修正も含めた上部構造形態のコントロールのしやす
さから再びスクリュー固定が見直され現在に至っている．し
かし，現在汎用されているスクリュー固定はCAD/CAMの
普及により従来のチタン製の中間アバットメントを用いたス
クリュー固定式ではなく，審美性を重視したダイレクトスク
リュー固定が主体となっているため，スクリューの緩みやメ
インテナンス時の上部構造の脱着によって軟組織付着の喪失
や骨吸収を生じやすいことが考えられる．今回我々は
MAD/MAMシステムを用いて審美性と軟組織マネージメン
トを兼ね備えたジルコニア製スクリューリテイン用アバット
メントを開発，臨床応用し良好な結果を得たのでここに報告
する．
Ⅱ材料および方法：　マスター材料としてマルチユニットア
バットメント（ノーベルバイオケア社製）高さ 2 mmおよび
3 mmを用いた．これを倣い加工ハンドミリングZirkograph 
025ECO（Zirkonzahn社製）を用いてスキャニングおよび半
焼結酸化ジルコニウムディスクのミリングを施行．その後カ
ラーリング, 完全焼結し拡大鏡下にて調整．研磨後熱処理を
おこないジルコニア製スクリューリテイン用アバットメント
を作製し，臨床応用（ 5 症例）をおこなった．臨床研究につ
いては神奈川歯科大学倫理委員会の承認（第276番）を得て
患者の同意のもとおこなった．
Ⅲ結果：　臨床応用した 5 症例について 6 ヶ月後のメインテ
ナンス時にプラーク付着状況，周囲粘膜の炎症状態について
診査をおこなったところ短期間ではあるがBOP等の炎症症
状は観察されずプラークの付着量も少ない結果であった．ま
たアバットメントの緩み，破折等の力学的所見も観察されな
かった．
Ⅳ考察および結論：　現在スクリュー固定用に用いられてい
るアバットメントは全てチタン製のため審美的な問題を抱え
ているため，審美部位ではダイレクト構造によるスクリュー
リテインが適用されていることが多い．しかしダイレクト構
造の場合，平行性の問題による適合精度の低下や上部構造の
撤去による付着の喪失，アクセスホールからの細菌集積によ
る骨吸収の惹起など様々な問題を抱えている．今回短期間の
経過報告であるが本アバットメントが適用されることによっ
て審美性とメインテナンスの向上を兼ね備えたインプラント
治療が可能になると考える．

○田島 登誉子1，内藤 禎人1，松香 芳三2，大倉 一夫2，
友竹 偉則1

徳島大学病院口腔インプラントセンター1，徳島大学大学院
顎機能咬合再建学分野2

Prosthodontic rehabilitation by implant denture with riegel 
attachment for the mandible reconstructed with bone graft ; 
Case reports
○TAJIMA T1, NAITO Y1, MATSUKA Y2, OKURA K2, 
TOMOTAKE Y1

Oral Implant Center, Tokushima University Hospital1, 
Dept. of Stomatognathic Function and Occlusal 
Reconstruction, Tokushima University Graduate School2

P-2-47★
自家骨移植による下顎骨再建症例に
リーゲル機構を付与した患者可綴式上部構造を
用いて咬合機能を回復した2症例

Ⅰ目的：　口腔腫瘍等による顎骨の区域切除後，自家骨での
再建術を施行した患者へのインプラント治療に対して，咀
嚼・発音などの機能的な回復だけでなく，審美性や装着感覚
を含めた口腔に関するQOLの向上が求められるようになっ
ている．しかし，再建された顎骨は本来の顎骨形態に比べて
狭小であり，低位になる傾向がある．補綴空隙が大きくなる
ことで最終上部構造の歯冠形態が過長になり，口腔清掃が不
十分になりやすい．当院では，このような症例に対して，イ
ンプラント間を連結したテレスコープ形態の内冠を設計し，
外冠にあたる最終上部構造をリーゲル機構によって維持する
患者可綴式上部構造を適用している．審美性と装着感，およ
びセルフメンテナンスの向上を意図した上部構造によって，
患者満足の高い良好な結果を得られているので報告する．
Ⅱ症例の概要：　症例①：61歳，男性．平成20年に当院にて
口腔底癌により腫瘍切除術，頚部郭清術および下顎前歯部お
よび小臼歯部に相当する下顎骨区域切除を行い，左腓骨の遊
離筋皮弁による再建を行った．治療用義歯により咬合回復を
行った後，移植骨にインプラントを 5 本埋入した．1 年 4 ヶ
月後にスクリュー固定式の暫間上部構造装着したが，舌側面
の清掃が困難であったため本法を選択した．最終上部構造を
装着し，現在まで良好に経過している．
症例②：33歳，女性．平成22年に当院にて骨形成性線維腫に
より下顎前歯部および小臼歯部に相当する下顎骨部分切除を
行い，左腸骨の新鮮海綿骨細片移植術による再建を行った．
治療用義歯により咬合回復を行った後，移植骨にインプラン
トを 4 本埋入した．9 ヶ月後にスクリュー固定式の暫間上部
構造装着したが，舌側面の清掃が困難であったため本法を選
択した．最終上部構造を装着し，現在も経過良好である．
Ⅲ考察および結論：　本法による最終上部構造は，患者自身
が着脱可能で口腔清掃が容易に行うことができる．良好に経
過しており，インプラント周囲軟組織にも問題を認めていな
い．通法の固定性上部構造と比較して，リーゲル機構を有す
る上部構造によって，装着感や審美性，機能性においても患
者の満足度が高く，QOLの向上につながっていると考えら
れる．

○窪田 努，林 宏規，荒川 光，窪木 拓男
岡山大学病院

The method available for effectively using intraoral 
photography and the management in clinical practice.
○KUBOTA T, HAYASHI H, ARAKAWA H, KUBOKI T
Okayama University Hospital

P-2-48★
口腔内写真を効率良く運用・管理する
デジタルワークフロー

Ⅰ目的：　今やデジタルカメラで撮影した口腔内写真は，保
存場所を必要としなくなった反面，データの転送や保存には
人的パワーが必要で，かつ煩雑に保存された膨大なデータか
ら必要な写真を抽出するのは一苦労である．これらの解決策
として，歯科専用ソフトの導入も考えられるが，思ったより
利便性が低くコスト高である．さらにラボサイドで必要な色調
に関するデータも患者ごとに蓄積されるのが望ましい．そこで
今回，広く一般化されているApple社製のデバイス「Mac」
と「iPad」ならびにインターネットサービス「iCloud」を利
用したこれらを解決しうる口腔内写真活用システムを構築し
たので紹介したい．
Ⅱ方法：　デジタルカメラから写真データを無線転送できる
アイファイジャパン社製SDカード「Eye-Fi Mobi」をデジタ
ルカメラに挿入する．写真撮影が行われると，「Eye-Fi」は
「iPad」へ自動的に写真データを転送される．またカメラの
電源を切ると，連動して「Eye-Fi」と「iPad」の接続が遮断
され，同時に「iPad」から「iCloud」経由で「Mac」の写真
管理ソフト「iPhoto」に写真データが自動転送される．そし
て，転送されたデータに患者名や撮影日等を付与することで
患者ごとに保存・管理できる． 
Ⅲ結果：　「Eye-Fi」により，口腔内写真が撮影と同時に
「iPad」に転送されるため，その場で口腔内写真を「iPad」
に表示して，患者へのインフォームドコンセントに活用でき
る．また，Mac標準ソフト「iPhoto」は視認性に優れている
ため複数枚の写真を比較しやすく，さらに技工サイドで必要
な色調情報も電子的に記録され，「iCloud」経由で共有され
る．そして，検索機能のある「スマートアルバム」を併用す
れば，経過を追っている症例だけをすぐに表示させることも
可能である．
Ⅳ考察および結論：　このシステムでは，デジタルカメラか
ら記憶媒体を抜き取り，それをPCに接続して写真データを
コピーする必要がなく，撮影するだけでPCの保存まで自動
的に行うことができるため，スタッフの負担とミスを軽減で
きる．また，市販のデバイスと標準装備されているソフトで
構築されているため比較的導入しやすく，さらに診療室のみ
ならずラボサイドとも患者情報を共有でき，日常臨床現場に
おいて利便性が高いと考えている．だたし，これらのデータ
は個人情報であるため，匿名化を行うとともに漏えい等の危
険性がないかを十分に確かめた上での利用が必要である．
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