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山倉大紀１），杉山利子１），近藤祥弘１），野呂明夫１），野村武史２），坂本輝雄３），和光 衛４），
米津卓郎５），亀山敦史６），中島一憲７）（東歯大・千病・総合診）１）（東歯大・口外）２）

（東歯大・矯正）３）（東歯大・歯放）４）（東歯大・小児歯）５）（東歯大・修復）６）

（東歯大・スポーツ歯）７） ………………………………………………………………………４０３
３９．摂食・嚥下リハビリテーション・地域歯科診療支援科開設時における臨床統計

○石田 瞭，大久保真衣，杉山哲也（東歯大・千病・摂食・嚥下リハ） …………………４０４
４０．千葉県高齢者大学校に通学する平均６０歳代学生の口腔内診査および骨密度検診結果について

○高久佐紀子１），立木千恵１），阿部友里子１），宮谷真理子１），小貝隆広１），加納将貴１），
夫馬明日香１），深川裕子２），野村真弓１），茂木悦子１），末石研二１）（東歯大・矯正）１）

（東歯大・口健・矯正）２） ………………………………………………………………………４０４
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４１．不正咬合と食品の物性との関連について －第１報 食品アンケート結果にみられた食品の物性－
○阿部友里子１），宮谷真理子１），立木千恵１），高久佐紀子１），石井武展１），野村真弓１），

茂木悦子１），末石研二１），河野みち代２），柳沢幸江２）（東歯大・矯正）１）

（和洋女子大・家政学部総合生活研究科）２）……………………………………………………４０５
４２．不正咬合と食品の物性との関連について －第２報 咀嚼しにくい食品を挙げた不正咬合者の咬合力－

○宮谷真理子１），阿部友里子１），立木千恵１），高久佐紀子１），石井武展１），野村真弓１），
茂木悦子１），末石研二１），河野みち代２），柳沢幸江２）（東歯大・矯正）１）

（和洋女子大・家政学部総合生活研究科）２）……………………………………………………４０５
４３．８０２０達成者の口腔内石膏模型を用いた三次元画像計測法による歯列の加齢様相の検討 －第４報 ４次多項回帰

式から得たアーチフォームを基にした各歯の位置－
○立木千恵１），高久佐紀子１），夫馬明日香１），深川裕子２），加納将貴１），宮谷真理子１），

阿部友里子１），宮崎晴代２），野村真弓１），茂木悦子１），末石研二１），岡野 繁３）

（東歯大・矯正）１）（東歯大・口健・矯正）２）（東歯大・口腔科学研究センター）３） ………４０６
４４．Temporary Anchorage Device を用い，上下顎大臼歯の遠心移動を行った１症例

○小池喜子１），片田英憲２），末石研二３），高崎義人４）（東京都）１）（東歯大・口健・矯正）２）

（東歯大・矯正）３）（東歯大・口健・口外）４） …………………………………………………４０６
４５．卒後研修課程第３１期生による症例展示 －リテンションケース－

○内田悠志１），加納将貴１），小泉儀明１），小高紅美１），櫻井雄太１），深川裕子２），夫馬明日香１），
野村真弓１），末石研二１）（東歯大・矯正）１）（東歯大・口健・矯正）２）………………………４０７

４６．卒後研修課程第３１期生による症例展示
○小髙紅美１），内田悠志１），加納将貴１），小泉儀明１），櫻井雄太１），深川裕子２），夫馬明日香１），

野村真弓１），末石研二１）（東歯大・矯正）１）（東歯大・口健・矯正）２）………………………４０７
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当講座の研究は，従来より修復材料および合着用セメントなど歯科材料の病理学的研究を主として行ってき
た。しかし，２０年ほど前にレーザーが登場し，およそ１０数年前からレーザーに関する研究を主として行ってき
た。今回，講演の機会をいただいたので，硬組織の切削，軟組織の切除，接着，歯の漂白などについて報告を
させていただく。また，硬組織の切削に関して要約すると以下のごとくである。

Er : YAG レーザー装置を使用して，エナメル質の切削における先端エネルギーと繰り返しパルス数が切削
深さや切削量に与える影響について検討を行ったところ，切削深さと切削量は先端エネルギーと繰り返しパル
ス数に影響され，先端エネルギーの増加によって，切削深さ，切削量は増大することが判明した。しかし，エ
ナメル質への Er : YAG レーザー照射は，その切削機序により照射条件の違いにかかわらず照射面に亀裂を発
生させるため，臨床応用時にはこの亀裂を補償する必要があると考えられる。

象牙質の切削における先端エネルギーと繰り返しパルス数が切削深さや切削量に与える影響について検討を
行ったところ，切削深さ，切削量ともにその値は増大した。また，先端エネルギーの増大によっても切削深
さ，切削量の増大が認められた。

Er : YAG レーザー装置による切削時の不顕性露髄の研究では，先端出力１００mJ/pulse，繰り返しパルス数１０
pps の条件で露髄をさせた結果，対照の回転切削群に比べ，露髄径が小さい場合においてもレーザー光の影響
は歯髄深部まで及んでいることが判明した。しかし，７日間の短期群では回転切削群に比べ，炎症性細胞が多
く発現し，デンチンブリッジの形成が若干遅れる傾向を示したが，９０日後では，両群の歯髄変化に差はなく良
好な経過をたどり，Er : YAG レーザーによる窩洞形成時に偶発露髄を生じた場合，直接歯髄覆罩を施すこと
により，回転切削具と同様に生活歯髄を健全に保存しうることを確認した。

以上のごとく，歯の硬組織切削に対する Er : YAG レーザーによる窩洞形成時の結果の要約を紹介したが，
今後研究を重ね，レーザー装置の改良と応用時のより良い条件を検討すれば，近い将来には回転切削具に取っ
て代わると考えられる。

≪プロフィール≫

＜略 歴＞
昭和４５年 東京歯科大学卒業
昭和４５年 勤務医（昭和４８年３月まで）
昭和５２年 東京歯科大学大学院歯学研究科修了
昭和５２年 東京歯科大学助手 歯科保存学第三講座
昭和５４年 東京歯科大学講師 歯科保存学第三講座
昭和５９年 学命により海外出張（米国テキサス大学

ヒューストン校）
昭和６２年 東京歯科大学助教授 歯科保存学第三講座
平成９年 東京歯科大学教授・歯科保存学第三講座主任
平成１３年 学生部長（平成１９年５月まで）

平成１８年 東京歯科大学教授・保存修復学講座主任（現職）
平成１９年 学校法人東京歯科大学法人主事（現職）

＜学会役職＞
東京歯科大学学会理事（現職）
日本レーザー歯学会理事長（現職）
日本歯科保存学会理事 （現職）
日本全身咬合学会常任理事（現職）
日本接着歯学会理事 （現職）
日本歯科産業医学会理事 （現職）
日本歯科人間工学会幹事 （現職）
日本色彩学会常任理事 （現職）
日本審美学会評議員 （現職）

＜資格等＞
日本歯科保存学会保存治療認定医・指導医
日本レーザー歯学会認定医・指導医
日本全身咬合学会認定医・指導医
日本接着歯学会認定医
外国人留学歯科医師臨床修練指導歯科医（厚生省）

保存修復学講座の研究から歯科用レーザーの現状と展望
－Er : YAGレーザーに関して－

東京歯科大学保存修復学講座教授 平井 義人

特 別 講 演

講 演 抄 録
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アカントアメーバは，土壌，淡水などに普通に存在する原生生物の一種である。アカントアメーバ角膜炎
は，アカントアメーバが角膜に感染を起こして発症し，角膜の感染症の中では最も重篤な疾患の一つである。
患者のほとんどはソフトコンタクトレンズユーザーであり，アカントアメーバに汚染されたコンタクトレンズ
を装用することで発症すると考えられている。

本講演は，最近日本でも世界的にも報告の増えているアカントアメーバ角膜炎の一他覚所見もしくは合併症
として涙腺炎がある，ということを論じた Dacryoadenitis Associated With Acanthamoeba Keratitis（Arch
Ophthalmol．２００６；１２４：１２３９－１２４２）という報告に基づいて行う。

アカントアメーバ角膜炎は初期診断が難しいが，正しい診断を下して早期から正しい治療を行わないと，非
常に予後が悪い。ほぼ失明状態に至ることも多い。本疾患に特徴的な角膜所見に精通していればアカントア
メーバ角膜炎の診断は可能であるが，実際に本疾患を診たことがないとなかなか確定診断には至りにくく，ま
たヘルペス性角膜炎などと誤診されることもしばしばある。そこで，涙腺炎を合併したアカントアメーバ角膜
炎患者を複数経験したことに着目した。

東京歯科大学市川総合病院でアカントアメーバ角膜炎と診断し，治療を行った２０例２１眼の中で８眼（３８％）
に涙腺炎が見られた。涙腺炎の診断は，１例で組織所見と CT 所見から，１例で組織所見と MRI から，２例で
MRI 所見から確定し，４例では涙腺部に一致した腫脹から行った。全例で，角膜炎のある患側のみに涙腺炎を
発症していた。組織所見では，涙腺へのリンパ球および形質細胞の中等度の浸潤があり，涙腺炎と診断され
た。しかし涙腺組織へのアカントアメーバの侵入は見られなかった。アカントアメーバ角膜炎に対する治療を
行ったところ，角膜所見の改善に伴い，当院での治療開始から平均１２．８週（４～１７週）で涙腺炎は軽快した。

アカントアメーバ角膜炎では前部ぶどう膜炎や白内障，緑内障その他多数の合併症が見られることが知られ
ているが，涙腺炎についての報告は本報が世界初である。角膜の所見と自覚症状，および MRI やバイオプ
シーなどでの涙腺炎所見を合わせることで，アカントアメーバ角膜炎の確定診断に役立つと考える。

≪プロフィール≫

＜略 歴＞
１９９９年 日本医科大学卒業
２００１年 日本医科大学研修医修了 東京医科大学眼科学

教室入局
２００２年 蕨市立病院眼科勤務
２００３年 東京歯科大学市川総合病院眼科勤務

現在に至る

資格：日本眼科学会専門医

平成２０年度 学長奨励研究賞受賞講演

アカントアメーバ角膜炎と涙腺炎

東京歯科大学市川総合病院眼科助教 冨田真智子
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炎症や外傷，腫瘍切除，生育上の理由などによる頭蓋顎顔面変形は，口腔外科で日常的に見られる症例であ
る。頭蓋顎顔面変形が著しい場合，あるいは顎欠損が広範囲である場合，治療は困難を極める。頭蓋顎顔面の
再建は，審美的かつ機能的なものでなければならないからである。そのため，各症例に対して異なる治療法を
選択する必要がある。

顎変形の矯正では，多くの場合，骨の位置を変えなければならない。それには，再結合・再構築という矯正
手術がよい。患者に組織欠損が見られる場合は，修復・再建と呼ばれる組織移植手術を行わなければならな
い。その他の症例には，組織再生術の一種である仮骨延長術（DO）を用いるとよい。これまで，顎顔面欠損
患者には骨延長術と自家移植が効果的かつ有望な治療法であった。

現在は，最新かつ高度な製造技術として８０年代末に発達した，リバース・エンジニアリング（RE）とラ
ピッド・プロトタイピング（RP）が，顎顔面の形成および再建手術に用いられている。こうした技術を用い
ることにより，顎顔面の形成および再建によって顔貌を左右対称にし，機能を回復したいという要求に応える
ことができる。RE と RP は，従来の方法に比べ，下顎の機能的再建をより迅速に，効果的かつ正確に行う方
法である。将来，RE や RP が再生医療と結びつくことにより，顎顔面の領域に変革がもたらされるだろう。

≪プロフィール≫

＜略 歴＞
１９９０年 北京医科大学（現 北京大学）歯学部卒

業
１９９０－１９９４年 第四軍医大学口腔医学院口腔外科学助手
１９９８年 博士の学位取得（第四軍医大学口腔医学

院口腔外科学）
１９９８－２００４年 第四軍医大学口腔医学院口腔外科学講師
２００４年より現職

姉妹校中国西安第四軍医大学口腔医学院による特別講演

頭蓋顎顔面変形の外科的矯正

第四軍医大学口腔医学院口腔外科学准教授 � 晋�
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クロライドチャネルは，ほぼすべての真細胞に普遍的に発現し，生理学的・生物学的過程で重要な役割を果
たしている。クロライドチャネルが関連するヒトの疾患に関して，この１０年間で著しく理解が深まった。筋肉
や腎臓，骨，脳の遺伝的疾患の中には，クロライドチャネル遺伝子の変化によって引き起こされ，チャネル機
能の喪失に至るものがある。クロライドチャネルは，通常４つのグループに分類される。電位依存性
（CIC），嚢胞性線維症膜コンダクタンス制御因子（CFTR），活性化カルシウム（CaCC），グリシンまたは γ
アミノ酪酸（GABA）活性である。

我々は，最近行った研究によって，大量のクロライドチャネル遺伝子が歯胚に発現することを確認した。そ
れらのクロライドチャネルには，細胞増殖や細胞周期シグナル経路に影響を与えることによって歯の発生を制
御するものもある。さらに詳細な研究を重ねた結果，CFTR, CIC‐５および CIC‐７クロライドチャネルが，そ
れぞれ異なる機構によって歯の発生を制御することが明らかになった。これらすべての研究データは，歯の発
生の新たな生理学的観点を浮き彫りにしている。

≪プロフィール≫

＜略 歴＞
１９９１年 西安医科大学（現 西安交通大学）歯学

部卒業
１９９４－２００１年 第四軍医大学口腔医学院口腔解剖学・口

腔生物学講師
２０００年 博士の学位取得（第四軍医大学口腔医学

院口腔生物学）
２００４－２００７年 米国ジョンズ・ホプキンス大学医学部に

留学
２００３年より現職

姉妹校中国西安第四軍医大学口腔医学院による特別講演

クロライドチャネルと歯の発生

第四軍医大学口腔医学院口腔生物学准教授 段 小紅
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疼痛や違和感をきたす一般身体疾患（器質的疾患）の患者が，疼痛や違和感を訴えるのは当然のことであ
る。しかし，疼痛や違和感を訴える患者は，必ず疼痛や違和感をきたす一般身体疾患に罹患していると言える
のだろうか？

多くの臨床医が経験していることであるが，この質問の回答は「ノー」である。それでは，いかなる場合
に，身体的には問題がないにもかかわらず，訴え（症状）のみが存在するといったことが起こりうるのであろ
うか？

この問いに回答するさいのキーワードが，“身体化”である。“身体化”症状とは，適切な検索を行っても，
その症状をうまく説明できない身体症状（訴え）である。すなわち，身体的には問題がないにもかかわらず，
疼痛や違和感を訴える患者は，身体化症状を呈しているのである。身体化症状をきたす疾患としては，身体表
現性障害，大うつ病性障害（うつ病），不安障害などが知られているが，身体化症状を主症状とする疾患を，“身
体表現性障害”と総称する。歯科・口腔外科領域の日常臨床で診る機会が最も多い身体表現性障害は，疼痛性
障害であろう。

疼痛性障害の患者は，各種の疼痛を主訴とする患者の約４０％を占めることが知られているが，歯科・口腔外
科領域にも多く認められると思われる。Atypical Odontalgia（非定型歯痛；AO）や原因不明の舌痛症，難治
の顎関節症（TMD）と診断されている患者の多くは，疼痛性障害である可能性が高い。

疼痛性障害治療の大原則は，“不可逆的な処置や侵襲的な処置は，絶対に行わないこと”である。これらの
患者に対して不可逆的な処置や侵襲的な処置を行うことは，疼痛性障害の悪化や難治化，慢性化をもたらしう
る。結果として，訴訟につながることもまれではないので，これらの患者を確実に鑑別する必要がある。

疼痛性障害に対する第一選択薬は，三環系抗うつ薬をはじめとした抗うつ薬であり，その効果は多くのエビ
デンスによって裏打ちされている。また，疼痛性障害患者では，鎮痛薬やベンゾジアゼピン系抗不安薬の濫用
を起こしやすいことも知られているので，これらの薬剤はなるべく用いないようにするべきであろう。さら
に，疼痛性障害の治療には，認知行動療法的な心理社会的アプローチも重要となる。

講演当日は，疼痛性障害をはじめとした身体表現性障害の患者の見分け方や，エビデンスに基づいた薬物療
法，現状での問題点などについて概説したい。

≪プロフィール≫

＜略 歴＞
東京女子医科大学医学部准教授
東京女子医科大学東医療センター精神科（心の医療科）
昭和４２（１９６７）年３月２９日，東京都生まれ。
平成３（１９９１）年３月 慶應義塾大学医学部卒業
平成３（１９９１）年５月 慶應義塾大学病院研修医（精

神・神経科）
平成４（１９９２）年５月 慈雲堂内科病院精神科
平成７（１９９５）年１０月 慶應義塾大学医学部漢方クリ

ニック助手
平成１４（２００２）年４月 慶應義塾大学医学部東洋医学講

座専任講師
平成１５（２００３）年４月 山梨大学医学部精神科神経科講

師
平成１７（２００５）年８月 東京女子医科大学東医療セン

ター精神科講師
平成１９（２００７）年４月 東京女子医科大学東医療セン

ター精神科准教授
現在に至る

専門：臨床精神薬理学
医学博士，精神保健指定医，精神科専門医，漢方専門
医・指導医，日本臨床精神神経薬理学会認定専門医・指
導医，日本老年精神医学会認定専門医
日本東洋医学会参事，日本臨床精神神経薬理学会評議
員，日本うつ病学会評議員，日本頭痛学会評議員，日本
精神科診断学会評議員

招 待 講 演

歯科・口腔外科領域における身体表現性障害の診断と治療

東京女子医科大学東医療センター精神科（心の医療科）准教授 山田 和男

学 会 講 演 抄 録３８０
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わが国の摂食・嚥下障害治療の萌芽は金子芳洋前昭和大学教授（昭和３２年卒）によるものといっても過言で
はない。１９８３年の老人保健法の施行，１９９４年摂食機能療法の医療保険への導入，２０００年の介護保険法の施行，
２００６年の介護保険制度改正による介護予防の導入を経て次第にその重要性が認知されるようになって来た。

歯科医療の供給側であるわれわれを取り巻く環境は歯科医師過剰による競争の激化とともに少子・高齢化，
疾病構造の変化，そして社会保障制度の変遷とともに日々，厳しさを増してきている。
一方需要側である患者サイド特に高齢者や障害者は重複疾病に罹患し，かつ多重障害をもって在宅を余儀なく
され，口腔ケアをはじめ日常の食事さえ自立できずにいることは歯科医療関係者の間ではあまり認知されてこ
なかったように思われる。

介護保険の実施とともにこのような問題が顕在化し，かかりつけ医の存在や在宅医療の必要性が叫ばれだし
た。そこで各地域歯科医師会では歯科介護支援センター等を立ち上げるとともに訪問歯科診療の実施や摂食・
嚥下障害者に対応できる歯科医師，歯科衛生士等を育てる研修会が盛んになってきた。

しかし，訪問診療における問題は照明をはじめ検査機器，治療機器等の不備による安全面への配慮からか参
入するものが少なく，まして摂食・嚥下障害者の治療や訓練に際してはさらにハイリスクと考えられ積極的に
取り組む者がまだ少ないのが現状ではないだろうか。

治療環境が良好といえない在宅での治療に際してはより精度の高い診断と適切な治療目標，効果的な治療計
画が望まれる。その為には情報の共有と治療目標およびアプローチの一致のためのコンセンサスを図らなけれ
ばならない。

この度は安全に医療を行う為，また高齢者や障害者が地域で安心して暮らせる為には高次医療施設等との連
携に開業医として何を求めるかを提示し，よりよい連携のあり方を探ってゆきたい。

≪プロフィール≫

＜略 歴＞
１９７４年 東京歯科大学卒業
１９８２年 千葉県市川市開業
１９８５年～１９８７年 （社）市川市歯科医師会理事
１９８７年～１９８９年 （社）千葉県歯科医師会学校歯科部幹事
２０００年～２００２年 市川市介護認定審査委員
１９９８年～２００２年 （社）千葉県歯科医師会摂食検討会委員
２００４年～現在 日本摂食・嚥下リハビリテーション学

会評議員

シンポジウム「高齢者の摂食・嚥下障害と医療連携」

開業医からみた訪問歯科診療
－在宅で望まれる医療連携とは－

千葉県市川市開業 篠塚 光久
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摂食・嚥下行動は，食物の認識（先行期）から始まり，捕食・咀嚼・食塊形成（準備期），食塊の口腔から
咽頭への送り込み（口腔期），嚥下反射が起こり咽頭から食道入口への移動（咽頭期），食道を通過し胃に入る
（食道期）までを言います。この摂食・嚥下動作は，随意運動と不随意運動の連携によってなされます。その
ため摂食・嚥下システムの何処か一箇所でも故障が生じると，システム全体の働きが低下し，摂食・嚥下障害
が惹起することとなります。

摂食・嚥下動作の中で，最初に食物が入る口腔は，食物に関する情報をキャッチし，唾液を分泌，咀嚼筋の
運動をコントロールして下顎運動により咀嚼が行われる重要な場であります。咀嚼が不十分ですと次の段階の
嚥下がスムーズに行われなくなります。咽頭は食物の通り道であると共に空気の通り道でもあります。嚥下の
際は，食物の通路が優先で，瞬時ですが鼻咽腔が閉鎖され，喉頭蓋で喉頭口を塞いで食塊が空気の通り道に入
るのを防止します。食道の内腔は通常閉鎖しており，食塊が通過する時のみ拡がり蠕動運動により胃に送られ
ます。口腔・咽頭・食道におけるこれらの動作は，粘膜での知覚情報が知覚神経線維により中枢に伝えられ，
中枢で処理し，運動神経線維を介して口腔・咽頭周囲の筋が絶妙なタイミングで収縮することにより行われま
す。

摂食・嚥下障害のリハビリテーションを行うにあたっては，正常時の摂食・嚥下の基本動作とメカニズム，
この動作の中心となる口腔，咽頭の構造および喉頭の構造を把握すると共に，摂食・嚥下に関与する筋とその
支配神経などを理解することが重要であると考えます。

そこで，このシンポジウムでは，解剖学の立場から摂食・嚥下障害を理解するための基礎となる口腔・咽
頭・喉頭の構造および摂食・嚥下に関与する筋とその神経支配を中心に基本的な話をさせていただきます。

摂食・嚥下に関与する筋と神経支配
・表情筋→顔面神経支配
・咀嚼筋：咬筋，側頭筋，内側翼突筋，外側翼突筋→下顎神経支配
・舌骨上筋：顎二腹筋前腹，顎舌骨筋→下顎神経支配

顎二腹筋後腹，茎突舌骨筋→顔面神経支配
オトガイ舌骨筋→舌下神経（頚神経）支配

・軟口蓋の筋：口蓋帆張筋→下顎神経支配
口蓋垂筋，口蓋舌筋，口蓋咽頭筋→舌咽・迷走神経支配

・咽頭の筋：茎突咽頭筋→舌咽神経支配
耳管咽頭筋，上・中・下咽頭収縮筋→舌咽・迷走神経支配

≪プロフィール≫

＜略 歴＞
東京歯科大学 副学長
東京歯科大学解剖学講座教授
歯学博士
埼玉県出身
１９４７年７月２５日生まれ
１９７２年 東京歯科大学歯学部卒業
１９７２年 第５１回歯科医師国家試験合格
１９７６年 東京歯科大学大学院歯学研究科修了

（解剖学専攻）学位受領（歯学博士）
１９７６年 東京歯科大学解剖学教室助手

１９７７年 東京歯科大学解剖学教室講師
１９８０年 東京歯科大学解剖学教室助教授
１９８４年 東京歯科大学解剖学教室教授

＜学会活動＞
東京歯科大学学会（副会長）
日本歯科医学会（副会長）
歯科基礎医学会（副理事長）
日本解剖学会（理事）
日本歯科医学教育学会（監事）

＜著 書＞
図説新歯牙解剖学
顎関節機能解剖図譜
臨床医のための顎関節疾患入門
最新・歯科局所麻酔ハンドブック（著分担）
口と歯の病気マップ
摂食・嚥下リハビリテーション，第２版（著分担）
CD ロム 人体解剖学（１．骨学，２．筋学）
画像でみる歯の解剖
摂食・嚥下のメカニズム

シンポジウム「高齢者の摂食・嚥下障害と医療連携」

摂食・嚥下障害を理解するための解剖

東京歯科大学解剖学講座教授 井出 吉信

学 会 講 演 抄 録３８２
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摂食・嚥下障害への対応は，必ずしも機能障害に対するリハビリテーションのみならず，栄養や生活リズム
など多くの医療情報，生活情報をも包括することが大切である。このため，一人の患者に対して多職種が連携
することが一般的であるが，歯科従事者もその担い手として活躍が期待されている。その主な内容は，経口に
よる栄養摂取の通路である口腔の衛生管理が歯科に特化されたものであるが，勿論，摂食・嚥下機能評価から
リハビリテーション全般も歯科が行い得る領域である。しかしながら，様々な問題により依然，摂食・嚥下リ
ハビリテーション（摂食・嚥下リハ）に関わる歯科従事者は少ないのが現状である。歯科は訪問診療を通じ
て，急速に増加する高齢者に対する義歯等の歯科診療に加え，安全に口から食べる上での支援を行うのに相応
な職種と考えられるが，現状は厳しい。

そのような中，病院歯科は公的な立場から歯科主導の摂食・嚥下リハビリテーションを支援する役割も持っ
ていると私は考えている。特に，大学病院は教育に加え，卒前，卒後研修を通じて従事者の養成が重要である
し，地域歯科従事者が摂食・嚥下リハを行いやすい環境を提供すべく，いつでも医療相談，画像検査，訪問診
療などが可能な診療協力体制を専門機関として整えておくことが任務と考える。

千葉病院では本年７月，「摂食・嚥下リハビリテーション・地域歯科診療支援科」が稼働し，前述の任務を
具現化すべく少しずつであるが診療の幅を広げている。基本は外来診療であるべきだが，訪問診療を行ってい
る開業歯科医院からの紹介による嚥下内視鏡検査（VE）が，歯科医療機関との主な医療連携の内容である。
そのほか，近隣のリハビリテーション病院へ訪問の上，関係職種と病棟回診する病病連携も開始した。近い将
来，このような診療業務が軌道に乗ることにより，研修機関としても機能できるようになると考える。

年齢に関わらず口から美味しいものを食べたい，という欲求は不変であり，医療，福祉において高い優先順
位のもと関わり続けるべき課題でもある。地域あるいは医療機関ごとにその課題に取り組む職種は様々である
が，病院歯科も地域で摂食・嚥下リハをリードすることが可能であり，地域から期待されていることを認識す
ることが大切と考える。

≪プロフィール≫

＜略 歴＞
昭和４６年４月３日生まれ

＜学 歴＞
平成８年３月 岡山大学歯学部卒業
平成８年４月 昭和大学大学院歯学研究科（口腔衛生

学）入学
平成１０年１１月 Johns Hopkins University（Maryland,

USA）留学
平成１２年３月 昭和大学大学院歯学研究科（口腔衛生

学）修了

＜職 歴＞
平成１２年４月 昭和大学歯学部口腔衛生学助手
平成１５年４月 岡山大学医学部・歯学部附属病院特殊歯

科総合治療部講師
平成２０年４月 東京歯科大学千葉病院摂食・嚥下リハビ

リテーション・地域歯科診療支援科講師
現在に至る

＜併 任＞
昭和大学歯学部口腔衛生学教室兼任講師
岡山大学歯学部歯科麻酔学非常勤講師

＜資格等＞
日本障害者歯科学会認定医

＜学 会＞
日本摂食・嚥下リハビリテーション学会評議員
日本老年歯科医学会評議員

シンポジウム「高齢者の摂食・嚥下障害と医療連携」

病院歯科から行いうる医療連携

東京歯科大学千葉病院摂食・嚥下リハビリテーション・地域歯科診療支援科科長 石田 瞭
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在宅医療は様々なパラダイムシフトを牽引してきた。寿命の長さから，生命の質，延命から尊厳死，病院死
から在宅死，年金受給者，虚弱高齢者から社会に貢献する高齢者，与えるケアから，受け取るケア，ケアする
側の心身の健康に配慮した制度へのパラダイムシフト，そしてこれらは不老長寿を目的に発展した死なせない
ための医療から，生きるための医療へのパラダイムシフトにつながる。とりわけ日本は，世界一の長寿を誇り
ますが，一方でおびただしい寝たきり老人を生みました。さらに病院死が８０％を越える現実は，もはや回復の
期待がなくなった高齢者までもが，点滴につながれ，時には手足を縛られ，延命処置の果てに，死を迎えてい
る現実があります。生命の量だけを求めようとする病院医療に頼るのはなぜでしょうか，現在の医療制度，国
民の医療に対する重い，そして現実の状況の中のひずみこそが重要な問題であり，われわれが退治していかな
くてはならないことと思います。

現在在宅医療の中で充分でないのは，摂食・嚥下障害に対する，対応の問題があります。在宅患者の中で，
回復期，維持期の脳卒中患者が多くを占めます。脳卒中患者の全体の５６．４％の人が嚥下障害を伴っています。
あるいは急性期に嚥下評価がなされるため，早期胃瘻が造設され，摂食嚥下の訓練なく，病院から在宅あるい
は施設に移される事が多く，在宅での摂食・嚥下の再評価を必要としています。たとえ胃瘻を作られたとして
も，再度食べる事が可能となる人が多いのが実情です。この場合，入れ歯を含めて口腔器を整える事が必要で
すが，適切な入れ歯を作られる事が中々出来ません。在宅の摂食・嚥下の再評価を必要とする患者さんは，ま
ず口腔器を整えることが必要です。今後益々こうした現状の解決なくして生きる為の医療にはなりません。

≪プロフィール≫

＜略 歴＞
早稲田大学商学部，帝京大学医学部卒
同大救命救急センター勤務などを経て
東京都国立市に新田クリニックを開設
北多摩医師会副会長，国立市医師会会長
NPO 法人在宅ケアを支える診療所・市民全国
ネットワーク会長代行

シンポジウム「高齢者の摂食・嚥下障害と医療連携」

在宅医療における現状と今後の展望

東京都国立市医師会会長 新田 國夫
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目的：口腔は炎症性病変を主体に腫瘍性病変また全
身疾患の部分症状等，さまざまな病変をみるが，直
視直達が可能な環境から手技的にも細胞診が有用で
ある。また細胞診は悪性病変の鑑別だけでなく，良
性疾患を含めた，病変を推察できる診断手段である
ことも近年見直されている。しかし従来の細胞診は
ピンポイントで病変が擦過されることによる細胞数
の不足，塗抹操作による標本の乾燥，また口腔粘膜
は出血しやすい環境にあるが，出血を伴った際に不
明領域を作る等の問題があった。これら問題を解消
する手段として液状細胞診システムがある。今回，
我々は口腔擦過細胞診における本システムの有用性
を考察した。
方法：東京歯科大学口腔がんセンターおよび東京歯
科大学市川総合病院歯科・口腔外科での口腔扁平上
皮癌患者の細胞診資料を検討した。検体は歯間ブラ
シにて採取を行なった。その後，従来の塗抹標本を
まず作製し，ブラシに残った細胞で液状細胞診標本
を作製した。なお液状細胞診システムは ThinPrep�

（Cytyc Corp, USA）を用いた。
成績および考察：問題点として費用と時間，保存液
の保管場所が挙げられた。一方，有用性としては以
下が挙げられた。１．観察に十分な細胞数が得られ
る。２．乾燥や塗沫操作による質の低下がない。
３．出血による不明領域を作らない。４．壊死組織
等の癌背景やカンジダのような癌関連所見も完全に
は溶解されず，観察が可能である。５．外向性の発
育様式を示す腫瘍でも深層の細胞が採取されやす
い。６．一回の採取で複数の標本が作製できる。
７．細胞の重積が少なく形態学的解析，免疫組織化
学染色，分子生物学的解析への応用に有用である。
このように本システムは前述した問題点を上回る，
有用性の高いものであると考えられた。また我々は
市川市において，歯科診療所での細胞診の普及をす
すめ，口腔癌の早期発見を目的としたシステムを構
築している。この際，どの診療所からも画一的は標
本が得られる点において液状細胞診システムは有益
であった。

目的：近年，欧米諸国では悪性腫瘍の罹患率は減少
傾向にあるのに対して，本邦では暫増してきてい
る。口腔癌にも同様の状況が当てはまり，当科でも
早期診断・治療による治療成績の向上を目指してい
る。口腔癌の治療の主体は外科的療法であり，当施
設では積極的に外科的治療を行っているが，進行癌
については放射線療法，化学療法を併用が必要とな
る。受診時の病期は口腔癌の予後を左右する因子で
ある。そこで我々は，最近５年間で当科を受診した
悪性腫瘍について臨床統計的な検討を行ったので，
その概要について報告する。
方法：対象は，２００３～２００７年の５年間に当科で加療
した口腔扁平上皮癌一次症例１４０例である。これら
症例の性差，年齢，部位別，TNM 分類，臨床病期
分類，治療方法，生活習慣（飲酒，喫煙につい
て），重複癌の有無，予後（頸部リンパ節転移，再
発の有無）について検討した。
成績：１４０例の内訳は，男性８８例，女性５２例（男性

１．５：女性１），年齢は平均年齢６１歳（２５～９０歳）で
あった。原発部位別は，舌６９例，歯肉４０例，口底１５
例，頬粘膜１２例，その他４例であった。臨床病期分
類 は，I 期５０例，II 期４８例，III 期１７例，IV 期２５例
であった。飲酒は６９例で男性が６２例をしめ，喫煙は
４３例の患者で認められ，３７例が男性であった。口底
癌，舌癌においては飲酒，喫煙の両方を長期にわた
り継続した場合が多かった。予後不良例は９例で
あった。
考察：最近５年間で当科を受診した口腔扁平上皮癌
症例は他の文献と同様に男性が多い傾向であった。
病期分類ではⅠ期，Ⅱ期で７０％を占めており，その
ほとんどは予後良好に経過していた。しかし，Ⅰ
期，Ⅱ期であった症例のうち３例で頸部後発転移を
きたし，予後不良となった症例もあり，今後これら
早期癌であるもののうち，予後不良となる症例につ
いて分子生物学的な検討を行い，リスクファクター
を検出できるようにすることが課題となる。

口 演

№１：口腔擦過細胞診における液状細胞診システムの有用性について
佐藤一道１），山内智博１），宜保一夫２），才藤純一２），田中陽一２），伊川裕明３），市島丈裕３），
斎藤寛一３），野口沙希３），斎藤朋愛３），吉田恭子３），渡邊伸也３），蔵本千夏３），外木守雄３），
山根源之１）３），竜崎崇仁４）（東歯大・口腔がんセンター）１）（東歯大・市病・臨検）２）

（東歯大・オーラルメディシン口外）３）（市川市歯科医師会）４）

№２：当科における口腔扁平上皮癌症例の臨床統計的検討
高橋真言１），藥師寺 孝１），丸山友恵１），河地 誉１），菅原圭亮１），池田千早１），高木 亮１），
山本信治１），神山 勲１），江口 淳１），野村武史１），須賀賢一郎１），片倉 朗１），髙野伸夫１），
柴原孝彦１），山内智博２）（東歯大・口外）１）（東歯大・口腔がんセンター）２）
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目的：口腔内細菌が原因となる呼吸器感染症は主に
経気管支性と血行性であることが知られている。誤
嚥性肺炎などの経気管性呼吸器感染症は高齢者に多
く認められ，口腔ケアによる予防が注目されてい
る。血行性感染の一つには感染性心内膜炎があり，
歯周病や口腔外科処置により罹患し，口腔ケアによ
る予防だけでなく抗菌薬の術前投与も重要であるこ
とが知られている。感染性心内膜炎に類似した血行
性感染に敗血症性肺塞栓があり，原因として歯性感
染が考えられている。しかし，敗血症性肺塞栓が歯
性感染によるものと判断するのは難しく，そうした
報告は少ない。今回我々は歯性感染が原因と疑われ
る敗血症性肺塞栓症を経験したのでこれを報告す
る。
症例：４３歳男性。胸痛と発熱を主訴に都立府中病院
呼吸器内科を受診。現病歴として，平成２０年６月２
日３７．８℃の発熱を認め，６月４日左胸痛を認めた。
６月６日左側上顎臼歯部の腫脹を自覚，６月１０日呼
吸器内科を受診。胸部レントゲン，CT より口腔内
細菌による敗血症性肺塞栓が疑われ緊急入院とな
り，６月１１日歯科口腔外科受診となった。歯周病治
療および補綴処置は近医歯科にて行っており，現在
はメンテナンス中であった。しかし，左側上顎臼歯

の動揺と同部歯肉の腫脹，出血および疼痛を度々繰
り返していた。初診時のパノラマ X 線写真より全
顎にわたる歯槽骨吸収と歯肉退縮を認め，補綴物は
不適合であった。左側上顎臼歯部に腫脹があり，左
側上顎第一小臼歯，第二大臼歯は動揺度３度であっ
た。胸部 X 線写真では左肺野に広範に浸潤影を認
め，CT でも左肺野に結節影を認めた。他に炎症を
示す所見は認めなかった。既往歴に特記事項はな
い。経過は，原因歯の抜歯が必要と判断したが，同
意が得られなかったため歯科衛生士による口腔ケア
を開始した。呼吸器内科では６月１０日より抗菌薬の
点滴を開始し，６月１１日に胸腔穿刺，胸腔ドレナー
ジを施行した。その後改善が認められ６月２１日に退
院となった。退院時，口腔内の炎症症状は消退して
いた。
考察：今回の症例では口腔内と肺以外に明らかな炎
症所見は認めず，胸部画像所見より特徴的とされる
歯性感染の像を認めた。このことから口腔内細菌に
よる敗血症性肺塞栓に罹患したと考えられた。口腔
内細菌による他臓器での感染症の危険性は高齢化社
会に伴い今後ますます増加することが考えられ，口
腔ケアは全身疾患の予防や治療において重要な位置
を占めていると言える。

目的：肺血栓塞栓症（PTE）・深部静脈血栓症
（DVT）予防管理料は，２００４年４月に医科で保険
請求が可能となっていたが，２００８年４月より歯科で
も保険請求が可能となった。市川総合病院では２００２
年に３例，２００３年に１例の PTE を経験したことを
契機に，欧米版と日本版の PTE·DVT 予防ガイド
ラインを基に独自のガイドラインを外科系各科ごと
に作成し，２００４年４月から運用を開始した。その
際，歯科・口腔外科用のガイドラインも併せて作成
し，低・中・高・最高リスクの分類を行い，各々に
応じた予防法を適用してきた。今回の算定可能化に
際し，当院における歯科・口腔外科予防ガイドライ
ンによる運用実績を報告する。
方法：２００７年５月から２００８年６月までの１年２ヶ月
間のオーラルメディシン・口腔外科（OM）および
口腔がんセンター（OCC）の手術症例で，周術期
PTE·DVT リスク判定の結果，および行われた予防
法と PTE の発症についてレトロスペクティブに調
査した。
成績：PTE リスク判定の結果は，OM２３８症例中，
低リスク２１６例，中リスク１５例，高リスク７例。OCC

３９症例中，低リスク１０例，中リスク１５例，高リスク
１４例であった。最高リスクに分類された患者はいな
かった。手術中は全症例で間欠的空気圧迫法
（IPC）が使用された。OM では高リスク患者では
全て IPC が使用されたが，中リスク患者では IPC
が使用された割合は６０％で，残りは早期離床と積極
的運動のみの対応であった。また有症状 PTE の発
症はなかった。
考察：現在，致死的な PTE 患者は増加しており，
エコノミークラス症候群として一般にも広く認知さ
れている。PTE 発生後の死亡率は約５０％程度とさ
れていることから，PTE の原因となる DVT の予
防は重要である。歯科口腔外科領域では大部分の症
例で手術部位が頭頸部に限られており，早期離床，
積極的運動が可能なため，周術期の PTE 発生率は
他の外科系の科に比較して低い。しかし，悪性腫瘍
患者に限定した場合，全体の約５０％が高リスクであ
り，歯科口腔外科領域でも適切なリスク判定と予防
は重要であり，今後更に啓発に努める必要があると
思われる。

№３：歯性感染が原因と疑われた敗血症性肺塞栓の１例
渡部幸央１），右田雅士１），工藤智也１），吉野正裕１），岩本忠士１），渡邊 章１），塩見周平１），
鈴木康之１），重松司朗１），木住野義信１），福本 裕１），村田研吾２），大畠 仁１），羽賀淳子３），
牧 松美３）（都立府中病院 歯科口腔外科）１）（都立府中病院 呼吸器内科）２）

（都立府中病院 看護部歯科口腔外科）３）

№４：市川総合病院歯科口腔外科領域における肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症予防ガ
イドラインの運用報告
相川真澄１）２），縣 秀栄１），大内貴志１），湯村潤子１），芹田良平１），外木守雄２），小板橋俊哉１），
山根源之２）（東歯大・市病・麻酔科）１）（東歯大・オーラルメディシン口外）２）
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目的：白血病患者に対しての造血幹細胞移植（以下
移植）では，移植前処置の全身放射線照射，大量抗
がん剤療法に伴う骨髄抑制で，好中球数はほぼ０に
なり，血小板数も１万以下となる。移植前処置から
の口腔ケア介入は，口腔粘膜炎の程度の軽減，歯性
感染症の発症の予防に大きく関与している。特に，
都立府中病院で多く実施されている臍帯血移植で
は，生着までの期間が長く，好中球数が少ない期間
も長期となるため，感染対策が重要である。都立府
中病院では，平成１８年度より移植患者全員に対し
て，歯科医師と歯科衛生士が積極的に口腔ケアに取
り組んでいるので報告する。
方法：都立府中病院の造血幹細胞移植患者に対する
口腔ケア介入の方法とスケジュールは次の通りであ
る。１．前処置開始までは，移植前の血液データの
安定しているときに，可能な歯科処置（抜歯・う蝕
治療等），歯石除去を実施し，歯性感染のリスクを
軽減する。週１回ポケット内のイソジン洗浄を含む
PMTC を行う。また，PCR１０％以下を目標に，当
科で作製した移植患者用口腔ケアテキストを使用

し，セルフケア指導を行う。２．前処置から移植，
生着までの期間は歯科衛生士が，週に２回程度移植
センターを訪室し，PCR チェック，プロフェッ
ショナルオーラルヘルスクリーニングを行う。患者
は，口腔ケアチェックシートを記入することによ
り，自身で口腔の観察とセルフケアのチェックを行
う。看護師は，毎日，口腔の観察，口腔ケアの実施
などを確認し，この情報に基づいて歯科衛生士が適
切なケアを提供する。３．生着後は，外来にて経過
観察および適宜 PMTC を行う。
成績および考察：移植患者の口腔ケアに早期から介
入することで，移植に伴う口腔粘膜障害が軽減して
いる。特に，移植センターへ歯科衛生士が訪室しケ
アすることにより，看護師との連携が密接となり，
個々の患者の状態に合わせた口腔ケアが可能となっ
た。口腔粘膜障害は，移植後の患者が回復までに乗
り越えなければならない身体的苦痛として最も重要
な症状のひとつであるため，今後，移植患者の口腔
内の状態やセルフケアの意欲などを調査し，さらに
有効な口腔ケアシステムを構築していきたい。

目的：都立府中病院では様々な症状の救急患者に対
し，入院，緊急手術，救命措置などトータルな救急
医療サービスを提供するために２００２年，ER（Emer-
gency Room）を開設した。２００７年には“救急車搬
入台数”年間１万台を超え，６万人の救急患者を受
け入れ，都立病院はもとより，全国的にもトップク
ラスの救急医療が展開されている。今回，我々は
２００６年１月１日から２００８年８月１５日までの２年８か
月の間に，未成年者の顎顔面口腔外傷患者の動態を
把握することを目的として，臨床統計的に検討した
ので，その概要を報告する。
方法：対象は２００６年１月１日から２００８年８月１５日ま
での２年８か月間に ER 外来を受診した，２０歳未満
の顎顔面外傷患者３２５例である。

年齢，性別，地域性，受診経路，受傷時間帯，受
傷場所，受傷原因，受傷部位，処置内容，について
それぞれ検討した。
成績および考察：性別は男性２１３例，女性１１２例で，
男女比は２：１であった。年齢別では０～３歳代が

１２７例で最も多かった。月別受診患者数では１１月が
一番多く，曜日別では土曜日が最も多かった。受傷
時間帯別では１４：００代の受傷が最も多くみられ，地
域制は府中市が最も多かった。受診経路は ER に直
接来院が最も多く，受傷場所は屋外より屋内の方が
多かった。受傷原因は転倒によるものが最も多く，
受傷部位は下唇の挫創が最も多かった。

処置については，局所麻酔下での縫合止血処置１０８
例，歯牙整復固定３４例，全身麻酔下での処置は９
例，投薬のみを含む経過観察が１３５例であった。

近年は軽傷の患児の受診が増加傾向にあり，これ
は軽傷であっても保護者，保育担当者が心配にな
り，念のため受診させることが多くなったためと考
えられる。

２０１０年には，多摩総合医療センターと小児総合医
療センター（都立の小児３病院が合併）として総数
１３５０床をかかえる，新病院へ移行することが決定し
ている。今後さらに小児疾患患者が増加し，歯科口
腔外科の役割も重要なものになると考えられる。

№５：造血幹細胞移植患者に対する口腔ケア介入について
羽賀淳子１），牧 松美１），丸山かおる２），塩見周平３），鈴木康之３），福本 裕３），大畠 仁３），
香西康司４）（都立府中病院 看護部歯科口腔外科）１）（都立府中病院 看護部）２）

（都立府中病院 歯科口腔外科）３）（都立府中病院 血液内科）４）

№６：都立府中病院 ER を受診した未成年者を対象とした顎顔面口腔外傷の臨床統計
的検討
吉野正裕，渡部幸央，工藤智也，右田雅士，岩本忠士，渡邊 章，鈴木康之，塩見周平，
重松司朗，木住野義信，福本 裕，大畠 仁（都立府中病院 歯科口腔外科）

歯科学報 Vol．１０８，No．４（２００８） ３８７

― 77 ―



目的：水道橋病院口腔外科における入院手術症例の
現状を把握し，今後の臨床に活用するため，平成１９
年度に本学水道橋病院手術室で行われた手術症例を
集計し臨床統計をまとめたのでその概要を報告す
る。
方法：対象は２００７年４月から２００８年３月までの１年
間に水道橋病院手術室において全身麻酔下に行われ
た口腔外科の手術症例で，これを症例別および月別
に症例数の臨床統計をとって検討を加えた。
成績：総症例数は４７２例であり，性別は男性２２４名，
女性２４８名で，女性が男性より１．１１倍多かった。年
齢 分 布 は０～９歳５名（１．１％），１０～１９歳３８名
（８．１％），２０～２９歳１５１名（３２．０％），３０～３９歳１０３
名（２１．８％），４０～４９歳５３名（１１．２％），５０～５９歳６０
名（１２．７％），６０～６９歳４５名（９．５％），７０～７９歳１５
名（３．２％），８０～８９歳２名（０．４％）であった。手
術の内容別では，顎矯正手術が１３８例，嚢胞摘出術
が１０６例，金属プレート除去が８９例，良性腫瘍切除

が３４例，抜歯が２３例，消炎手術が１３例，悪性腫瘍切
除が１０例，インプラントのための骨移植が８例，前
癌病変切除が６例，顎骨骨折の観血的整復固定術が
３例であった。月別手術症例数は，４月；４５例，５
月；２９例，６月；２７例，７月；３０例，８月；５７例，
９月；３２例，１０月；３９例，１１月；３８例，１２月；３７
例，１月；３４例，２月；５０例，３月；５４例 で あ っ
た。
考察：１年を通して最も多い手術は顎矯正手術で
あった。これによるためか手術時年齢は２０代が最も
多く，性別も女性がやや多かった。手術数は８月が
最も多く，とくに顎変形症の手術，その２次手術と
しての金属プレート除去が集中している傾向があっ
た。抜歯，嚢胞摘出，腫瘍切除等は１年を通してほ
ぼ一定の患者数であった。顎骨骨折の手術は以前に
比して減少傾向にあり，一方でインプラントのため
の骨移植術等は増加の傾向がみられた。

目的：僧帽弁人工弁置換術（以下 MVR）術後患者
では，感染性心内膜炎（以下 IE）予防のために，
抜歯など観血処置の際には術前抗菌薬の投与が推奨
さ れ て い る。一 方，混 合 性 結 合 組 織 病（以 下
MCTD）は膠原病の一種で，観血処置の侵襲で症
状の再燃を引き起こすことがある。また，薬剤アレ
ルギーの出現頻度が高いため，これらのリスクを考
慮した治療計画が必要となる。今回われわれは，
MCTD 疑いがあり，抗菌薬３剤に対しアレルギー
の既往をもつ MVR 術後患者の智歯抜歯を経験し
た。IE 予防の抗菌薬をチャレンジテストで選択
し，智歯抜歯を行い良好な結果を得たので，その概
要を報告する。
症例：３９歳，女性。現病歴：某年３月に左側下顎智
歯の疼痛を自覚し，某大学病院口腔外科を受診し
た。智歯周囲炎の診断にて抜歯を勧められ，同年４
月９日に東京都立墨東病院歯科口腔外科を紹介受診
した。既往歴：①僧帽弁狭窄症による MVR 術後，
②ケフラール，サワシリン，ミノマイシンで薬剤ア
レルギー，③ MCTD 疑い。常用薬：ワーファリン
（４mg/日）。現症：左側下顎に半埋伏智歯を認
め，周囲歯肉に軽度炎症が見られた。診断：左側下

顎智歯周囲炎。治療経過：① MCTD 疑いに対して
膠原病科対診し，現在は症候が出現しておらず，合
併症も無いことを確認した。② MVR 術後の IE リ
スクに対して循環器科対診し，心機能に問題が無い
ことを確認した。また抗菌薬の IE 予防投与は，AHA
推奨に準じてクラリスを第一候補とした。③薬剤ア
レルギーに対して皮膚科対診し，５月１２日にチャレ
ンジテストを行ってアレルギー反応陰性を確認し
た。翌日，クラリス予防投与下に智歯を抜去した。
④手術侵襲を小さくするため歯槽骨削去を避けた。
ワーファリンは休薬せず止血は抜歯窩にテルプラグ
を挿入し緊密縫合を行った。抜歯後の経過は良好で
１週間後に抜糸し当科処置を終了した。
考察：本例のような MCTD 疑いで抗菌薬アレル
ギーがあり，さらに MVR 術後で IE のリスクが重
なった患者の智歯抜歯では，膠原病科，循環器科，
皮膚科との連携のもと，① MCTD と心機能の評価
を行い手術適応を判断する。②チャレンジテストな
どで薬剤アレルギーのリスクを避ける。③観血処置
は侵襲の少ない方法を選択する。などの慎重な対応
が望ましいと思われた。

№７：水道橋病院口腔外科における平成１９年度入院手術症例の臨床的検討
弓井恵里１），今井崇之１），高久勇一朗１），横山葉子１），高崎義人１），笠原清弘１），松井 隆１），
高野正行１），柿澤 卓１），鈴木福代２），小島桂子２）（東歯大・口健・口外）１）

（東歯大・水病・看護）２）

№８：混合性結合組織病疑いのある僧帽弁人工弁置換術後患者の智歯抜歯の１例
－薬剤アレルギーのため抗菌薬選択にチャレンジテストを要した症例－
青木一充，玉田八束，杉山あや子，塚越完子（都立墨東病院 歯科口腔外科）
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目的：閉塞型睡眠時無呼吸症候群（Obstructive
Sleep Apnea Syndrome 以下 OSAS）に対する口腔
内装置（Oral Appliance 以下 OA）は，軽症あるい
は経鼻的持続陽圧呼吸装置（Continuous Positive
Airway Pressure 以下 CPAP）が使用できない中等
症や重症の症例がよい適応とされている。東京歯科
大学市川総合病院では，いびき・無呼吸を主訴とす
る患者に対し終夜睡眠ポリソムノグラフィー検査を
施行し，その重症度を無呼吸低呼吸指数（Apnea
Hypopnea Index 以下 AHI）により分類し，OA の
作製を行っている。当院の OA は下顎を前方に牽
引保持する装置を適用し，その使用材料は熱可塑性
レジンや即時重合型レジンを利用しているが，いず
れも完成後は硬い素材である。今回，レジン製 OA
が何らかの理由により装着が困難な症例に対し，軟
性材料である付加型シリコーン製の OA を適応し
たところ有用であったので報告する。
症例：症 例１：５１歳 女 性。AHI１４．５／h と 軽 症 の
OSAS と診断し，レジン製 OA の装着を行った
が，ブラキシズムが原因と思われる装置の破損を繰

り返し，使用が困難であった。症例２：５９歳女性。
AHI は２４．３／h と中等症で CPAP にて治療を開始す
るが違和感が強く使用を中止，レジン製 OA の作
製を考慮したが，脳挫傷後遺症のため四肢の片麻痺
および言語障害があり，着脱や調整が困難と判断し
た。これらの症例に対し，シリコーン製 OA の適
応を試みた。結果は症例１で AHI８．３／h，症例２で
AHI３．７／h と治療前に比べ改善がみられた。また装
着感・着脱時の違和感，装置の破損等も改善され良
好なコンプライアンスを得ていた。
考察：レジン製 OA は歯牙に維持を求めるのに対
し，シリコーン製 OA は歯槽部歯肉に対しても維
持を求められ，また口腔内の被覆は広範囲であるた
め吸着効果も期待できる装置である。そのため症例
１ではブラキシズムのような前後左右の歯牙の動き
に対しても，装置のひずみと吸着効果でその維持に
ある程度の効果を与えることができたと考えられ
た。また症例２では OA 着脱の際に歯牙が定位置
へ誘導されやすいため，片手での装着が可能となり
使用の継続につながった。

目的：唇顎口蓋裂患者に対し，連続した歯槽弓の形
成，顎裂部への歯の誘導や鼻翼基部の陥凹の改善な
どを目的として顎裂部骨移植術が行われている。近
年，顎裂部骨移植予定患者に対し CT 撮影を行い，
それより得られた三次元構築画像から顎裂部の形態
を把握することが容易になってきている。しかし，
その形態を把握することができても必要とする移植
骨の骨量を把握するのは非常に困難である。そこで
我々は，CT から得られた DICOM データを利用
し，マテリアライズ社製三次元解析ソフト Mimics
上で骨移植をする顎裂相当部の体積を計測した。術
前に得られた顎裂部の体積の予測値と，術中に採取
し移植された骨量を比較検討したのでその概要を報
告する。
症例：患者は，右側唇顎口蓋裂の１０歳，女児で，東
京歯科大学千葉病院口腔外科において生後４ヶ月時
に口唇形成術，１歳時および４歳時に Perko 法に
よる２段階口蓋形成術を行っている。８歳より同病
院矯正科で矯正治療を開始している。今回，隣在歯
の顎裂部への誘導のため，腸骨骨髄を顎裂部へ移植
することとした。術前に顎裂部を中心とした CT 撮

影を行い，得られた DICOM データからマテリアラ
イズ社製 Mimics で術前に顎裂部の形態を三次元構
築し，さらに体積を計測した。

平成２０年８月２１日，全身麻酔下に顎裂部骨移植を
施行した。術前に得られた顎裂部体積のデータをも
とに，腸骨より骨髄を採取した。結果，顎裂部へは
過不足なく適正に骨移植を行うことができた。
考察：これまで我々は，顎裂部骨移植を行う患者に
対し術前 CT 撮影を行い顎裂部の確認を行ってきた
が，形態を完璧に把握することは困難であった。今
回，術前に得られた DICOM データから顎裂部の三
次元的形態を構築し，さらに顎裂部の体積を計測す
ることにより，術中適量の移植骨を採取することが
できた。このように術前得られた顎裂部の形態デー
タから移植骨を適量採取することで，余分な骨の採
取を予防でき患者の負担軽減につながると考えられ
る。また，術前に詳細な形態を把握することができ
るため鼻翼基部などの陥凹を考慮した骨の移植が可
能になると考えられる。今後は，このようなデータ
をもとに術後の骨架橋の評価を行うことが可能にな
ると思われる。

№９：口腔内装置の使用困難症例に対する工夫 －シリコーン製口腔内装置の適応－
有坂岳大１）２），佐野智恵美１）２），大西雄英２），森下仁史１）２），塚本裕介１）２），佐藤一道３），外木守雄１）２），
山根源之１）２），小林小百合４），吉田隆一４），中島庸也４）（東歯大・オーラルメディシン口外）１）

（東歯大・市病・歯科口外）２）（東歯大・口腔がんセンター）３）（東歯大・市病・耳鼻科）４）

№１０：三次元 CT データを用いて顎裂部骨移植術を行った片側性唇顎口蓋裂患者の１
例
吉田秀児，引田正宣，村松恭太郎，澁井武夫，須賀賢一郎，中野洋子，髙木多加志，内山健志，
髙野伸夫，柴原孝彦（東歯大・口外）
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目的：インプラント治療における成功は骨結合（Os-
seointegration）の獲得と維持であり，骨の代謝状
態を把握することは，術前および術後のリスクファ
クターを明確化する為に重要である。また近年，イ
ンプラント治療患者層の高齢化から，加齢に伴う骨
粗鬆症等の骨代謝障害の発現を事前に予測する必要
がある。そこで今回，我々は当科にインプラント治
療を希望して来院した患者に骨代謝関連検査を行
い，その必要性，有用性について検討した。
方法：対象者は，０５年５月～０８年４月に東京歯科大
学千葉病院口腔インプラント科を受診し，術前に骨
代謝関連検査を受けた計４８８名。検査項目として，
①オステオカルシン（OC）②骨アルカリフォス
ファターゼ（BAP）③尿中Ⅰ型コラーゲン架橋 N
－テロペプチド（NTx）④尿中デオキシピリジノ
リン（DPD）⑤血清カルシウム（Ca）⑥無機リン
（P），⑦副甲状腺ホルモン（PTH）の計７項目に
ついて基準値逸脱の有無を性別，年齢別，検査項目
別，上・下限値逸脱別に統計を行った。

成績および考察：骨代謝関連検査で基準値逸脱を認
めた患者の割合は，男性：５０％，女性：４６％，全
体：４７％であった。年齢別では，男性は６０歳代で
ピークを示したのに対し，女性では５０歳代にピーク
が認められた。また，骨粗鬆症に関連する骨代謝
マーカーの基準値逸脱者は全体の約１７％で，男性は
骨形成マーカー下限値逸脱が多いのに対し，女性は
骨吸収マーカー上限値逸脱が多く見られた。
以上より，骨代謝関連検査の基準値逸脱者は全体の
約半数に見られ，そのピークが患者層と一致するこ
とから，インプラント治療患者には骨代謝に関して
何らかの異常がある可能性を認識する必要があると
考えられた。しかし，今のところ本検査がインプラ
ント治療の予後とどのように関連しているかは不明
である。今後は，長期的な観察によりインプラント
成功率との関連性を追求し，骨代謝関連検査による
インプラント治療のリスクファクターについて明ら
かにしていく予定である。

目的：前頭前野の脳内神経伝達物質の代謝は，物理
的ストレスや精神的ストレスの影響を受けて特異的
に機能亢進することが知られている。また，歯科領
域においても，ラット口唇刺激，咬合障害などによ
り前頭皮質ドーパミン量が増加するなどの報告もあ
り，顎口腔系の異常は全身的な疾患と関連するもの
と考えられる。しかし，人を対象にした検討は十分
なされておらず，その解明はこれまで不定愁訴とし
て取り扱われてきたような症状や治療が困難であっ
た疾患等の原因の解明，治療の一助となり得るので
はないかと思われる。これまで，実験的下顎偏位（以
下偏位）等のストレスにより脳神経活動の指標であ
る oxy Hb が特に前頭部で如何なる影響を及ぼすか
を，近赤外分光分析法（NIRS），心拍間変異度，心
理的指標としての VAS 値等を用いて検討を行って
きた。そこで今回，さらに被験者数，分析項目を増
やし詳細な検討を行った。
方法：被験者は，全身的に健康で口腔内，顎関節お
よび頭頸部諸筋群に自覚的，他覚的に異常を認め
ず，脳神経外科的疾患に関する既往および現病歴の
ない本学教職員とした。ストレスタスクとして，偏

位，計算，偏位＋計算をタスク１８０秒，前後のレス
ト各６０秒を含めた計３００秒を１サイクルとして計測
し，NIRS にてタスク遂行に対する前頭葉相当部の
脳活動状態の評価を行い，同時に，ハートレーター
SA－３０００P（東京医研）にて自律神経の活動度や交
感神経・副交感神経の均衡状態等を心拍間の微細な
変異から検知し，分析を行った。また，心理的指標
として，被験者の実験前後の感情評価を１０段階の
VAS 値にて求めた。
成績および考察：ストレスタスク遂行により前頭部
に oxy Hb の有意な増加が認められ，偏位＋計算で
増大する傾向であった。また，交感神経・副交感神
経の均衡状態等の自律神経系機能および心理的指標
にも変化が認められた。しかし，その変化量等に
は，タスクの種類や被験者により多少の差異が認め
られた。

今回の結果からも，ストレスタスクによる前頭部
脳神経活動および自律神経系等の変化にこれまでの
報告と同様な傾向が得られた。以上より，偏位がス
トレスとして全身的な機能へ影響している可能性が
示唆された。

№１１：インプラント治療におけるリスクファクターの明確化 －骨代謝関連検査につ
いて－
佐々木穂高，法月良江，森岡俊行，安田雅章，吉田有智，猿田浩規，小田貴士，伊藤寛史，
北川博美，鈴木憲久，古谷義隆，伊藤太一，矢島安朝

（東歯大・口腔科学研究センター インプラント研，口腔インプラント）

№１２：実験的下顎偏位によるストレスが前頭部脳血流におよぼす影響 －第５報－
須田 鎮，三島 攻，武田友孝，柄沢健介，澁澤真美，黒川勝英，中島一憲，石上惠一

（東歯大・スポーツ歯）
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目的：近年，ファイバーとレジンの複合体で構成さ
れた既製ファイバーポストを用い，支台築造用コン
ポジットレジンをコア材として使用した支台築造や
クラウン・ブリッジ修復が普及しつつある。ファイ
バー素材は比重が小さいにもかかわらず強度や弾性
率が大きいことから，比強度に優れている。他方，
ファイバーによる強化が行われるためには，ファイ
バーとマトリックスとなるコンポジットレジンが十
分に機能しなければ各々の効果は期待できない。本
研究では，ファイバー強化型ポストの機械的性質を
評価することを目的として，各材料単体の機械的特
性を評価するとともに，ファイバーポストとコンポ
ジットレジンを組み合わせた試料の曲げ強さおよび
曲げ疲労特性を評価した。
方法：既製ファイバーポストとして，ジーシーファ
イバーポスト（ジーシー：GCF），ファイバーコア
ポスト（ペントロンジャパン：JPF），i-TFC（サ
ンメディカル：SMF）を用い，各メーカー指定の
コンポジットレジンとして，ユニフィルコア：
UC，ビルドイット FR : BI, i-TFC ポストレジン：
IP を使用した。ファイバーポスト単体の曲げ試験
は既製品を試験に供した。ファイバーポストとコン

ポジットレジン複合体は，長さ２０mm，内径２mm
のアクリルパイプにレジンとファイバーポストを挿
入し，可視光線照射器でレジンを重合硬化させ作製
した。ファイバーポストとコンポジットレジン複合
体の曲げ疲労特性は，疲労試験機を用い，０．１，０．２
および０．３mm のストローク制御で１０００サイクルの
繰り返し３点曲げ荷重を負荷後，曲げ試験を行っ
た。また，コンポジットレジン単体の曲げ強さも評
価した。試料は各々５個作製した。
成績および考察：既製ファイバーポスト単体の曲げ
強さ（平均値，MPa）は，GCF：１２７７，JPF：１１５０，
SMF：４５２であった。コンポジットレジン単体の曲
げ強さは，UC：１４７，BI：１８３，IP：１５０であった。
ファイバーポストとコンポジットレジン複合体の曲
げ強さは，GCF-UC：４８４，JPF-BI：５２０，SMF-
IP：２７４でありファイバーポスト単体の約１／２，コン
ポジットレジン単体の２倍以上の曲げ強さを示し
た。繰り返し負荷後の曲げ強さは，変位量の増加と
ともに GCF-UC と JPF-BI では強度の低下が認め
られたが，SMF-IP では変化は認められなかっ
た。

目的：エアタービンやマイクロモーターなどの歯科
用回転切削器具をよりよい状態で使用するには，ハ
ンドピースに対してメインテナンス用スプレーを１
日数回注入することが望ましい。ハンドピース使用
時にスプレー内容物が被着面に付着した場合，レジ
ン系接着材料の接着性に何らかの影響を及ぼすこと
も考えられるが，実際に接着強さへの影響を調べた
報告は少ない。そこで本研究では，回転切削器具の
メインテナンス用スプレーがレジン系接着材料と象
牙質との接着強さに及ぼす影響を検討した。
方法：齲蝕のないヒト抜去大臼歯９本の咬合面を歯
軸に垂直に切断し，＃６００の耐水研磨紙にて注水下
で研削した。研削象牙質面に対し，エアベアリン
グ・タービンハンドピース専用メインテナンススプ
レー（アストロンクリーナー，モリタ製作所）また
はマイクロモーターハンドピース専用メインテナン
ススプレー（イントラスプレー，モリタ製作所）を
約１秒間噴霧し，直ちに３０秒間の水洗を行った。乾
燥後，クリアフィルメガボンド（クラレメディカ
ル）を用いて製造者指定の方法で接着操作を行い，
さらに約１mm ずつ，計５mm 程度コンポジットレ
ジン（クリアフィル AP-X，クラレメディカル）

を積層，ハロゲン系照射器（ニューライト VL－
２，ジーシー）で光重合させた。２４時間３７℃水中に
て保管後，厚さ０．７mm の切片を１歯につき４～５
枚採取し，ここから接着界面部が１．４×０．７mm の砂
時計型接着試料を作製，クロスへッドスピード１．０
mm/min で微小引張り接着試験を行った。なお，
コントロールとしてスプレーの噴霧を行わず，その
まま接着操作を行った試料についてもあわせて検討
した。
成績および考察：微小引張り接着強さはアストロン
クリーナー２９．０±１２．０MPa（n＝１４），イントラス
プ レ ー２６．７±１２．０MPa（n＝１５）で あ り，コ ン ト
ロール群（４２．９±１８．９MPa, n＝１５）に比べ有意に
低かった（p＜０．０５）。このことから，メインテナ
ンススプレーによる被着面への影響は，３０秒間の水
洗によっても完全に消去されず，日常臨床における
接着阻害因子の１つになり得ることが明らかとなっ
た。また，アストロンクリーナーとイントラスプ
レーとの間に有意差を認めなかった（p＞０．０５）こ
とから，スプレーの種類にかかわらず，接着性への
影響を軽減させるための対応策を考える必要がある
ものと思われた。

№１３：ファイバーポストと支台築造用コンポジットレジン複合体の機械的性質
服部雅之，武本真治，吉成正雄，河田英司，小田 豊（東歯大・理工）

№１４：回転切削器具のメインテナンス用スプレーがレジン系接着材料の象牙質接着性
に及ぼす影響
菅原豊太郎１），亀山敦史２），春山亜貴子２），平井義人２）（東歯大・学生）１）（東歯大・修復）２）
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目的：２００７年１年間に千葉病院歯科麻酔科で担当し
た症例について集計し，特に院外からの専門外来紹
介患者について検討したので報告する。
方法：２００７年１～１２月の１年間に千葉病院歯科麻酔科
外来および院内出張で歯科麻酔科医が担当した症例
を対象に，患者数，症例数，男女比，年齢分布，患
者分類，処置内容および専門外来紹介患者数につい
て麻酔記録等をもとにレトロスペクティブに集計し
た。
成績および考察：総患者数は１８７７名，総症例数７２１３
症例であった。性別は男性８０５名，女性１０７７名で，
年齢分布は０～１９歳２４３名，２０～３９歳６６８名，４０～５９
歳４３８名，６０～７９歳４７０名，８０歳以上６３名であった。
症例の内訳はペインクリニック２２２名２５９０例，有病
者５３６名１０１１例，障害者３２４名１３３４例，異常絞扼反
射，脳貧血症状，過換気症候群，歯科恐怖症の既往
患者（以下，歯科恐怖症等患者）３５５名１２７０例，口
腔外科小手術を受けた患者３１３名９９３例，救急患者１１
名１５例であった。有病者の内訳は循環器系３７３例，
呼吸器系３３例，代謝内分泌系８６例，薬物アレルギー
１８例，その他３１例であった。精神鎮静法は２１９６例

で，障害者５３０例，有病者４５４例，ペインクリニック
２５例，口腔外科小手術２９９例，歯科恐怖症等患者８８４
例，救急４例に対して行われており，そのうち２１８２
例が静脈内鎮静法であった。モニター監視症例は２５９
例，歯科麻酔科医スタンバイは１６８例であった。歯
科麻酔科外来での全身麻酔は１４９例，そのうち日帰
り症例１２８例，入院症例２１例であった。２００６年と比
較すると総症例数は８％，患者数は２％増加してい
た。歯科恐怖症等患者の増加が顕著であった。
院外からの紹介患者１４３名中，専門外来に直接紹介
された患者数は９６名で，その内リラックス治療外来
４３名，慢性の痛み・しびれ外来（以下，痛み外来）
２４名，障害者歯科外来Ⅰ２９名であった。過去３年間
における紹介患者数は，痛み外来，リラックス治療
外来では経年的に増加したが，障害者歯科外来Ⅰで
は大きな変化はなかった。２００５年に設立された専門
外来は医療連携室を中心に機関紙発行や講演会を通
じて広く地域に紹介を行っており，痛み外来，リ
ラックス治療外来は地域歯科医療に定着してきてい
ると考えられる。

目的：２００３年から２００７年における５年間の東京歯科
大学千葉病院歯科麻酔科外来の全身麻酔症例につい
て集計し，その内容について検討したので報告す
る。
方法：２００３年１月から２００７年１２月までの５年間の東
京歯科大学千葉病院歯科麻酔科外来における全身麻
酔症例を対象に，症例数，年齢分布，患者分類，処
置内容，使用薬剤，麻酔法，入院の有無について麻
酔記録，歯科麻酔科外来資料をもとにレトロスペク
ティブに集計した。
成績および考察：症例数は２００３年から２００７年の順に
１３７，１４１，１４３，１４３，１４９例と増加傾向にあった。
年齢分布は３０歳以下の割合が多く，７８－８９％であっ
た。麻酔時間，手術時間に大きな差はなかった。入
院症例は２００３年から２００７年の順に１７，２５，３１，２２，
２１例であった。患者分類は障害者症例が多く，２００３
年から２００７年の順に７１，８１，６５，８０，９０例で４６－６０
％を占め，症例数はここ３年増加傾向にあった。そ
の背景に，２００５年より「障害者歯科外来」が開設さ
れ，さらに小児歯科と連携が充実したことが，症例
数の増加に関与していると考えられた。維持麻酔薬

については，２００３年から２００７年の順に吸入麻酔薬セ
ボフルランが５０，３２，３９，５６，５４例で，静脈麻酔薬
プロポフォールが７６，８７，８１，６１，６７例と，いずれ
の年もプロポフォール麻酔の症例数が上回ってい
た。セボフルラン麻酔のうち亜酸化窒素－酸素併用
例が２００３年から２００７年の順に４６，２８，２９，１７，１１例
と年々減少傾向にあったのに対し，空気－酸素併用
例は２００３年から２００７年の順に４，４，１０，３９，４３例
と増加傾向にあった。その要因として，亜酸化窒素
は温室効果ガスで，副作用を有する為，使用が減少
していると考えられた。亜酸化窒素から空気への切
り替えによる重大なトラブルの発生は認めなかっ
た。プロポフォール使用例数は，亜酸化窒素併用例
と空気併用例に大きな差はなかった。筋弛緩薬は，
２００７年９月まで全症例でベクロニウム臭化物が使用
されていたが，ロクロニウム臭化物が同年１０月より
千葉病院で使用可能となり３７例中８例（約２１．６％）
で使用された。ロクロニウム臭化物はベクロニウム
臭化物よりも，速やかな作用発現があり，今後ロク
ロニウム臭化物の使用頻度が増加すると考えられ
る。

№１５：東京歯科大学千葉病院歯科麻酔科外来症例の臨床統計（２００７年１月～１２月）
佐塚祥一郎，西澤秀哉，寺川由比，二宮麻子，劒持正浩，松浦信幸，松木由起子，間宮秀樹，
櫻井 学，一戸達也，金子 譲（東歯大・歯麻）

№１６：東京歯科大学千葉病院歯科麻酔科外来における過去５年間の全身麻酔症例の臨
床統計（２００３年１月－２００７年１２月）
冨田智子，小鹿恭太郎，山村紘子，二宮麻子，松浦信幸，松木由起子，笠原正貴，間宮秀樹，
櫻井 学，一戸達也，金子 譲（東歯大・歯麻）
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目的：２００７年に本学千葉病院で行われた手術室症例
を集計して考察した。特に全身麻酔の維持法につい
て検討したので報告する。
方法：２００７年に行われた手術室での歯科麻酔科管理
症例を対象に，男女比，年齢，麻酔時間，手術内
容，出血量，輸血件数，術前基礎疾患，術中合併
症，術後合併症，麻酔維持法を麻酔記録から集計，
分析した。
成績および考察：総症例数は６６１例で，全身麻酔症
例（以下全麻）は６４３例（男性２９２例，女性３５１例），
局所麻酔症例（以下局麻）は静脈内鎮静法で管理し
１８例であった。全麻は平均年齢３５歳で１６歳～４０歳未
満が３８１例と半数以上を占めた。局麻は平均年齢５６
歳であった。麻酔時間は全麻では平均３時間１１分，
最長１４時間１０分で，２時間台が２００例と最も多かっ
た。局麻では平均５７分で，最長１時間４７分であっ
た。全麻では顎変形症術後のプレート除去術（１５９
例），顎変形症手術（１４５例），唇顎口蓋裂症手術（５１
例：抜糸症例を含む）の順に多かった。また，局麻
は手術症例以外に，術後数日間気管チューブを留置
した症例の抜管や気管切開など，術後の気道管理の
ための処置が７例あった。出血量は平均１７２ml，最

高３９５３ml であった。輸血は９４例に行われ，ほとん
どが自己血輸血（８３例）であった。術前基礎疾患は
１９４例，循環器疾患は特に高血圧症が６１例と多く，
呼吸器疾患は気管支喘息（４９例），代謝内分泌疾患
は糖尿病（１９例）が多かった。術中合併症は７８例
で，血圧低下（４７例）や血圧上昇（２７例）などの循
環器系合併症が最も多かったが重篤なものはなかっ
た。術後合併症は２６例で，血圧上昇が１１例と最も多
かった。全麻の維持法（薬）は，セボフルラン３１１
例，プロポフォール２４５例，亜酸化窒素－セボフル
ラン６４例，亜酸化窒素－プロポフォール１５例，亜酸
化窒素－イソフルラン２例であり，亜酸化窒素を併
用する症例が減る傾向にあった。しかし，術中に亜
酸化窒素併用に麻酔維持法が変更された症例が３４例
に認められた。術中の鎮痛薬としてフェンタニルク
エン酸塩がほとんどの症例で使用されたが，２００７年
から本邦でも使用可能となったレミフェンタニル塩
酸塩を使用した症例も５７例あった。また筋弛緩薬で
は，ベクロニウム臭化物の使用が５３５例であった
が，ロクロニウム臭化物が使用可能となった１０月か
らの３ヶ月では，その使用が１０５例と８３％を占めた。

目的：筋弛緩薬が口腔組織血流量に及ぼす影響を明
らかにすることを目的として，ロクロニウムとベク
ロニウムを持続投与し，口腔組織血流量の変化を比
較検討した。
方法：東京歯科大学動物実験委員会の承認後，日本
白色種系雄性家兎８羽を使用した。ロクロニウム
（Group R）の投与量は７μg/kg/min（R－７），１４μg
/kg/min（R－１４），２８μg/kg/min（R－２８）と し，
この順で各 ２々０分間持続投与した。ロクロニウムの
投与中止後，体動の発現を確認し，ベクロニウム
（Group V）を１．６μg/kg/min（V－１．６），３．２μg/kg
/min（V－３．２），６．４μg/kg/min（V－６．４）の順で
各 ２々０分間持続投与した。観察項目は収縮期血
（SBP），拡張期血圧（DBP），平均動脈圧（MAP），
心拍数（HR），総頸動脈血流量（CCBF），舌粘膜
血流量（TMBF），下顎骨骨髄組織酸素分圧（PbO２），
咬筋組織酸素分圧（PmO２）とし，投与開始後１５分
と２０分に上記各項目を測定し，平均値を算出した。
データは平均値±標準偏差で表した。統計は重複測
定分散分析を行い，有意差があった場合にはさらに
Student-Newman-Keuls test を用いて多重比較を

行った。p＜０．０５で有意差ありと判定した。
成績：HR は両群とも投与速度依存性に減少する傾
向を示した。R－７に比べ R－２８は６％減少した。ま
た，V－１．６に比べ V－６．４は５％減少した。

CCBF は，Group V は大きな変化を示さなかっ
たが，Group R は投与速度依存性に増加した。R－
７に比べ R－２８は２４％有意に増加した。

TMBF は，Group R は大きな変化を示さなかっ
たが，Group V は投与速度依存性に減少した。V－
１．６に比べ V－６．４は１９％有意に減少した。

SBP は Group R および Group V の全てのデータ
に大きな変化はなかった。DBP, MAP, PbO２，PmO２

では Group R および Group V の全てのデータに有
意差はなかった。
考察：以上の結果から，ロクロニウムとベクロニウ
ムは，体循環に大きな影響を与えず，下顎骨骨髄血
流量と咬筋血流量を増加させないので，口腔外科手
術，とくに骨髄からの出血を制御する必要のある顎
変形症の手術において問題なく使用できることが示
唆された。

№１７：東京歯科大学千葉病院手術室における麻酔症例の臨床統計（２００７年１月～１２月）
武田慶子，後藤隆志，杉平亮介，大川恵子，松浦信幸，松木由起子，間宮秀樹，櫻井 学，
一戸達也，金子 譲（東歯大・歯麻）

№１８：ロクロニウムとベクロニウム持続投与が口腔組織血流量に及ぼす影響
寺川由比，一戸達也，金子 譲（東歯大・歯麻）
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目的：Treponema denticola は，慢性歯周炎から Por-
phyromonas gingivalis, Tannrella forsythia らの菌種と
共に高頻度に分離され，慢性歯周炎の発症に重要な
役割を果たすと考えられている。本菌種は，リファ
ンピン ヒスタチン等の抗菌物質に抵抗性を示す。
そこで T. denticola 遺伝子のうち efflux pump とし
て機能する遺伝子を検索した結果 Streptococcus mu-
tans の bacteriocin immunity protein と相同性を持
つタンパクを認めその解析を行った。
方法：S. mutans の bacteriocin immunity protein を
用い T. denticola の genome database に対し，ホモ
ロジー検索を行った。得られた配列をもとに，NCBI
のデータベースにより他のタンパクとの相同性を検
索した。さらに本遺伝子の存在を T. denticola ATCC
３３５２０，３３５２１，３５４０４，３５４０５の４株の DNA を鋳型
とし polymerase chain reaction を行い株間での遺
伝子存在の有無を調べた。

成績および考察：T. denticola ATCC３５４０５の bacte-
riocin immunity protein に対し相同性を認めるタン
パク（Tbip）は，２，１５４塩基によってコードされる
７１７アミノ酸のタンパクであった。Tbip のホモロ
ジ ー 検 索 の 結 果，Clostridium botulinum の ABC
transporter, lactoccin-G-processing and transport
ATP-binging protein, Clostridium cellulolyticum の
ABC-type bacteriocin transporter とそれぞれ４４
％，４４％，４２％の相同性を認めた。PCR の結果，T.
denticola ATCC３５４０５株では Tbip が増幅された
が，他の株から増幅されなかった事から Tbip の配
列に variation が存在するか，Tbip を欠く事が示唆
された。T. denticola ATCC３５４０５株は他の株に比べ
chloramphenicol に対する耐性が強いことが知られ
ており，本菌株での Tbip の機能について現在解析
を進行中である。

目的：インプラント周囲炎は，インプラント体周囲
の急激な骨吸収およびその周囲の炎症を伴う。イン
プラントの予後を確実なものにするためには，歯周
病原性菌の感染を防ぐ事が必要であるが，その感染
経路についての報告は少ない。われわれは，これを
明らかにするため，天然歯歯肉縁下細菌叢とインプ
ラント埋入後の周囲細菌叢を比較し検討した。
方法：（被験者）東京歯科大学千葉病院口腔インプ
ラント科に来院した患者のうちインプラント予定部
位の隣在歯，対合歯を有するもの１７人を対象とし
た。

（採取部位）インプラント部の隣在歯，対合歯，
同一顎の最も離れた部位の天然歯三部位とインプラ
ント周囲よりプラークを採取した。

（歯周病原性菌の検出）サンプルの DNA を抽出
し，Aggregatibacter actinomycetemcomitans（Aa），
Prevotella intermedia（Pi），Porphyromonas gingivalis
（Pg），Treponema denticola（Td），Tannerella forsythia
（Tf），Fusobacterium nucleatum（Fn）の６菌種に

おいて菌種特異的プライマーを用いて PCR 法によ
り増幅した。その後２％agarose gel にて電気泳動
を行い，紫外線にて検出を判定した。
（統計）Windows 版 sas９．０２ロジスティック分析
ステップワイズ法を用い，天然歯三部位のうち各菌
種においてインプラント部が検出された環境では，
どの部位が影響しているかについて検討した。
成績および考察：１７名の被験者のうち，それぞれの
歯周病原性菌の検出率は天然歯三部位では Aa：３３
％，Pi：４１％，Pg：３９％，Td：１８％，Tf ：２９％，
Fn：５５％，インプラント部では Aa：２４％，Pi：５８
％，Pg：３５％，Td：２９％，Tf：３５％，Fn：６５％と
なった。統計の結果，インプラント体周囲の感染に
おいて，Pg, Td，および Fn は隣在歯からの影響が
示唆された。また，Aa, Pi，および Tf は部位間での
有意差は認められなかった。これらの結果は，イン
プラント体周囲の歯牙からインプラント体への歯周
病原性菌の感染が起こっていることを示唆してい
る。

№１９：Treponema denticola の bacterial immunity protein の解析
田中公子１），伊藤理恵子２），新谷誠康１），藥師寺 仁１），石原和幸２）３）（東歯大・小児歯）１）

（東歯大・微生）２）（東歯大・口腔科学研究センター HRC７）３）

№２０：天然歯からインプラント体への歯周病原性菌伝播の解析
青木雅憲１），石原和幸２），高梨聖敏１），本間慎也１），矢島安朝３），伊藤太一３），奥田克爾２），佐藤 亨１）

（東歯大・クラウンブリッジ補綴）１）（東歯大・微生）２）（東歯大・口腔インプラント）３）
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目的：骨は生体アパタイト結晶（BAp）とコラー
ゲンからなるナノレベルまで緻密に制御された組織
である。コラーゲン線維は無機成分の結晶形成にお
ける有機質の枠組みとして働き，アパタイト結晶は
コラーゲン線維にそって板状構造を形成すること
で，骨組織全体としてコラーゲン線維と純粋なミネ
ラル結晶の中間的な性質を持った複合組織となって
いる。コラーゲンは引っ張りに対する強度を担い，
生体アパタイト結晶は圧縮に対する強度を担うこと
が知られており，近年の研究では生体アパタイト結
晶の配列度合い（配向性）によって骨強度が大きく
変化することが明らかになっている。生体アパタイ
トは六方晶をベースにする極めて異方性の高い結晶
構造を持つことから，この結晶の配向性を調べるこ
とで骨強度を定量的に算出することが可能となる。
しかしながら顎骨における in vivo での生体アパタ
イト結晶の配向性，特にヒトに関する基礎的データ
はほとんど報告されていない。そこで今研究では，
ヒト関節突起部における生体アパタイトの結晶配向
性の解析を行った。
方法：東京歯科大学解剖学講座所蔵の日本人実習用

遺体頭蓋骨から関節突起を試料として採取した。
μCT 画像にて三次元的に骨微細構造を確認した
後，レジン包埋し試料を作製した。この標本の下顎
頭上端から１mm 間隔で水平断し，下顎頚部までを
関心領域とした。関心領域中の４点に対し，微小領
域 X 線回折装置（RINT２５００，Rigaku Electric）を
用いて生体アパタイトの配向性を解析し検討を行っ
た。
成績および考察：下顎頭での結晶配向性は上端部で
は無配向であった。しかし下顎頭上部１／３付近より
下方では配向性が認められ始めた。また下顎頚部で
はより強い配向性が得られ，その配向性は下顎頭上
端から下顎頚部に近づくにつれて増す傾向にあっ
た。

これらの結果は下顎頭，下顎頚部に加わる応力を
反映した結果であり，生体アパタイトの結晶配向性
が局所応力の影響を受けていることが考察された。
また下顎上端部は無配向であったが，この結果は一
軸の結果を示すものであり，別軸からの検索も今後
必要と考えている。

目的：近年インプラント治療の普及に伴い，顎骨の
解剖学的構造や顎骨内部構造を考慮する重要性が指
摘されている。特に下顎骨は歯牙喪失に伴って歯槽
部における著しい骨吸収を起こし，下顎管周囲の構
造も変化する。そこで今回，マイクロ CT を用いて
有歯顎・無歯顎における下顎管の走行形態と周囲骨
梁構造を三次元的に観察することで，歯牙喪失に伴
う下顎管の位置関係と周囲骨梁構造の変化について
検討を行った。
方法：試料は東京歯科大学解剖学講座および東京慈
恵会医科大学解剖学講座所蔵の日本人乾燥頭蓋骨の
下顎骨を用いた。この試料をマイクロ CT（HMX
Actis４，TESCO, Japan）を用いて撮影した後，得
られたスライスデータから三次元立体構築像を作製
した。内部構造の観察および計測は三次元構造解析
ソフトウエア（TRI／３D-BON, RATOC, Japan）
を用いて行った。オトガイ孔から下顎孔までを関心
領域に設定し等分割した平面上において，下顎下縁

より下顎管までの距離および下顎管から歯槽頂部ま
での距離に関して計測を行った。また，各部位での
骨梁密度，骨梁幅，骨梁構造に関する計測も同時に
行うことで，歯牙を喪失することによって発現する
下顎管の走行形態，骨梁構造の変化の有無を有歯顎
と無歯顎との間で比較・検討を行った。
成績および考察：マイクロ CT により得られたデー
タをもとに三次元立体構築をすることで，有歯顎と
無歯顎における立体的な下顎管の走行形態ならびに
骨梁構造を観察することができた。有歯顎と無歯顎
の下顎下縁平面から下顎管までの距離を比較したと
ころ，無歯顎の方が大きい値を示した。また，骨梁
構造においては有歯顎から無歯顎になることにより
下顎管の上方，下方共に骨梁の密度は高くなる傾向
が見られ，骨梁の幅においては細くなることが観察
された。これは有歯顎の時には歯牙を介して加えら
れていた機能圧が，歯牙喪失に伴う機能圧の減少に
よって起こった変化ではないかと考えられる。

№２１：関節突起における生体アパタイト結晶の配向性
古屋英敬１）４），森岡俊行２）４），松永 智１）４），坂 英樹１），吉成正雄３）４），井出吉信１）４）（東歯大・解剖）１）

（東歯大・口腔インプラント）２）（東歯大・理工）３）

（東歯大・口腔科学研究センター インプラント研）４）

№２２：マイクロ CT を用いたヒト顎骨における下顎管の三次元的観察
木下英明１）２），中原 賢１），大橋卓史１）２），松永 智１）２），上松博子１），吉成正雄２）３），井出吉信１）２）

（東歯大・解剖）１）（東歯大・口腔科学研究センター インプラント研）２）（東歯大・理工）３）
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目的：ARGIRELINE�（Lipotec 社：スペイン）は，
Acetyl Hexapeptide であり，加齢による顔面皮膚
の皺改善活性を示す。その作用は，コリン作動性運
動神経終末において SNAP－２５と競合することに
より，シナプス小胞からの神経伝達物質の放出を抑
制し筋肉の収縮を緩慢にする。そこで，ARGIRE-
LINE�を標的筋肉に局所的に作用させることにより
筋肉の収縮を減弱化し，その付着する骨の成長変化
にも影響を与えると推測した。本研究では，成長期
の下顎骨に対して付着している筋肉の収縮を抑える
ことによりどのような下顎骨成長変化が起こるかに
ついて形態的な検討を行なった。
方法：生後４週齢ラット（雄性：Wister 系）１０匹
を用いて，対照群・実験群の２群に各５匹ずつ分け
た。対照群には，１％アテロコラーゲン（KOKEN
Co., Ltd），実験群には１％アテロコラーゲン（AR-
GIRELINE�１０mg/l 含有）を左側咬筋部皮下に各
０．１ml ずつ注入した。６週齢まで飼育したのち屠殺
し，管電圧１００kV，管電流７０μA，スライス幅０．０５
mm，撮影倍率２．２倍にてマイクロ CT 装置（HMX
２２５－Actis＋４，TESCO co）を用いて撮影した。

得られた画像は三次元構築ソフト（TRI／３D-
BON）にて立体構築を行なった。この構造体を Sur-
face 画像に変換し三次元計測ソフト（Imageware
ver．１１．０）にて Menton, Coronoid prosess, Condy-
lion, Gonion, Ante gonion の５つの基準点を求め
た。この基準点を用いて，下顎骨における任意の計
測点と計測線における垂直距離，水平距離，角度の
計測を左右側に行い左右差に関する検討を行なっ
た。
成績および考察：対照群では，各計測において左右
差は認められなかった。実験群では，垂直距離・水
平距離ともに左右差を認めなかったが，角度計測に
おいて薬剤注入側の下顎角の開大を示唆した。AR-
GIRELINE�による咬筋の収縮抑制は，下顎骨にお
ける水平的，垂直的な成長に影響を与えないが，下
顎骨形態の角度への影響を与える。従って，咬合平
面や下顎下縁平面の傾斜が強くなり顔面非対称とな
りうると考えた。この作用を理解し，既に顔面非対
称と診断された成長期患者への利用を検討する必要
があり，今後はサンプル数を追加し，詳細な分析を
行う予定である。

目的：ポリアミド樹脂製局部義歯における頬側維持
部の形態の差異が維持力に及ぼす影響を調査し，頬
側維持部の設計基準を明らかにすること。
方法：実験には上顎左側第一大臼歯，第二大臼歯欠
如のエポキシ模型（NISSIN 社製）を用いた。支台
歯となる上顎左側第一小臼歯と第二小臼歯は，頬側
に十分なアンダーカットを付与した形態とし，舌側
にアンダーカットを付与しない形態とした。この模
型をシリコーン印象材にて印象採得し，超硬石膏に
て作業用模型を作製した後に，ポリアミド樹脂（バ
ルプラストジャパン社製）を用いて，実験用義歯と
しての被験試料を作製した。維持部上縁の位置は支
台歯のサベイライン上とし，維持部の上下幅を６
mm，厚さを１mm とした。設定アンダーカット量
は０．５mm とした。設計条件として維持部の内面が
アンダーカット域に接触する近遠心的範囲に差異を
与え，その範囲が第二小臼歯近心までの範囲（設計
１），第一小臼歯の遠心までの範囲（設計２），第一
小臼歯の近心までの範囲（設計３）犬歯遠心までの
範囲（設計４），の４種類の被験試料をそれぞれ１０

個作製した。
これらの試料をエポキシ模型に装着し，第一大臼

歯相当部において咬合平面に対して垂直の方向に牽
引し，荷重量計測装置（デジタルフォースゲージ
IMADA 社製）を用いて撤去に要する力量を計測し
た。計測は各試料につき１０回行い，その平均値をそ
れぞれの試料の維持力とした。

統計処理は Kruskal Wallis 検定を用い，有意水
準は５％とした。
成績および考察：１．設計１と２および設計３と４
の間以外すべての組み合わせに有意差が認められ
た。この結果から，隣接する支台歯の遠心に鉤端を
延長し，接する面積を増やしても維持力は変わらな
いが，近心まで延長すれば維持力は増加することが
明らかになった。
２．維持力は設計１，２，３および４でそれぞれ
１．５±０．２N，１．７±０．３N，２．３±０．４N お よ び２．４±
０．３N であった。この結果からさらに適切な維持力
を得るためにはアンダーカット量を増やす必要があ
ることが示唆された。

№２３：ARGIRELINE�による成長期ラット下顎骨の形態変化について
石井武展１）２），西井 康２），野嶋邦彦２），茂木悦子１）２），末石研二２）

（東歯大・口腔科学研究センター）１）（東歯大・矯正）２）

№２４：ポリアミド樹脂製局部義歯における頬側維持部の形態と維持力
田口裕美子，嶋村一郎，櫻井 薫（東歯大・有床義歯補綴）
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目的：近年，健康に対する意識が高まっており，個
人の皮膚年齢，骨年齢，筋年齢などを知ることは
人々の関心の一つである。加齢により皮膚の伸張量
は増加し，弾性は低下することが知られているが，
口腔粘膜での変化は明らかにされていない。先の研
究で我々は，口腔粘膜の伸張量と弾性に性差がない
ことを明らかにし，また高齢者が若年者と比較して
伸張量が低いことを明らかにした。今回我々は，年
齢による口腔粘膜の伸張量と弾性の変化について，
横断研究にて明らかにすることを目的とし，また口
腔粘膜と皮膚の加齢変化の違いについて検討した。
方法：被験者は，健常成人７８名（２０～８２歳，男性４０
名，女性３８名）とした。測定部位は，口腔粘膜では
下唇粘膜正中部，皮膚では右側前腕中央部とした。
下唇粘膜の測定は，歯科用開口器（アングルワイ
ダー�）により口角を一定の力で牽引し，測定部位
の唾液をガーゼにて拭い，空気乾燥させた後に行っ
た。皮膚の測定は，肢台・検査測定台を使用し，右
側前腕を上方に向けて，力のかからない状態にさ
せ，測定部位の汗をガーゼにて拭った後に行った。

皮 膚 粘 弾 性 測 定 装 置（Cutometer, Courage+
Khazaka 社製）を用い，口腔粘膜および皮膚の弾
性特性として伸張量と弾性とを測定した。下唇粘膜
正中部では１２回，前腕中央部では４回測定し，それ
ぞれ平均値を用いた。測定条件は，吸引時間２秒，
開放時間２秒，吸引圧３００hpa とした。口腔粘膜と
皮膚において，年齢と弾性特性との関係について
Pearson の相関係数を算出し，相関関係を検討し
た。
成績および考察：年齢と口腔粘膜の伸張量の間で有
意な負の相関を認めたが（r＝－０．５２３，p＝０．０００），
弾性との間で相関は認めなかった（r＝－０．１８５，p
＝０．１７３）。一方，年齢と皮膚の伸張量の間で有意な
正の相関を認め（r＝０．６４１，p＝０．０００），弾性との
間で有意な負の相関を認めた（r＝－０．８１６，p＝
０．０００）。加齢により下唇粘膜の伸張量が低下する
が，弾性は変化しないことが明らかとなった。下唇
粘膜と皮膚では加齢による弾性特性の変化が異なる
ことが明らかとなった。

目的：従来，当該歯の解剖学的諸条件，不良破折歯
や歯内療法時の偶発事故などにしばしば意図的歯牙
再植法が用いられている。この歯牙再植法では，い
かにして再植歯の歯根膜組織を維持するかが成否に
大きく関わっている。近年，様々なサイトカインを
用いた歯周組織の再生療法が行われている。その中
で，塩基性線維芽細胞増殖因子（FGF－２）は歯
周組織の再生におけるサイトカインとして有用であ
ることが示唆され，in vitro の研究で血管形成やそ
の走化性，増殖能などが報告されている。本研究で
は歯根再植法における FGF－２が歯周組織の再生
に及ぼす影響を検索した。
方法：実験にはビーグル犬（オス，体重１０．５kg 前
後）を用い，下顎第３，４前臼歯を抜髄，根管充填
後，分割抜去を行った。その後，鉗子にて歯冠を把
持し，CEJ より歯根の長さ１／２部までをスケーラー
にて歯根膜組織およびセメント質を除去，ラウンド
バーにてノッチを形成した。この操作中，根尖側１／２
の残存歯根膜部は，生理食塩水を浸漬し湿潤下で
行った。水洗後，実験群は，歯根表面及び残存歯根
膜組織に FGF－２を塗布後，再植。対照群は，残
存歯根膜組織には，FGF－２を応用せずに再植を

行った。再植後，歯冠部をダイヤモンドポイントに
て CEJ より削去し，歯肉弁剥離翻転，水平マット
レス縫合を行った。実験期間は再植後１，２，４，
８週とし，２０％中性緩衝ホルマリン溶液にて灌流固
定後，通法に従いパラフィン包埋を行い，染色を
行った。なお，今回は創傷治癒における１～４週の
早期について報告する。
成績および考察：術後１～４週では，対照群では，
歯根は，抜歯窩内に埋入しており，再植歯根面の
ノッチ部１／２より根端側部では，再生歯根膜組織の
形成を生じていた。一方，ノッチ部１／２より歯冠側
部の象牙質表面全体には，歯槽骨からの骨組織の伸
展による骨性癒着（アンキローシス）を認めた。実
験群では，再植歯根面のノッチ部１／２より根端側部
では，再生歯根膜組織の形成を生じていた。一方，
ノッチ部１／２より歯冠側部の象牙質表面には，セメ
ント芽細胞の付着を伴う再生セメント質の形成を生
じていた。これら再生セメント質と歯槽骨間には，
再生歯根膜組織を認めた。また，根面吸収及び骨性
癒着の発現はわずかであった。

以上の結果より，FGF－２は，意図的歯牙再植
の歯周組織再生に有用であることが示唆された。

№２５：加齢により口腔粘膜と皮膚の弾性特性は異なるか
中川兼佑，櫻井 薫，上田貴之，隈倉慎介（東歯大・有床義歯補綴）

№２６：意図的歯牙再植後における塩基性線維芽細胞増殖因子（FGF－２）の歯周組
織の治癒に及ぼす影響
勢島 典１），太田幹夫１），藤田貴久１），衣松高志１），山本茂樹１），中西伸介１），大井陽生１），
藤波弘州１），村野嘉則１），大島みどり２），渋川義宏１），山田 了１）（東歯大・歯周）１）（東京都）２）
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目的：Peroxisome proliferator-activated receptor
γ（PPARγ）はインスリン効果促進及び脂肪細胞分
化決定因子として注目されている。PPARγ の抑制
は，間葉系幹細胞から骨芽細胞への分化を促進する
が，骨芽細胞，象牙芽細胞での機能は明らかでな
い。今回我々は，PPARγ の骨芽細胞，象牙芽細胞
への作用について検討する。
方法：MC３T３－E１細胞，MDPC－２３細胞を使
用した。Osteoblast medium（OBM）：α-MEM＋
１０％FBS，１％Penicillin-Streptomycin，５０μg/ml
L-Ascorbic acid，１０mM β-Glycerophosphate。脂
肪 細 胞 分 化 誘 導 培 地（MDI）：α-MEM＋１０％
FBS，１％Penicillin-Streptomycin，０．５mM Isobu-
tylmethylxanthine，１μM Dexamethasone，１０μg/
ml Insulin。Pioglitazone（PPARγ agonist）：２０
μM。GW９６６２（PPARγ antagonist）：１０nM。Dex-
amethasone：１００nM にて細胞に添加した。各薬剤
添加後，３・７・１４日目に細胞形態の観察，ALP

活性測定，アリザリンレッド S 染色を行った。OBM
での各点および MDI 培養５日目における Alp, Col
１a１，Osterix, Dmp－４，Fabp４，C/EBPα の発
現を TaqMan プローブを用いたリアルタイム PCR
で検出した。
成績および考察：OBM に Pioglitazone 添加後１４日
目の MDPC－２３では，Alp, Col１a１，Osterix の発
現が上昇し，またアリザリンレッド S 染色による
石灰化像は増強傾向を示した。MDI 培養５日目
の MDPC－２３では，Fabp４と C/EBPα の発現が上
昇した。MDPC－２３は，MDI 培養で脂肪細胞特異
的タンパクを発現し，OBM 培養では PPARγ ago-
nist により石灰化能が亢進する。一方，OBM 培養
で MC３T３－E１は石灰化が亢進した。象牙芽細
胞様細胞 MDPC－２３では PPARγ が脂肪細胞への分
化ではなく象牙芽細胞の成熟を促し，骨芽細胞と石
灰化機序が異なることが示唆された。

目的：マラッセ上皮遺残細胞は歯根膜の恒常性維持
や創傷治癒に関与していることが報告されている
が，詳細については不明な点が多い。創傷治癒時に
分泌される各種成長因子がマラッセ上皮遺残細胞へ
も影響を及ぼすことも否めない。神経成長因子
（NGF）は神経細胞の分化・成熟や維持などに重
要な役割を担っており，NGF の受容体がマラッセ
上皮遺残細胞に存在することが報告されている。形
態学的にマラッセの上皮遺残細胞と自由神経終末と
の関連が報告されていることから創傷を受けた際に
神経終末からの NGF がマラッセ上皮遺残細胞を通
じて治癒に関与する可能性がある。上皮増殖因子
（EGF）は上皮系組織の分化と増殖に関与し，マ
ラッセ上皮遺残細胞は歯根嚢胞の裏装上皮や歯周ポ
ケットの上皮侵入に関与していることが報告されて
いる。つまり創傷を受けた際における EGF がマ
ラッセ上皮遺残細胞になんらかの影響を及ぼしてい
る可能性が考えられる。本研究の目的は，NGF お
よび EGF の各成長因子がマラッセ上皮遺残細胞に
及ぼす影響を in vitro 的に検索することである。

方法：ブタ歯根膜より採取したマラッセ上皮遺残細
胞を７継代培養したものを実験に用いた。培養液に
は α-MEM＋１０％FBS＋０．６％Gentamicin を用い３７
℃，５％CO２条件下にて培養後，実験群には NGF
あるいは EGF を加えた。添加後３，６，９，１２，
２４，４８，７２時間経過後細胞を回収し，VEGF およ
び OPN の mRNA 発現について realtim RT-PCR
法を用いて定量した。対照群は NGF, EGF を加え
ないものとした。
成績および考察：OPN mRNA の発現は，実験群に
おいて９時間後をピークに NGF, EGF ともに対照
群よりも有意に多い量が発現しており，特に EGF
において顕著であった。また１２時間後には対照群と
ほぼ同等になった。VEGF mRNA は９時間をピー
クに多く発現しその後経時的に減少した。以上の結
果より，NGF, EGF はマラッセの上皮遺残細胞の
VEGF mRNA と OPN mRNA の発現を促進させ，
OPN によるセメント質の形成及び，VEGF による
血管新生や栄養供給を惹起させると考えられた。

№２７：PPARγ による象牙芽細胞様細胞 MDPC－２３の分化促進効果に関する検討
落合宏美１），山本康人１），天谷哲也２）４），岡田 崇２）４），平井義人２），東 俊文１）３）４）（東歯大・生化）１）

（東歯大・修復）２）（東歯大・口腔科学研究センター分子再生研究室）３）

（東歯大・口腔科学研究センター HRC７）４）

№２８：NGF および EGF がマラッセ上皮遺残細胞に及ぼす影響
山脇健史，松坂賢一，井上 孝（東歯大・臨検）
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目的：歯周炎に伴う楔状骨欠損への対応としては，
骨外科にて対処すると，支持骨削除による歯の動揺
や歯根露出をきたした。現在，再生療法の適応の範
囲は広がっており，このような症例に対しては，骨
欠損内に移植骨や，人工移植材を用いて歯周組織の
再生を図る方法の有用性が報告されている。EMD
や GTR 法による組織再生誘導法は，ある程度安定
した予後の予測が可能だが，今回は，患者の経済的
背景を考慮し，楔状骨欠損を有する慢性広範性歯周
炎に対して，口腔内自家骨移植を行った症例につい
て報告する。
症例：患者は５６歳，女性。主訴は左上第一大臼歯部
歯肉の著しい発赤と腫脹である。診査の結果，口腔
内のプラークコントロールは不良で，全顎的に４～
８mm の歯周ポケットを計測した。また画像診断と
して，全顎的に軽度の水平性骨吸収像，当該歯歯根
全周に及ぶ骨吸収像，ならびに右下第一小臼歯近心
部に垂直性骨吸収像を認めた。治療経過は，まず左
上第一大臼歯部の消炎，抜歯処置を行った後，全顎
的な歯周基本治療を行い，口腔内環境の改善とモチ
ベーションの向上を図った。再評価の結果，歯周ポ

ケットが残存した上顎右側臼歯部に歯周外科処置，
下顎右側第一小臼歯部に対しては，口腔内自家骨移
植を伴う歯周外科処置を行った。歯肉溝内切開にて
切開後，粘膜骨膜弁を形成し，３壁性骨内欠損部
に，第一小臼歯部の直下からスクレイパーによって
採取した自家骨を移植した。その後，改良垂直マッ
トレス縫合にて緊密に縫合を行った。再評価後，欠
損部に部分床義歯を装着し，咬合の回復を行い現在
６ヶ月間が経過しているが，歯周組織の状態は安定
している。
考察：６ヶ月間経過時のエックス線写真上では，移
植部に新生骨の添加を思わせるエックス線不透過像
が認められる。現在までのところ，骨量の減少は観
察されず，順調に経過している。一般に１，２壁性
骨欠損への口腔内自家骨移植と比較すると，３壁性
骨欠損への骨の再生率，添加量の成績は予知性があ
ると思われ，本症例が３壁性骨欠損形態であったこ
とが，術後の安定した経過の一因であると推測され
る。今後，定期的なメンテナンスを行い，詳細に経
過観察を行う予定である。

目的：歯周治療において根分岐部は，解剖学的形態
などにより器具の到達性が悪く，十分なインスツル
メンテーションがおこなえないため，予後が悪いこ
とが知られている。一方で適応症を選べば，再生療
法により理想的な治癒が得られることが明らかにさ
れている。H２０年度の保険改正によって GTR 法が
保険適用になり，再生療法が患者としてもより身近
な治療法となりつつある。

今回は比較的骨再生の予知性の高い，下顎大臼歯
のⅡ度根分岐部病変に対して GTR 法を応用し，骨
の再生を認めた一例を報告する。
症例：患者は６８歳，女性。『歯ぐきが下がり歯がし
みる。』ことを主訴に来院した。初診時口腔内診査
では，一部歯肉の退縮を認めるものの明らかな腫脹
や発赤は認められなかった。しかしながら，歯周基
本検査にて全顎的に４～１０mm の歯周ポケットで，
BOP（＋）を示し，下顎右側第一大臼歯には頬側
Ⅱ度分岐部病変を認めた。一方，画像診断では全顎
的に歯根の１／３～１／２に及ぶ水平性の骨吸収を認め，
同部の根分岐部に透過像を認めた。歯周基本治療
後，主訴の知覚過敏症状は改善するも，臼歯部分岐
部付近を中心に歯周ポケットの残存と，下顎右側第
一大臼歯はⅡ度分岐部病変を有したため，再生療法

を行うこととした。術式は下顎右側第二小臼歯近心
～第二大臼歯遠心にかけて歯肉溝内切開，オトガイ
孔に注意しながら第二小臼歯近心に縦切開を行っ
た。全層弁で剥離・翻転後，根面をデブライドメン
ト。分岐部には比較的大きな骨欠損が認められた。
口腔内から採取した自家骨を填入後，骨欠損部に少
し大きめにトリミングした非吸収性 GTR メンブレ
ンを設置し，スリリングテクニックにより固定し
た。その後，歯肉を垂直マットレス改良法にて縫合
した。メンブレンは術後６週で除去した。現在，術
後１年半を経過し，歯肉退縮により若干の歯根が露
出してはいるものの，歯周ポケットは３mm まで改
善し，歯肉状態も安定している。
考察：術後１年半の画像検査では分岐部部分に骨の
再生が認められ，分岐部の完全閉鎖は得られなかっ
たものの，初診時１０mm だった歯周ポケットも３
mm まで改善した。今回の症例は，下顎Ⅱ度分岐部
病変で，隣接する歯間部の骨が骨欠損部よりも歯冠
側に位置していた。このことにより，メンブレンを
より高い位置に設置でき，再生量を確保できたと考
えられた。しかしながら，メンブレン除去後から歯
肉退縮がおこり分岐部開口部が若干露出しており，
今後詳細に経過観察を行う必要があると思われた。

示 説

№２９：楔状骨欠損に対し口腔内自家骨移植を行った１症例
早川裕記，関根珠里亜，二階堂雅彦，古澤成博（東歯大・口健・総歯）

№３０：下顎Ⅱ度根分岐部病変に GTR 法を応用した１症例
根本詩子，二階堂雅彦，古澤成博（東歯大・口健・総歯）
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目的：知覚過敏や審美障害，付着の喪失といった問
題を引き起こす歯根露出を改善する方法としては，
主に歯周形成外科が行われる。このような露出根面
を被覆する歯周形成外科の術式としては，歯肉弁側
方移動術，歯肉弁歯冠側移動術，遊離歯肉移植術，
結合組織移植術，GTR 法などがあるが最近，エナ
メルマトリックス・デリバティブ（エムドゲイ
ン�；以下 EMD と略す）を用いた方法も報告さ
れ，注目されている。今回我々は，根面被覆に EMD
併用結合組織移植術を行ったところ，良好な結果が
得られたのでここに報告する。
症例：患者は３９歳女性。Non-smoker。主治医より
の＃３３根面被覆の依頼にて東京歯科大学水道橋病院
に来院した。患者はブラッシング時の歯肉疼痛と知
覚過敏を自覚していた。＃３３には根面露出が存在
し，周囲歯肉には著明な炎症が認められた。歯肉退
縮は MGJ を越えていたが歯間部の歯槽骨や付着の
喪失は無く Miller の分類で Class Ⅱであった。そこ
で，EMD 併用結合組織移植術による根面被覆を企

図し患者に処置の必要性，術式の概要，リスクなど
を説明し，同意を得たうえで手術を行った。まず，
浸潤麻酔下に＃３３に粘膜弁を形成して受容床作成
後，上顎右側小臼歯部口蓋側より結合組織を採取し
た。EMD 応用に当たっては，まず根面に対して徹
底的な root planning を行った後３５％リン酸溶液に
て根面処理を行った。そして，生理食塩液にて根面
洗浄後直ちに EMD ジェルを塗布した。その後，露
出歯根面を採取した結合組織にて覆い，乳頭貫通懸
垂縫合にて固定した。さらにその上を復位させた歯
肉弁で覆ったのち，縫合を施した。

抜糸は術後３週間目に行った。術後２．５ヶ月目の
観察では，根面露出の再発も知覚過敏などの自覚症
状もなく，患者は問題なくブラッシングを行ってい
る。
考察：今回我々は根面被覆に際して EMD を併用し
た結合組織移植術を行い，良好な結果を得た。今回
の症例を通じ，根面被覆に EMD 併用結合組織移植
術を応用することの有用性が示唆された。

目的：歯周治療における SPT は，①歯周病再発の
予防，②再発または新たな疾患発症部位の早期発
見・早期治療，③良好な歯周組織環境の長期にわた
る維持などを目標として行われる。また，歯科衛生
士などによって行われるプロフェッショナルケアと
患者自身によるプラークコントロール（以下 PC）
とが上手くかみ合う事によって，歯周病の病状安定
が維持されると言われている。今回，重度の歯周病
患者に対し，的確な SPT を行うことによって１２年
間病状安定が維持されている症例を経験したので，
ここに報告する。
症例：患者は４０歳女性。歯周治療を希望して近医よ
り紹介され１９９６年１０月に東京歯科大学水道橋病院に
来院した。初診時歯周精密検査では４～１０mm の歯
周ポケットが点在し BOP は３９．５％，PCR は７５．９％
であった。X 線写真上では全体的に水平性骨吸収や
垂直性骨吸収も認められた。以上の結果から中等度
～重度の慢性歯周炎と診断し，歯周基本治療を開始
した。

歯周基本治療では，バス法による歯肉マッサージ
の強化を図り，叢生著明な部位には１歯ずつの縦磨
き法を指導した。軽度の嘔吐反射があり，下顎臼歯

部舌側に歯ブラシを当てる事が困難だったため，ワ
ンタフトブラシの使用も指導した。以上の TBI と
同時に全顎の SRP も行った結果 BOP２２．８％，PCR
２９．６％へと改善された。その後歯周外科手術，補綴
処置を行い，病状安定後に SPT に移行した。

患者は，モチベーションは高いが，ブラッシング
技術が貧弱なためか PC が悪化しやすかった。そこ
で，リコールごとに歯科衛生士が PC の重要性と効
果などについて繰り返し説明するとともに PC の再
強化を行った。すなわち，バス法と１歯ずつの縦み
がき法を再確認し，歯間ブラシ，フロス，ワンタフ
トブラシなどの使用法の再指導を行った。また，深
い歯周ポケットが残存している部位には SRP を繰
り返し実施し，毎回 PMTC も行った。その結果，
現在も安定した歯周状態が保たれている。
考察：今回の症例では，定期的 SPT によって，１２
年間歯周病の病状安定が維持された。これは，リ
コール毎に歯科衛生士が PC の重要性について繰り
返し説明することによって，患者自身が SPT の重
要性を良く理解し，長期にわたって積極的に通院を
継続したことが大きく関与したものと思われた。

№３１：EMDOGAIN 併用結合組織移植術を用いて根面被覆を行った１症例
井田 篤，森山貴史，松本信哉，齋藤 淳，槙石武美（東歯大・口健・保存）

№３２：長期的 SPT により病状安定を維持している歯周病の１症例：歯科衛生士の協
力による SPT について
朝隈尚子１），森山貴史２），松本信哉２），古澤成博３），槙石武美２）（東歯大・水病・歯衛）１）

（東歯大・口健・保存）２）（東歯大・口健・総歯）３）

学 会 講 演 抄 録４００
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目的：歯周治療において，患者自身のモチベーショ
ンを高め維持することは大変重要であり，そのサ
ポートは歯科衛生士の重要な役割でもある。今回，
痛みや出血に対して恐怖心を強く抱いていた患者
に，歯科衛生士主導による歯間ブラシの指導を行っ
たところ，モチベーションが高まりプラークコント
ロール（以下 PC）の著明な改善が見られ，その後
も安定した歯周状態が保たれている症例を経験した
ので報告する。
症例：患者は４２歳男性。近医にて歯周治療が必要と
診断され，紹介にて来院した。初診時，口腔内には
多量の縁上・縁下歯石が沈着し，歯周精密検査では
４～７mm の歯周ポケットが散在，PCR は５９．２
％，GBI は５５．５％であり，エックス線写真では全顎
的に水平性骨吸収が認められた。以上から中程度の
慢性歯周炎と診断し，歯周基本治療を開始した。

歯周基本治療では，まずバス法，スクラビング
法，１歯ずつの縦磨き法（歯列不正部）を指導し，
各サイズの歯間ブラシ使用法の指導も行った。しか
しながら，患者は痛みや出血に対し恐怖心を強く抱
いており歯間ブラシの使用をためらったためか，PC
は改善しなかった。また，歯間ブラシのサイズが部

位により異なりどの部位にどのブラシを使えば良い
のか理解できないようであった。そこで，歯科衛生
士の提案により，各サイズの歯間ブラシを使用する
部位をイラストに図示して手渡した。これにより，
患者は歯間ブラシ使用法を良く理解し，歯科衛生士
とのコミュニケーションもスムーズに行えるように
なった。その後，根気強く TBI を行ううちにモチ
ベーションも高まり，PC は改善していった。その
結果，歯周基本治療後に PCR は２９．２％，GBI は８．３
％へと改善されたので歯周外科手術・補綴処置を行
い，メインテナンスに移行した。現在も PC は良好
であり，安定した歯周状態が保たれている。
考察：多種類の清掃器具を使用した PC は，患者に
とって負担になるばかりでなく，歯周状態の改善に
は繋がりにくい場合が多い。また，術者がいくら熱
心に指導を行なっても，患者自身が PC について理
解し自ら努力しない限り改善されない。今回，痛み
や出血に対する恐怖心が強い患者に対し，歯科衛生
士の主導によってイラストを使用したわかりやすい
TBI を行い，著明な PC の改善を見ることができ
た。これは患者自身が歯周病について良く理解し，
治癒に向けて努力した結果であると思われた。

目的：本講座におけるポストグラデュエートコース
は平成６年度に発足し，歯周療法学の臨床経験を通
じて専門的知識と臨床技能を修得することを目的と
している。
症例：口腔内清掃不良，歯列不正および不良補綴物
による咬合性外傷を伴った重度慢性歯周炎の症例に
対し，再生療法を含む歯周外科治療と咬合回復治療
により良好な結果が得られた症例を提示する。
１．初診時データ

患 者：５６歳 女性
初診日：平成１７年９月１３日
主 訴：歯肉が腫れる
既往歴：特記事項なし
現病歴：数年前より歯肉の腫脹を自覚していたが

放置。上下右側臼歯部の疼痛を認めたため本大学付
属病院に来院。
２．診査・検査所見
１）口腔内所見

初診時 PCR は４３％であり，全顎的な歯肉の発
赤・腫脹が認められた。歯周ポケットは全顎的に
４～８mm 存在し，多数歯で BOP（＋），とくに
５２１｜１２では動揺および排膿を認めた。また，
歯列不正により咬合平面が変位し，側方運動時の咬
合干渉を認めた。
２）エックス線所見

全顎にわたり歯肉縁下歯石，および多数歯におけ
る垂直性骨吸収を認めた。
３．診断：重度慢性歯周炎
４．治療計画

１）歯周基本治療：口腔衛生指導，SRP，咬合調
整，感染根管処置

２）再評価
３）歯周外科治療：フラップ手術，ヘミセクショ

ン，再生療法
４）再評価
５）MTM
６）最終補綴処置
７）SPT

５．治療経過
上記治療計画で治療を進めた。初期治療時には炎

症のコントロールを最優先に行い，禁煙指導を行っ
た。歯の動揺および炎症は軽減したが，喫煙の影響
から歯周ポケットの明らかな改善は認められなかっ
た。再評価後，全顎フラップ手術を行った。�６およ
び�７は，根分岐部病変３度でありフラップ手術時に
抜歯した。�６の根分岐部病変３度に対して頬舌側遠
心根を抜去した。�７遠心部には深い３壁性の骨欠損
が存在したため，自家骨移植とエムドゲインを併用
した。再評価において歯周ポケットの著しい改善が
認められた。再評価後最終補綴を行い，SPT へ移
行した。
考察：本症例は口腔清掃不良および歯列不正による
咬合性外傷で歯周組織破壊が進行したケースであっ
た。十分なモチベーション教育を行い，再生療法含
む歯周外科治療，機能的な補綴治療により SPT の
１年後において良好な結果を得ている。今後はプ
ラークコントロールの維持と咬合関係に留意した
SPT が必要であると考えられる。

№３３：歯間ブラシを用いてプラークコントロールが改善された１症例：歯科衛生士主
導によるブラッシング指導について
磯山素子１），森山貴史２），松本信哉１），古澤成博３），槙石武美２）（東歯大・水病・歯衛）１）

（東歯大・口健・保存）２）（東歯大・口健・総歯）３）

№３４：歯周病学講座ポストグラデュエートコース第１０期生による症例提示
藤田貴久１），渡邉直子１），牧野麻子１），嶺 恵里１），久保田道也２），太田 卓２），茂木麗奈２），
奥沢やすよ２），芦沢純子３），杉本景子３），山本茂樹１），山田 了１）（東歯大・歯周）１）（千葉県）２）

（静岡県）３）
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目的：歯内（内部）吸収は，歯髄に対する刺激（外
傷，処置後の偶発症など）が原因となり，歯髄に増
殖性炎症が生じて象牙質の吸収が起きるといわれて
いる。自覚症状がなく進行することが多いため，発
見されることが比較的稀な疾患である。今回，歯内
（内部）吸収の症例に偶然遭遇したためこれを報告
する。
症例：患者は７８歳の男性。左上歯肉からの排膿を主
訴に東京歯科大学水道橋病院保存科に来院した。現
病歴としては，３０年以上前に上顎左側第一小臼歯を
歯科用アマルガムにて治療。その後特に自覚症状な
く１週間程前より歯肉から排膿していることに気づ
いたとのこと。現症としては，上顎左側第一小臼歯
歯頸部よりやや根尖側歯肉にフィステルが発現し，
わずかに排膿あり。口蓋側咬頭の一部に欠損があ
り，象牙質が露出して軽度齲蝕に罹患していた。患
歯は打診痛（－），フィステル部圧痛（＋）歯髄電
気診断５（コントロール２）であった。

処置方針としては，フィステルが発現しているた
め穿孔性吸収であるものと考えられたが，患者が高
齢であることを考慮して非外科的処置を選択した。
閾値は高くなっていたものの歯髄反応が残っていた
ため，浸潤麻酔下にて歯髄の除去を行うこととし

た。軟化象牙質の除去後は根管口部を通常より大き
めに形成し，抜髄針にて歯髄を除去した。本症例で
は根管長測定器での作業長測定が不可能であった。
そこで，リーマーを試適し X 線撮影することで作
業長を確認し，＃４０まで根管形成をした。そして，
通法の根管治療に従い次亜塩素酸ナトリウムと過酸
化水素水による交互洗浄を行ったあと，水酸化カル
シウム製剤「カルビタール�」をプラガーにて充填
して仮封をした。その後３ヵ月ごとに経過観察と水
酸化カルシウム製剤の充填を繰り返し，１２ヵ月後に
水酸化カルシウム製剤にて最終的な糊剤根管充填を
行った。X 線にて根管充填状態を確認し，歯冠咬合
面にはコンポジットレジンを充填して歯冠修復とし
た。
考察：本症例では，患歯が高位であり，対合歯との
接触がなかった。これは患歯に萌出不全が起こった
ためと思われる。この原因のひとつに萌出中に行わ
れた生活歯髄切断が考えられ，生活歯髄切断を行っ
た後，約７０年の経過をみてフィステルよりの排膿と
して症状を発現したものと思われた。このことか
ら，本症例が進行速度の予測が非常に困難な疾患で
あることが示唆された。

目的：顎口腔機能は，咀嚼，嚥下，発音，呼吸など
様々な機能を有する。顎口腔機能の異常は顎口腔系
の不調和とともに全身の症状がみられることがあ
る。その中には全身姿勢の不良が認められることが
報告されていて，顎口腔機能と全身姿勢との関連が
注目されている。その中のひとつである咀嚼運動
は，頭位の変化による影響や，頭部の位置や姿勢を
制御する神経筋系との関連などが報告されている。
そこで，今回咀嚼時の頭位について注目し，フラン
クフルト平面（以下 FH 平面）の経時的な三次元変
位を測定し，顎口腔機能と頭位との関連についての
検討を行った。
方法：被験者は，自他覚的に顎口腔系に異常を認め
ない個性正常咬合を有する健常有歯顎者５名とし
た。計測装置には６自由度顎運動測定装置ナソヘキ
サグラフ JM－２０００（GC 社製）を使用し，頭部運
動解析ソフトを用い解析を行った。被験食品とし
て，市販されている硬さの違うグミ（グミ A，グ
ミ B）を重さ一定にして用いた。一般的な規格の高
さ７０cm の机と４５cm の椅子を用意し座位にて，グ

ミを１つずつ咀嚼させた。咀嚼運動は自由咀嚼とし
た。計測平面は FH 平面とし，矢状面，前頭面，水
平面に分けて計測を行った。計測基準は重力線と
し，矢状面は左右の眼窩下点の中点で鼻根上の点お
よび左右耳珠上縁の中点を結ぶ線を対象とした。前
頭面，水平面は，左右耳珠上縁を結ぶ線をそれぞれ
の対象とした。解析の時期は，１つのグミを捕食し
てから咀嚼している時期を１クールとした。解析
は，１クール内を前期と後期に２分し各グミ１クー
ルから４クールまでの４クールを対象とし，FH 平
面の角度の変化と FH 平面のばらつきの解析を行っ
た。前期と後期の角度の変化の検定には被験者１人
に対し各グミ４クールずつの平均に t－検定を用い
た。前期と後期のばらつきの検定には１クールずつ
F－検定を用いた。
成績および考察：食品咀嚼の前期と後期において，
FH 平面の角度には変化を認められなかった。しか
し，FH 平面のばらつき（咀嚼時頭位のゆれ）は後
期の方が前期より少ない傾向であった。

№３５：歯内吸収を発現した１症例
松本信哉，森山貴史，井田 篤，齋藤 淳，槙石武美（東歯大・口健・保存）

№３６：咀嚼時の頭位と頭部動揺の検討
新谷明昌，齋藤文明，佐藤 亨，鈴木雄太，本間慎也，田口貴子，山口真佐幸

（東歯大・クラウンブリッジ補綴）
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目的：近年，顎口腔系の状態変化が身体平衡機能へ
及ぼす影響について，直立姿勢維持，特に重心動揺
からその関連に関する検討が報告され，その関係が
明らかにされつつある。また，義歯装着者におい
て，義歯装着時と非装着時を比較し，義歯装着時に
重心動揺の安定がみられた事，さらに歩行時の速度
の増加が報告され，義歯による咬合回復が身体平衡
機能を向上させ，歩行安定性にも影響を及ぼす可能
性が示唆されている。そこで，今回我々は顎口腔系
の状態と身体平衡機能との関連をより詳細に検討す
る一法として，ヒトの直立姿勢維持，特に外乱刺激
負荷時の重心動揺と顎口腔系の状態について，その
関係を検討する事とした。
方法：被験者は年齢２４～４４歳の問診により平衡感覚
に異常を認めず，咬合状態に自他覚的な異常を認め
ない個性正常咬合の男性１０名であり，事前に研究計
画の十分な説明を行い，協力の意思が確認できた者
である。

被験者に対し，閉眼，閉足位における重心動揺を
下顎安静位，咬頭嵌合位，電気刺激負荷時の下顎安
静位，電気刺激負荷時の咬頭嵌合位の４条件で計測

を行い比較検討を行った。
重心動揺の測定にあたっては共和電業社製重心動

揺計を用い，６０秒間における軌跡の外形面積と軌跡
長を検討した。また，測定にあたっては閉眼初期の
大きな動揺（閉眼初期動揺）を考慮し，閉眼後２０秒
経過し，動揺がおさまってから計測した。咬頭嵌合
位に関しては軽く噛みしめるよう指示して測定を
行った。電気刺激には日本光電社製電気刺激装置を
用い，表面刺激電極を右側腓腹筋部に設置し，疼痛
を発生させない最大刺激量を負荷した。
成績および考察：外形面積の平均は下顎安静位８５６
±４２２mm２，咬頭嵌合位８７６±３９７mm２，刺激負荷時
の下顎安静位１１６３±６２６mm２，刺激負荷時の咬頭嵌
合位９６３±４４７mm２であった。軌跡長の平均は下顎安
静位２２５６±４２９mm，咬頭嵌合位２３１８±３６９mm，刺
激負荷時の下顎安静位２４４５±４１８mm，刺激負荷時
の咬頭嵌合位２３７４±４５１mm であった。

このことから，腓腹筋部への電気刺激負荷時にお
いては咬合が重心動揺を安定させる可能性があるこ
とが示唆された。

目的：歯科医師の臨床研修制度は，平成１８年度から
必修化され，平成２０年３月に必須化後の第２期研修
を修了した。今回は，１．専門研修の各科カリキュ
ラム・指導体制，２．平成１８・１９年度に東京歯科大
学千葉病院において施行した研修プログラム検討の
中から専門研修に関して出された種々の意見，３．
臨床研修終了後の進路決定に与えた専門研修の影響
について検討したので報告する。
方法：東京歯科大学千葉病院では，本病院単独方式
のプログラム１種類（プログラム A）と群方式の
プログラム２種類（プログラム B, C）を現在実施
している。平成１８・１９年度臨床研修修了に先立ち，
それぞれのプログラムに対する問題点，対応策，良
かった点について検討するため，臨床研修歯科医に
よるワークショップを行った。また，平成２０年度現
在の専門研修各科の研修カリキュラム内容と指導体
制，平成１９年度臨床研修歯科医のうち，本学に在籍
している者に臨床研修終了後の進路と専門研修との
関連についてアンケート調査を行った。

成績および考察：１．平成２０年度現在の各科のカリ
キュラム内容・指導体制については，見学のみの科
が５科，介補をさせてくれた科が１科，治療を行え
た科が７科であり，指導医数は最も多い科が１７名，
少ない科は１名であった。２．ワークショップで出
された意見としては，１）改善点として①各科での
カリキュラムが確立していない，②科によってカリ
キュラム内容に差がある，③期間が長い，④期間が
短い，⑤研修歯科医と登院学生のカリキュラム内容
が同じ，⑥見学が多く診療が出来なかったなどの意
見が出された。２）良かった点として①伝達麻酔や
抜歯などその科に行かなければ出来ない処置が出来
た，②プログラム・担当医（指導医）が決まってい
る科があった，③薬局の講義が役に立ったなどの意
見が出された。３．臨床研修終了後の進路に関する
アンケートについては，少なからず専門研修が影響
していた。これらの結果は，今後の専門研修改善の
中で参考にしていかねばならない貴重なものであっ
た。

№３７：咬合が刺激負荷時の重心動揺に与える影響
高橋 賢１），澁川義幸２），仁科牧子３），平井義人１），石上惠一４），田﨑雅和２）（東歯大・修復）１）

（東歯大・生理）２）（東歯大・水病・内科）３）（東歯大・スポーツ歯）４）

№３８：東京歯科大学千葉病院歯科医師臨床研修における専門研修について
鬼丸亜季子１），宇佐美未央１），伊藤 悠１），山口絵美１），角田正健１），高橋俊之１），山倉大紀１），
杉山利子１），近藤祥弘１），野呂明夫１），野村武史２），坂本輝雄３），和光 衛４），米津卓郎５），
亀山敦史６），中島一憲７）（東歯大・千病・総合診）１）（東歯大・口外）２）（東歯大・矯正）３）

（東歯大・歯放）４）（東歯大・小児歯）５）（東歯大・修復）６）（東歯大・スポーツ歯）７）
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目的：本学千葉病院では，平成２０年７月に摂食・嚥
下リハビリテーション・地域歯科診療支援科の診療
を開始した。当科の診療内容は，摂食・嚥下リハビ
リテーションを主体に外来，訪問診療，医療相談を
通じて地域医療連携を推進することであり，稼働後
２ヶ月における現状を明らかとし，今後の方針につ
いて検討することを目的とした。
方法：当科稼働開始である平成２０年７月以降，８月
中旬までの初診患者３５名（男性１９名，女性１６名，年
齢０歳～９０歳，平均年齢５９．３歳）のリストをもと
に，居住地，紹介元，診療形態（外来／訪問），基
礎疾患，主訴，画像検査有無について集計した。
成績：対象者３５名の居住地は，千葉県内がほとんど
（９４％，３３名）で，うち千葉市内が５５％（１８名），
船橋市が１２％（４名）の順であった。他県は広島県
１名，長野県１名であった。紹介元は院外３１％（１１
名），院 内６０％（２１名），紹 介 な し３名（９％）で
あった。診療形態は外来６９％（２４名），訪問診療３１

％（１１名）であった。基礎疾患は，脳血管障害なら
びに口腔癌がそれぞれ２６％（９名）で最も多く，次
いで発達障害１７％（６名），直接的な病名はないが
加齢に伴うものが１１％（４名）の順であった。パー
キンソン病などの神経疾患，認知症も少数存在し
た。主訴は摂食・嚥下障害がほとんど（９４％，３３
名）で，歯痛などの歯科疾患が６％（２名）であっ
た。調査期間中の画像検査について，嚥下造影検査
（VF）施行者は９名，嚥下内視鏡検査（VE）施行
者は１０名であった。
考察：歯科の地域医療連携において，摂食・嚥下障
害への対応はニーズがありながら従事者が限られて
いるものの一つである。病院歯科が中心になり安定
した臨床環境を提供するとともに，地域における摂
食・嚥下リハビリテーション従事者を養成すること
は，地域歯科医療機関においても利便性があると考
える。今後，臨床，研修のセンター的機能をも構想
に入れつつ，従事することが大切と考える。

目的：花田によれば８０２０達成のためには８０歳代に到
る年代すなわちより若い年齢での調査が必要と言わ
れている。今回千葉県内の高齢者大学校２校に通学
する６０～７０歳代成人の口腔診査と骨密度検診を行
い，２校間の比較と８０２０達成者との類似点，相違点
を知るため本研究を行った。
方法：対象者は千葉市高齢者大学校６０～７９歳４５名，
平均年齢６６．８±４．１歳（男性６２～７９歳２２名，平均年
齢６８．３±４．２歳，女性６０～７３歳２３名，平均年齢６５．３
±３．５歳），館山市高齢者大学校６１～７３歳３８名，平均
年 齢６４．８±３．１歳（男 性６１～７３歳２７名，平 均 年 齢
６５．２±３．４歳，女性６１～６７歳１１名，平均年齢６４．０±
２．２歳）である。

骨密度は被曝のない超音波による広域超音波減衰
率 Broadband Ultrasonic Attenuation, BUA（dB/
MHz）を計測したデータを用いた。また同時に日
常生活のアンケート調査を行った。
成績：平均現在歯数は千葉市２５．８歯，館山市２４．７歯

で有意差は認められなかった。咬合の観察では反対
咬合が見られなかったことはこれまでの８０２０調査結
果と共通していた。

骨密度としての BUA（dB/MHz）平均値は千葉
市７１．８±１７．２，う ち 男 性７８．０±１４．０，女 性６５．９±
１８．２であった。また館山市は７７．４±１４．１，うち男性
８３．２±１１．０，女性６３．２±１０．５であった。２校とも男
性は女性より高い骨密度値が認められた（p＜
０．０１）。２校間の有意差は認められなかった。日常
生活のアンケート結果では２校とも QOL が高い回
答が示された。
考察：高齢者大学校に通学する平均６０歳代高齢者は
平均現在歯数では厚労省発表の一般データ１５歯と比
較してかなり多い保有を示し，このまま維持すれば
８０２０達成可能であろう。今なお勉学に勤しむ大学校
通学者の知的好奇心は健康への関心と近いものがあ
ると考えられた。

№３９：摂食・嚥下リハビリテーション・地域歯科診療支援科開設時における臨床統計
石田 瞭，大久保真衣，杉山哲也（東歯大・千病・摂食・嚥下リハ）

№４０：千葉県高齢者大学校に通学する平均６０歳代学生の口腔内診査および骨密度検診
結果について
高久佐紀子１），立木千恵１），阿部友里子１），宮谷真理子１），小貝隆広１），加納将貴１），夫馬明日香１），
深川裕子２），野村真弓１），茂木悦子１），末石研二１）（東歯大・矯正）１）（東歯大・口健・矯正）２）
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目的：食育基本法が制定されて以来，生涯にわたる
健全な食生活を営むことが推奨されている。しか
し，食物摂取側の口腔，咬合，咀嚼器官が健全であ
ることなどの事項は本法ではあまりみられない。そ
こで歯科矯正分野から食育への提案をすべく，第１
報として，不正咬合者はどのような食品を咀嚼しに
くいと感じているか，またそれらの食品の物性等を
知るため本研究を行った。
方法：対象は，東京歯科大学千葉病院矯正歯科の来
院患者の中から治療開始前不正咬合者４３名，うち男
性１０名，女性３３名（平均年齢２３．１歳）。食品５６品目
についてアンケート調査を行い，不正咬合を上下
的，前後的，水平的，叢生・空隙歯列に分類し検討
した。アンケート内容は，普通に食べられる，食べ
にくいなど，５項目の中から１つの項目を選択させ
た。不正咬合者が食べにくいと感じている食品にお
ける物性について①かたさ②付着性③弾力性④凝集
性⑤復元性について検討を行った。食品の物性を測
定する器材は，テクスチャーアナライザー TA-
XTplus（Stable Micro Systems 製）を使用し，解

析には Texture Expert３２ソフトウェアを用いた。
成績および考察：正常咬合群は食べにくい食品はな
かった。不正咬合群では，食べにくいため食べられ
ない食品としてフランスパン，牛ステーキ，イカの
刺身，もち，とんかつが多く選択された。それらの
食品の物性としてフランスパンは，かたさ（１２０１３．
３４g），弾力性（０．９６），凝集性（０．８４）で高い値を示
した。牛ステーキはかたさ（４６８５．６８g），弾力性
（０．６８）で高い値を示した。イカの刺身はかたさ（４
５０３．８０g），付着性（－３．２２g·sec）で高い値を示し
た。かたさ，弾力性においてフランスパンならびに
牛ステーキは高い値を示し，不正咬合者にとって咀
嚼が困難であったと考えられる。特に上下的，前後
的に問題のある被験者は食べられない食品を多く提
示した。その食品の物性はかたさ，弾力性，凝集
性，付着性で高い値を示し，不正咬合者にとって咀
嚼が困難となる食品の物性が明らかとなった。咀嚼
健全な食生活を保つためには，食品をバランス良く
摂取する必要があり，物性に対する調理法の工夫と
共に咬合の改善が必要であると考えられた。

目的：不正咬合があると咀嚼障害があるといわれて
いるが，これらの問題を食品側から検討した報告は
あまり見られない。歯科矯正分野から食育への提案
をすべく第１報において，不正咬合者の咀嚼しにく
い食品とその物性について検討した。第２報として
咀嚼しにくい食品の有無による不正咬合者の咬合力
のレベルを知るため本研究を行った。
方法：対象は第１報同様に東京歯科大学千葉病院矯
正歯科の来院患者で，治療開始前の不正咬合者４３名
（男性１０名，女性３３名）平均年齢２３．１歳である。対
照群は，顎口腔系に特に異常が認められないいわゆ
る個性正常咬合者２５名（男性１３名，女性１２名）平均
年齢２５．１歳である。各被験者に食品５６品目について
のアンケートに答えてもらい，どのような食品が咀
嚼しにくいと感じているか調査し，その後咬合力測
定を行った。アンケート内容は①普通に食べられる
②食べにくいが工夫をすれば食べられる③食べにく
いため食べられない④嫌いまたはアレルギーのため
食べられない⑤よくわからない，について５項目の
中から１つを選択させた。咬合力は咬合力測定感圧

フィルム（デンタルプレスケール５０H タイプ R，以
下プレスケール）を咬頭嵌合位で最大噛みしめをさ
せ，オクルーザー（富士写真フィルム（株）東京）
にて評価した。
成績および考察：正常咬合群では咀嚼しにくい食品
はなく，平均咬合力は１１４４．２４±３３２．９２N と高い値
を示した。不正咬合群では，咀嚼しにくい食品がな
い群と咀嚼しにくい食品がある群があり，それぞれ
について平均咬合力を測定した。不正咬合者のう
ち，正常咬合群と同様に咀嚼しにくい食品がないと
答えた２７名の平均咬合力は７２５．７８±３７８．８３N で正常
咬合群と比較し低い値を示した。咀嚼しにくい食品
がある群１６名の平均咬合力は５５３．２５±２５８．５８N とさ
らに低い値であった。３群における平均咬合力には
有意差が認められた（Kruskal-Wallis test, p＜
０．０００１）。不正咬合者では咀嚼しにくい食品がない
と感じていても，咬合力は正常咬合者のもつ咬合力
と比較して低かったことから，不正咬合者の感じる
咀嚼の実感と充分な咬合力との間にはギャップがあ
るものと考えられた。

№４１：不正咬合と食品の物性との関連について －第１報 食品アンケート結果にみ
られた食品の物性－
阿部友里子１），宮谷真理子１），立木千恵１），高久佐紀子１），石井武展１），野村真弓１），茂木悦子１），
末石研二１），河野みち代２），柳沢幸江２）（東歯大・矯正）１）（和洋女子大・家政学部総合生活研究科）２）

№４２：不正咬合と食品の物性との関連について －第２報 咀嚼しにくい食品を挙げ
た不正咬合者の咬合力－
宮谷真理子１），阿部友里子１），立木千恵１），高久佐紀子１），石井武展１），野村真弓１），茂木悦子１），
末石研二１），河野みち代２），柳沢幸江２）（東歯大・矯正）１）（和洋女子大・家政学部総合生活研究科）２）
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目的：多数歯を保有している高齢者（８０２０達成者）
の歯，歯列弓の形態的特徴についての報告はあまり
みられない。本研究の目的は８０２０達成者の口腔内石
膏模型を用い，歯，歯列の大きさ，歯軸傾斜，歯列
弓形態，咬耗などを定量化することによって加齢の
様相を明らかにし，長期安定の要因を探ることであ
る。今回第４報として４次多項回帰式から得た曲線
（以下アーチフォーム）と各歯の位置変化について
検討した。
方法：８０２０達成者２０名（男性１０名，女性１０名，平均
年齢８２歳，現在歯数２８．２本）の口腔内石膏模型を用
い，非接触型高速三次元形状計測装置（VMS－１００
F）によって画像入力を行った。次に分析ソフト（イ
メージウエア）にてデータの三次元再構築ならびに
計測を行った。計測に先立ち模型の咬合平面を中切
歯切端と両側第一大臼歯遠心頬側咬頭頂の３点を含
む平面を設定し計測の基準とした。各歯の代表点す
なわち LA-point 点（臨床的歯冠軸の中点）をもと
に最小二乗法による４次多項回帰曲線（アーチ
フォーム）を算出し，左右中切歯の LA-point 間距

離の２等分点を原点として描記した。次に各歯の
LA-point をアーチフォーム上に垂直に投影し，
アーチフォームまでの距離を算出した。
成績：８０２０達成者の LA-point からアーチフォーム
までの距離（mm）は各歯間で平均値がそれぞれ男
性上顎歯群（０．７２±０．２９），下顎歯群（０．８２±０．３６），
女性下顎歯群（０．５９±０．１６）で有意差はなく，各歯
の LA-point はアーチフォームに沿ってほぼ均等に
位置していた。しかし女性の上顎歯群（０．７３±０．３３）
のうち，第二小臼歯，第二大臼歯がやや舌側に位置
する傾向（p＜０．０１）が認められた。
考察：これまでの報告で前歯部の叢生の出現を挙げ
ていたが，前歯部の歯軸の回転は歯冠代表点１点
LA-point で評価するとアーチフォーム上の投影面
では傾向が出にくいものと考えられた。

８０２０達成者の４次多項回帰式から算出したアーチ
フォームから各歯の位置を観察した結果，女性の上
顎第二小臼歯，第二大臼歯でアーチフォームの舌側
に位置する傾向を示し，加齢による歯の位置変化の
ひとつではないかと考えられた。

目的：現在，矯正治療に於いて様々な目的でインプ
ラントアンカーあるいは単にスクリューと呼ばれる
Temporary Anchorage Device（TAD）が使用さ
れている。今回，歯冠幅径の過大に起因する叢生を
伴う臼歯Ⅱ級咬合の成人症例に TAD を応用し，上
下顎大臼歯の遠心移動を行い，良好な結果が得られ
たので治療の概要についての報告を行う。
症例：３１歳女性。前歯部の叢生を主訴に来院した。
小学校高学年に前歯部変色を自覚し，犬歯萌出に伴
い側切歯は転位したという。口腔内所見としては重
度の叢生を呈し，大臼歯関係は左右側Ⅱ級で上顎両
側側切歯の cross bite，小臼歯部開咬傾向を認め
る。セファロ分析では下顎前歯唇側傾斜，および下
顎の前突傾向を認める。治療目標は叢生および臼歯
Ⅱ級咬合の改善とする。治療方法として第一小臼歯
抜歯による治療と大臼歯遠心移動による非抜歯治療
（TAD 使用）を提案し，TAD を用いた治療を行
うこととした。．０２２インチ エッジワイズ装置を装
着後，上下顎歯列弓遠心にプレートタイプの TAD
を埋入した。上顎大臼歯３mm の遠心移動，下顎大

臼歯３mm の遠心移動を行い，下顎前歯の叢生改善
のために下顎前歯部のスライスを行った。動的治療
期間は１年７ヶ月を要した。治療評価として，大臼
歯のⅠ級咬合が得られたが，第二大臼歯の圧下がお
こり臼歯部の開咬を認めた。顎間ゴムおよびワイ
ヤー調節にて改善の傾向を認めたが，治療の継続を
患者が望まなかったため，軽度の開咬状態での装置
の除去を行っている。
考察：本症例では上下顎大臼歯の遠心移動を行うた
めに TAD を用いたが，治療途中で臼歯部の開咬を
認めた。TAD の位置と牽引方向によって，歯列全
体の回転や前歯部・臼歯部の圧下，または挺出が生
じることがある。これらに対処するためには，ワイ
ヤーの調節や顎間ゴムの使用が必要になってくると
ともに，TAD の埋入部位と牽引用フックの高さの
組み合わせを歯の移動方向により変える必要がある
と考えられる。なお，本症例の臼歯部開咬について
は保定期間中であり，今後の推移を経過観察する予
定である。

№４４：Temporary Anchorage Device を用い，上下顎大臼歯の遠心移動を行った１
症例
小池喜子１），片田英憲２），末石研二３），高崎義人４）（東京都）１）（東歯大・口健・矯正）２）

（東歯大・矯正）３）（東歯大・口健・口外）４）

№４３：８０２０達成者の口腔内石膏模型を用いた三次元画像計測法による歯列の加齢様相の
検討 －第４報 ４次多項回帰式から得たアーチフォームを基にした各歯の位置－
立木千恵１），高久佐紀子１），夫馬明日香１），深川裕子２），加納将貴１），宮谷真理子１），阿部友里子１），
宮崎晴代２），野村真弓１），茂木悦子１），末石研二１），岡野 繁３）（東歯大・矯正）１）

（東歯大・口健・矯正）２）（東歯大・口腔科学研究センター）３）
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目的：卒後教育では，動的矯正治療を中心とした診
断学や治療学に重点がおかれる傾向がある。しか
し，動的治療後の後戻りや咬合の安定性について
も，長期管理に関する概念としての修得が十分に行
われる必要がある。そこで，東京歯科大学歯科矯正
学講座における卒後研修課程では，新規に配当され
た治療例報告に加え，引き継ぎ症例の長期保定管理
を行い，研修修了認定に際してリテンションケース
として１症例を提出する事が義務づけられている。
今回，平成２０年３月に修了した卒後研修課程３１期生
７名は，成人の抜歯矯正治療例について治療前，そ
の装置除去後，最新資料について比較検討した。最
新資料採得時において歯周組織の評価ならびにアン
ケート調査を VAS（Visual Analog Scale）の１０点
法を用いて行い，リテーナーの使用状況，治療の満
足度などを評価した。
症例：症例は装置除去後２年０ヶ月～６年３ヶ月経
過している女性７例であった。Angle 分類では
Class Ⅰが５例，Class Ⅱが２例であった。保定装
置は上顎において Circumferential type 単独５例，

Fixed type 併用２例で，下顎においては Circumfer-
ential type 単独４例，Fixed type 単独３例であっ
た
考察：矯正治療後の咬合の安定性については，全症
例についてほぼ安定していた。後戻りの状況として
は上顎にスペースが生じたものが３例，下顎前歯部
に軽度の叢生が認められたものが３例であった。ア
ンケート調査における VAS により評価した結果，
リテーナーの使用状況は６．８±２．４８，治療の満足度
は８．３±２．０１であった。リテーナーの使用状況につ
いては患者自身使用不足を認識し，治療の満足度に
ついては高かった。

安定性に関わる要因については種々考えられる
が，動的矯正治療後の保定装置使用の管理，ならび
に保定後の定期的な口腔内管理が重要と考えられ
た。保定の経過を観察し，治療前後，およびリテン
ション中の最新資料を比較検討することが，保定を
考慮した診断および治療技術の向上につながると考
えられる。

目的：東京歯科大学歯科矯正学講座の卒後研修課程
は，昭和５０年に発足し，本年３月末日現在２５０名が
修了している。これは，矯正歯科専門医を目標に
し，認定医資格の取得に向けて３年間の卒後研修課
程で，歯科矯正治療に関する最新の診断・治療・評
価法を習得するカリキュラムが組まれている。特に
臨床技術に関しては，第１期治療，第２期治療（外
科的矯正治療を含む），保定の治療と管理を行い，
Standard edgewise 法，Bioprogressive 法，Pre-ad-
justed appliance, Functional appliance などの習得
を中心に行われる。また症例は多岐に及び，顎変形
症，口蓋裂，各種症候群，歯周疾患，顎関節症など
を伴う症例も含む。研修修了に際しては，修了論文
１編と治験例４症例，保定２ヵ年以上の１症例の報
告が義務づけられている。そこで，本年３月に当講
座の卒後研修課程を修了した３１期生７名の研修医が
提出した治験例２８症例について評価し，考察した。
症例：資料は，本年度の卒後研修課程修了者７名が

提出した治験例２８症例における術前，術後の模型と
顔面写真および口腔内写真である。Angle 分類は
Class Ⅰ が９例（非 抜 歯 症 例７例，抜 歯 症 例２
例），Class Ⅱが８例（非抜歯症例３例，抜歯症例
５例），Class Ⅲが１１例（全て非抜歯症例）であっ
た。合計では非抜歯症例２１例，抜歯症例７例，外科
的矯正治療５例（全て非抜歯症例，下顎枝矢状分割
術のみは４症例，Le Fort Ⅰ型骨切り術と下顎枝矢
状分割術の併用は１症例）であった。また，性別は
男性１０例，女性１８例であった。動的治療期間は，１
年０ヶ月～３年５ヶ月で平均１年１１ヶ月であった。
考察：評価法は，Gottlieb’s Grading Analysis を用
い，全２８症例について治療に対する自己評価を行
い，Good が２５例，Satisfactory が３例と判定され
た。これにより咬合状態は良好であり，動的治療期
間も平均１年１１ヶ月と標準的であるといえる。今後
は保定についても継続して管理を行っていく予定で
ある。

№４５：卒後研修課程第３１期生による症例展示 －リテンションケース－
内田悠志１），加納将貴１），小泉儀明１），小高紅美１），櫻井雄太１），深川裕子２），夫馬明日香１），
野村真弓１），末石研二１）（東歯大・矯正）１）（東歯大・口健・矯正）２）

№４６：卒後研修課程第３１期生による症例展示
小髙紅美１），内田悠志１），加納将貴１），小泉儀明１），櫻井雄太１），深川裕子２），夫馬明日香１），
野村真弓１），末石研二１）（東歯大・矯正）１）（東歯大・口健・矯正）２）
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