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昭和56年の9月1日に大学が千葉に開学してから四半世紀が経ちました。私は小児歯科ですの

で、今でも覚えているのが、9月の開学後すぐの10月の体育の日です。その日に、この地区の幼

稚園、小学校、中学校がみんな運動会を開催しました。その翌日、平日の振替休日に、小児歯

科に新患でおみえになった患者さんがなんと270余名。朝から昼食も食べずに、そして診査用の

器機も足りなくなる中で、最後の患者さんを診察し終えたのが夜の7時過ぎで、それからやっと

昼ご飯を食べた…というような思い出があります。それから25年、当時患者さんとしてみえて

いたお子さん方がそれぞれ１児２児の父親・母親になって、現在は、お父さんお母さんそして

お子さんと2世代にわたって私が拝見している患者さんもいらっしゃいます。そこで今日は、

「子どもの口と身体の健康とスポーツドリンク」ということでお話をさせていただきます。

小児歯科の目標（図1）は、乳歯を健康な状態で維持管理して、そして健康な素晴らしい永久

歯が完成するようにということです。図2は、子どもの顎の骨の表面を覆っている骨を取り除い

たものです。1、2、3、4、5、6、7と書いたところが永久歯で、C、D、Eとありますのが乳歯です。

顎の骨の中では、乳歯の下にこのように永久歯ができて、非常に接近しております。従って乳歯

の虫歯で歯の根に病気ができますと、すぐに永久歯に影響が出てきてしまいます。

最初は学生の講義のようになりますが、虫歯というのはどのようにできるのか（図3）といい

ますと、何かを食べて歯の表面に残った汚れにミュータンスと呼ばれる球菌が住み着きます。

そしてその球菌が、残った食べ物、炭水化物を分解して、デキストランという水に非常に溶け

にくいベタベタしたものを作ります。それがいわゆるプラークと呼ばれるもので、その中で乳
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酸菌が発酵して酸ができて、その酸で歯の表面が溶けていきます。このように、酸によって歯

が溶けていくことが虫歯の始まりです。そのような意味から考えると、虫歯というのは、ミュ

ータンスという細菌が口の中にいないと発症しません（図4）。むろん歯がなければ発症しませ

ん。また、ミュータンスのエサになる炭水化物、食品がないと発症しません。専門用語で言う

と、細菌が関与して発症する病気ですので、感染症ということになります。虫歯は生活習慣病

（図4）でもあるので、適切な養育環境が子どもの虫歯の発症を予防します。糖分の多い間食も

そうですが、一番よくないのは、夜寝る前にお砂糖のたくさん入った飲み物を飲んでそのまま

寝てしまうことです。あるいは、不適切な口と歯の清掃です。このようなことが重なって、虫

歯になっていきます。

図5は、昭和43年6月撮影とありますが、私

は昭和42年に大学を卒業してそのまま小児歯

科に入りました。私が小児歯科に入った頃は、

ちょうど育児用のミルクの中にお砂糖がたく

さん入っていて、それを飲んで寝てしまうの

で、非常に早い時期から虫歯が多かったので

す。私が大学に残って小児歯科の診療室に出

た頃は、三歳児の総入れ歯を毎日のように作

っていたという時代です。これはよくないと

いうことで、小児歯科学会、あるいは厚生労

働省（当時は厚生省）、それから育児ミルクを作っているメーカーともいろいろ協議をして、育

児用の粉乳からお砂糖を追放し、果糖や乳糖で代用しました。そして、生活習慣病という観点

から、子どもの口の健康に関するいろいろなキャンペーンを行いました。その結果、乳歯の虫

歯を持っているお子さんの数は激減をしていきます。

ところが、昭和60年代以降になりますと今度は、幼児用の機能飲料やスポーツ飲料が多く使

われるようになり、また再び従前以上に低年齢のうちから虫歯が発症するようになってきまし

た（図6）。乳歯う蝕罹患児の二極化（図7）といわれる現象ですが、適切な育児環境で育ったお

子さんは、虫歯が少ないか、あるいはあっても非常に軽症な虫歯であります。それに対して、

早い時期に発症しての重症化を早期発症型乳歯う蝕、early childfood caries（ECC）と言います。

これは、現在東南アジア各国において非常に問題になっています。いかにこのECCをな
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くすかということで、各国の小児歯科の団体が取り組んでいます。多くは、ほ乳瓶を使ったい

ろいろな飲み物、日本では幸いにしてジュースやかつて問題になった乳酸菌飲料といったもの

は少ないのですが、乳児用の機能飲料、これも一種のスポーツドリンクですが、それと同じよ

うな成分を持った飲み物を使って早期重症う蝕になることが多いのです。

図8は、厚労省が6年に1度ずつ全国規模で調査をしている子どもの虫歯の推移ですが、昭和50

年には3歳児で82％、5歳児で94％の子どもが虫歯を持っています。それが、一番最近の平成17

年の調査では激減しています。でも、これで安心はできません。

図9はステファンという方が行った実験です。10％のブドウ糖溶液でぶくぶくうがいをしても

らって、その後口の中の唾液の酸性度がどのように変化をしていくかという有名な実験ですが、

このph5.4という数値は、ph7が中性ですから、相当な数字です。ph5.4は歯の表面のエナメルが

溶かされる臨界域です。10％のブドウ糖溶液でぶくぶくうがいをすると、口の中の唾液の酸性

度は急激に下がります。そして歯の表面のエナメルを溶かす酸性度よりさらに低くなって、そ

して次第に回復して元に戻ります。

歯の表面のエナメルが溶かされて進行して象牙質までいき、さらに神経までいく（図10）ことが

虫歯の進行過程です。図11は口の中の環境と酸が摂り込まれた後の状態を示した図です。普通

の状態では、歯の表面にプラークがついていてその外側に唾液があり、平衡状態を保っています

（図の①）。この状態で酸が入りますと歯の表面が溶けてカルシウムが失われます（図の②）。

酢の物を食べた時というのは、歯の表面はほんの一層、つまり1万分の1ミリくらいですが、
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そのほんの一層が溶けています。みなさんが毎日酢の物を食べるとして、食べた後ほかのもの

を食べると口の中の酸性度が中性に戻りますのでそのままです。ところが、酸を作っている工

場例えば蓄電池を作っている工場やみかん農家で働いている方は、歯の酸蝕症といって取り込

んだ酸によって歯の表面がどんどん溶けてしまうことがあります。このスポーツドリンクによ

る乳歯の早期発症虫歯というのは、言ってみればこの酸蝕症なのです。このように口の中が酸

性になりますと、カルシウムが歯の表面から溶けて外に出ますが、中性に戻ると溶け出たカル

シウムがまた歯の方に戻ります（図の③）。これを再石灰化と言いますが、酢の物を食べた後は

これの繰り返しをしているので、問題ないわけです。しかし、ずっと酸が口の中にあるとその

ようなわけにはいきません。

図12に挙げました飲み物は、子どもたちの大好きなものが多いです。ご覧になってわかるよ

うに歯の表面のエナメルが溶ける酸性度はph5.5くらいです。そうするとここにある飲み物は全

て歯を溶かす作用を持っていることになります。図13左は生え代わる時期まで健康に経過をし

て自然に落ちた乳歯で、上顎の糸切り歯です。これをワックスでコーティングし（図13中）、そ

のあとコーラ飲料に室温中で24時間漬けます。コーティングをしていますので、窓を開けた部

分だけにコーラ飲料が接触をしているわけですが、このように白濁をしてきます（図13右）。完

全に溶けているわけです。これは、室温なのですが、我々の体温、だいたい36度くらい、小さ

なお子さんだと37度くらいですが、コーティングをしないでこのまま飲料につけて、体温と同

じ37度の培養器の中で一晩おくと、歯は溶けてあとかたもなくなってしまいます。図14はサイ

ダーに漬けた歯ですが、歯の表面が白く濁っています。

朝ご飯を食べるとどうしても口の中のphが

多少下がります。そして、おやつにお菓子を

食べ、さらにお砂糖入りのコーヒーを飲む。

このように一日に回数を多く、頻回にわたっ

てお砂糖の入った物を食べると口の中のphの

濃度は、下がっている時期が非常に多くなり

ます。例えば、小さなお子さんに10粒入った

キャラメルを一箱与えると、10粒全部食べ終

わるのに大体1時間半くらいかかります。その

図-12 図-13

図-14
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1時間半の間、口の中はずっと歯の表面が溶ける酸性度になっているということです。

図15は、間食をたくさんする人としない人との対比のグラフですが、間食をたくさんする人

ほど口の中は悪い状況にあるということになります。それから、唾液の性質などいろいろな要

因がありますが、人によって虫歯になりやすい人とそうではない人がいます。虫歯になりにく

い人となりやすい人が10％のショ糖でぶくぶくうがいをした後、口の中のphがどう変わってい

くかを調べますと（図16）、なりやすい人となりにくい人ではこのようにやはり差があります。

なりにくい人は、唾液の成分が酸を中和するのに適していて、唾液がたくさん出る人です。口

の中が酸性になってもすぐに中性にしてくれる作用が唾液の中にはありますので、そのような

作用の強い人、弱い人によっても違いがあります。

さて、小さなお子さん、乳児ではどのよう

なことが起こっているのかと言いますと、ほ

乳瓶でジュースなどを飲んだとき、母乳も乳

糖が入っているので同じですが、図の中で白

く塗りつぶしてあるところに取り込んだ液体

が貯留をしていきます（図17）。

ほ乳瓶で飲む場合や母乳を飲む時は、下に

ある歯は舌で覆われて保護されています。従

って、スポーツ飲料などで起こる初期の乳歯

の重症の虫歯というのは、上の歯だけがやら

れます。図18に示したお子さんは、まだ全部

の乳歯が生えそろう前の１歳6か月で、上の歯

が全部やられています。しかし、下の歯は比

較的健康です。また、図19のお子さんはある

スポーツ飲料を常飲しています。このお子さ

んは第二乳臼歯がまだ出てきていませんが、

このような虫歯の特徴は、歯のエナメル質と

いわれる部分がぺろっとはがれたような虫歯

になっていることです。子どもの場合には、

25th ANNIVERSARY
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水やお湯にしみたり痛みをほとんど訴えない

ことが多いので、このお子さんの場合には、

前の4本は歯の神経もダメになっている状態で

す。

図20は、さらに酷くなった例です。2歳7か

月くらいになるともうほ乳瓶は使わずに、コ

ップで飲んでいます。コップで飲んでいると、

下の歯が舌で覆われないので下の奥歯もまた

虫歯になっていきます。前歯は、舌の先端の

方が歯に接触していますので比較的保護され

ます。そして、さらに酷くなると、20本の乳

歯全部が虫歯になっています（図21）。このお

子さんは私が拝見していたのですが、一番奥

の上下4本だけは何とか助けて治療して金属冠

をかぶせましたが、残りの歯は全て抜歯しま

した。最近報道などで言われていますが、こ

のような状態はよほど注意しませんと、児童

虐待で訴えられかねません。児童虐待の中に

はいわゆる身体的な暴力のほかに育児放棄

（ネグレクト）があります。このような状況は、

子どもに適切な育児を施さない、病気になっ

ても医療機関に受診させないといった育児放

棄と間違えられる可能性が非常に高いです。

このお子さんは5歳4か月ですが、離乳期から

来院するまでの間、ずっと寝る前にスポーツ

ドリンクを飲んで育てられていました。子ど

もたちは起きている時は、おしゃべりをした

り食べたりして口を動かすので唾液が出てい

る状態ですが、寝ている時に唾液は出ません。

唾液によって口の中に取り込まれた酸性飲料

も洗い流されて薄められるのですが、寝てい

る時はそのようなことはないので、言ってみ

れば人工的に虫歯を作る生体実験をしている

ようなものです。

う蝕重症度指数（CSI:caries severity index）

というのですが、子どもたちが持っている虫

歯の中で神経まで侵された虫歯は何本あるか

というようなことで虫歯の重症度を判定する

図-19

図-20

図-21

図-22
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指標（CIS）をプラスの人と0の人と分けて、その子どもたちがスポーツドリンクをよく飲んで

いるかいないかを、全国に29ある歯科大学歯学部が合同で調査をしたところ、重症度プラスの

人たちがスポーツドリンクを飲んでいる割合は、重症度0の人に比べほぼ倍くらいあるという結

果が出ました（図22）。

ここに、当大学の市川総合病院の歯科衛生士さんたちが、乳幼児健診でみえたお母様方から

アンケートをとった調査結果があります（図23）。1回の乳児健診ですから調査対象者の人数は

あまり多くないのですが、「スポーツ飲料を与えるようになったきっかけは何ですか」という質

問に、半数以上が「小児科医のすすめ」、14％が「お母さん同士のすすめ」と答えています。

「スポーツドリンクをいつ子どもに与えるか」という質問には、「病気の時、発熱や下痢など」、

「日常」という回答があり、ただ「日常」に丸をつけただけの方が7名で、そのうち4名の方はさ

らに「気が向いたとき」とか「のどが渇いたとき」などと書いてくれました（図24）。この「与

えたきっかけは小児科医のすすめ」、それから「一番多く飲むのは病気の時」、これが正解です。

なぜかと言うと、幼児用の機能飲料というのは、小さなお子さんが発熱をしたり下痢や嘔吐を

しますと、体の中から急激に水分が失われます。急激に失われた水分を補うために、小児科で

は幼児用機能飲料を処方するわけです。ところが、歯科の方でいいますと、重症う蝕が問題に

なってきます。

私たちはすでに昭和60年代半ばくらいから、

スポーツ飲料を常飲することはこどもの歯に

とっては非常によくないのだということを、

しばしば訴えていたわけです。それに対して

小児科では、平成になってからスポーツ飲料

を習慣的に常飲している子どもに、腎炎や糖

尿病が多くみられるということがわかってき

ました（図25）。小児科では、スポーツ飲料を

習慣的に常飲していて腎炎や糖尿病を発症し

た子どもたちを総称して、ペットボトル症候

群という名前を付けています。

水分代謝とスポーツ飲料、図26は乳児の水分代謝の特徴をまとめたものです。年齢が低い子ど

25th ANNIVERSARY
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もであればあるほど体重あたりの水分量が多く、乳児は70から80％が水分であります。ちなみ

に、大人は60％です。そして乳児は、不感蒸泄による水分代謝が最大であります。不感蒸泄と

はどのようなことかと言いますと、呼吸をした時、肺の中から出ていく空気は暖まっています。

また、肺の中の空気は体の中に入っているので相当な水分を持っています。言ってみれば、湿

度の高い空気を肺から外に出している。このようなことを不感蒸泄と言います。暑くて汗をか

いている時、皮膚から汗をかいているのは見ればわかります。しかし、体の中から水分が失わ

れる一番大きな原因は、実は呼吸をすることによります。それから、乳児は腎臓の機能がまだ

未熟なので嘔吐や下痢を起こしやすく水分が過剰に失われるという特徴をもっています。

では、生後5か月くらいの乳児の水分が1日どれくらい失われるかというと、図28にあります

ように1日あたり900ml、そのうち1/3は不感蒸泄によって失われます。子どもの体全体の水分量

は4,600mlなので、そのうち900mlという相当な量の水分がただ生活しているだけで失われてお

り、それに対してきちっと水分補給をしてあげないといけないわけです。また、体の中、特に

血液の中には、ナトリウム、カリウム、塩素、カルシウム、炭酸塩といったいろいろなミネラ

ル成分が含まれています（図27）。汗をかいた場合には、ナトリウムやカリウムは汗と一緒にあ

る程度体外へ出て行きます。下痢や嘔吐になりますと、ここにあるような必要なミネラルが一

気に失われます。

1日あたり3,000mlくらいの消化液が分泌されますが、分泌された消化液、胃液、あるには腸管

内に出てくる消化液というのは、大腸を経由して糞便として出るまでにほとんどが再吸収され、
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体の中で水分循環をとっています。しかし、下痢をしますと再吸収されずに消化液としても水

分が失われていきます。分泌された消化液が水分として下痢と一緒に体外へ出てしまいます。

嘔吐の場合は、胃液の中の水分が体内に再吸収されることなく体外に出てしまいます（図28）。

従って、そのような非常事態の時に水分を補給しさらに必要なミネラルを補給するために使う

のが幼児用の機能飲料であり、あくまでも病気の時に使うものなのです。

図29・30は乳幼児経口補液剤の組成を示したものですが、幼児用機能飲料あるいは幼児用スポ

ーツドリンクというような名前で市販もされています。このようなものの組成をみると、血し

ょう成分に非常に近い成分になっています。それは、失われた血しょう成分を人工的に補うた

めに作られた大人用のスポーツドリンクもほとんど似たような成分です。つまり、スポーツド

リンクも幼児用の機能飲料も、多量の水分が一時的に失われた時に使うものです。病院で処方

される経口補液剤（図29）や市販のもの（図30）など、いろいろなメーカーから数多くのものが出

ています。最近は製品の外箱に、常飲をすると歯や体の健康によくないということが表示され

ています。平成10年以降の製品についてはそのような表示がされていますが、それ以前の製品

にはその表示はされていません。かわりに何と書いてあるかというと、「赤ちゃんの健康のため

に、入浴の後に、お散歩の後に」、などと書いてあります。小児科の先生が処方してくれて、そ

の後商品のパッケージを見るとこのようなことが書いてあるのですから、お母さん方は、これ

が悪いものだという感覚がないわけです。悪いわけではないのですが、要は常飲をしないとい

うことです。あくまで、水分と電解質を同時に失った時の治療薬であるということです。

イオン飲料を、のどの渇きに対する水分補給に使ってはいけません。普通の食事をしている

時に与えると、塩分の摂取過剰になり、その

結果としてさらにのどが渇き、そしてまた飲

む。さらに塩分の摂取過剰になる。そうする

と小さなお子さんであればあるほど、体液の

平衡を保っている排泄に関与している腎臓へ

の負担が多くなります。腎臓への負担が多く

なるということは、限界点を越えますといわ

ゆる腎臓病、腎盂腎炎という病気になってし

まいます（図31）。
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それだけではありません。このようなもの

には必ずショ糖、お砂糖が加えてあります。

ペットボトル症候群ですけれども、イオン飲

料を飲み続けると相当の量の糖を体の中に取

り入れるので血糖値が上がります。上がった

血糖値を下げるためにインスリンが出てきて

血糖値を下げます。しかし、常飲していると

インスリンの分泌が間に合わなくなり高血糖

状態になります。血糖値が上がるとのどが渇

き、のどが渇くからまた飲む。そのような悪

い循環がそのまま続いていきます。血糖値が上がると体は血糖値を下げようとしていろいろな

働きをします。上がった血糖値を少しでも下げようとして、腎臓で尿をたくさん濾過して出そ

うとします。その結果として、スポーツドリンクを飲み続けたために逆に、消耗症の発症とい

うようなことも起こってきます（図32）。

当然、歯科的な面からみますと、多発性のう蝕になる危険性が高くなります。ましてそれを

ほ乳瓶で与えると、なおさら子どもの歯にとっては最悪な結果を招きやすくなります（図33）。

現在、日本小児歯科学会と日本小児科学会で、小児科と小児歯科と合同の研究会を行い、チャ

イルドヘルスプロフェッショナルという合同の提言をとりまとめていますが、そこで一番最初

に取り上げたのがスポーツ飲料です（図34）。

この会場には年輩の方がけっこういらしていますが、鉄管ビールはご存じですか？本学の教

職員に、「鉄管ビールって知ってるか」と聞いたら誰も知らないんですね。昔は、「のどが渇い

たからサイダーちょうだいよ」と親父に言うと、「そんな贅沢することないんだ。のどが渇いた

なら鉄管ビールでも飲んでればいいんだよ」と言われたものです。要するに、水道水でも飲ん

でいればよいということなのですが、そのように言葉は段々変わってきて、鉄管ビールなどと

いう言葉は死語になったんだと改めて思いました。

今は水道水でもいろいろなものが入って、ほとんどの家庭でミネラルウォーターを使ってい

るようですが、要するに、水を飲みましょうということです。普通の水を与えるということで

す。過激な運動などで極端に汗をかいた時、そういう時以外は普通の水でいいのです。何もス
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ポーツドリンクを与える必要はありません。サッカーや野球など、体を激しく使ってたくさん

汗をかいた時には、体の中の血しょう中の電解質、ナトリウムやカリウムなどが一緒に出ます

けれども、それ以外の汗として排泄されないものに関しては濃度が高くなりますから、お水を

飲んで薄めてやるということが必要になるかと思います。

これで最後になりますが、ペットボトルと

いうのは、ここにありますようにポリエチレ

ンテレフタレートの頭文字をとってペットボ

トルというのですが、オヤジギャグでしめく

くります。「ペットボトルをペットにしない。

お気に入りにしないで水を飲みましょう」（図

35）。ということで、今日の私の話は終わりに

致します。

Q．スポーツドリンクは、高齢者にもよくないのですか？

A．年輩の方は基礎代謝が落ちていますので、常飲されるのは、あまり良くないと思います。

Q．乳幼児に牛乳はどうですか？

A．牛乳も乳糖が入っているので、就寝前に飲ませるとすれば、一番良いのは水や麦茶などです。

Q．小さい子どもがスポーツ飲料などを飲んだ後、うがいをすればいいですか？

A．うがいをすれば薄まるのでそれはいいのですが、小さいお子さんであればあるほどジュー

スなどを飲んだ後のうがいは、まずしてくれないと思います。特に夕食後は間食も必要な

いので、嗜好性のある甘味飲料は控えた方が良いと思います。

25th ANNIVERSARY
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■井上

本日はご来場頂きまして、誠にありがとう

ございます。まずは簡単なインプラントの説

明からさせていただきます。早速ですが、こ

の写真（図1）を見てどの歯がインプラントで

あるのかおわかりになりますでしょうか？実

はこちらの歯（図2）がインプラントです。一

目見ただけでは、おわかりにならなかったこ

とと思います。次にこちらの写真（図3）を見

て下さい。40歳の小学校の先生なのですが、

歯のない時は、生徒たちの前で口を開けるこ

とに気を遣い表情も暗かったのですが、イン

プラントをすることによって表情もこんなに

明るくなったという例です。そしてインプラ

ントをなさった患者さんのご意見なのですが、

歯周病が治った。顎関節症が治った。肩こり

が治った。口内炎が治った。などというイン

プラントをすることによっていくつかの症状

が治ったというご意見を頂きました。そして、

糖尿病になったというご意見もあったのです

が、あまりにも食事がおいしく感じるように

なったので、ついついいろんな物を食べ過ぎ

た結果こうなってしまったということだと思

います。これは、注意しなければいけません。

こうして考えてみますと、インプラントは

アンチエイジング（加齢への抵抗）に貢献で

き、インプラントをすることによって、若返

っていく可能性を見いだせるのではないかと

思うのです（図4）。この写真（図5）は、私で

すが年齢を増す毎に変化があることが、一目

瞭然でわかると思います。加齢とともに老化

が進行していくわけですが、老化とは外見的

な構造と機能の衰えのことを言います。

早期に現れる老化の現象として知られてい

るものに、胸腺、松果体というものがありま

す。松果体というのは、脳の中にある非常に

小さくて重要な臓器で、暗くなるとその松果

体から分泌されるホルモンがでてきます。
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これをメラトニンと言い、メラトニンが分泌されると自然に眠くなるのです。私も今そうです

が、朝2時3時になると目が覚めてしまいます。これは松果体の退縮によるものです（図6）。そ

して、その老化を加速させてしまうものに生活習慣病があります。高加齢つまり120歳まで生き

るためには、我々は予防をしていかなければいけません。口腔内には歯がないわけです。そう

すると食べ物も食べられない。このままの形で行きますと老化が必要以上に進んでしまうでし

ょう。そうなると、インプラントを入れることによってもちろん食生活も変わり、いわゆる老

化の加速を止めることができる。120歳まで生きることもできるでしょう。そのようなことにイ

ンプラントが役立つはずであろうと考えているわけです（図6）。今のイントロダクションを受

けまして、矢島教授からは、インプラントの臨床の流れというのは果たしてどのようなものか

ということを具体的に話して頂きたいと思います。よろしくお願いします。

■矢島

今日はお集まりいただきましてありがとうございます。また、インプラント科に通って頂い

ている患者さんも何人かいらしてくださりありがとうございます。インプラント科は、昨年こ

の大学の中にオープンいたしました（図7）。この後も、時々インプラント科の中のスライドが

出てまいります。宜しくお願いいたします。

ではまず、インプラントの治療とは何かをご説明いたします（図8）。歯の抜けた部分に人工

的な歯根、つまりインプラントを顎の骨の中に入れて、上に人工的な歯をつくることが、イン

図-6
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プラントの治療ということになります。ではインプラント治療の目的は何かと言いますと、ひ

とつは歯が無くなったことにより失ってしまった、食べる、飲み込む、発音する、といった機

能を回復し、さらに失った形態をもとに戻して、残っているご自分の歯を守ってあげる。また、

これを支えている歯槽骨を守ってあげるということがインプラント治療の大きな目的です。

先ほど井上教授から、加齢にどうやって対抗していこうかということが大きなテーマだとい

うお話が出ましたが、加齢に伴って我々はどのくらい歯を失っているかをご覧いただきます。

私達は本来、上の歯と下の歯、全部合わせて28本の歯があります。このスライド（図9）は平成

11年のデータですが、40代では3本の歯を失っている、50代では5本の歯を失っている、徐々に

徐々に失っていって、80代でご自分の歯として残っているのは8本だけです。ご自分の年代に当

てはめていただいて、いかがでしょうか？どのくらい残っているでしょうか？8020運動という

のは、お聞きになったことがありますか？歯科医師会が中心となって進めている大きな事業で

すが、「80歳で自分の歯を20本」残しましょうという運動です。それに対して現状は、80歳では

8本しか残っていないということになります。

では、歯を失う病気にはどのようなものがあるのかをご覧いただきます（図10）。まず原因の

一つは虫歯です。大きな虫歯になると神経といわれる歯髄のところまで歯質が壊れてしまい、

痛みが出たり、あるいは根の先に大きな骨の欠損を伴う病気ができてしまいます。もうひとつ

は歯周病、よくテレビの歯磨きのコマーシャルで出てきますが、歯茎の周りが炎症を起こして、

少しずつ骨のレベルがなくなって歯がぐらぐらして抜けてしまう、よく知られている病気です。

この2つが歯を失う二大疾患です。これも年齢とともに進行するいわゆる加齢的な変化と考えら

れます。

では歯を失ったらどうなるか、そのままにしておいたらどうなってしまうのでしょうか（図

11）。歯のないところに残っている歯は寄ってきますので、噛み合わせが変わってきてしまいま

す。また、下に歯がなければ上の歯は降りてきてしまいます。逆に上の歯がなければ下の歯は

上がってきてしまいます。そうすると、もっと噛み合わせが変わってきてしまう。このような

変化が起こってくるとさらに歯周病や虫歯にかかりやすくなってしまいます。顔も変化します

（図12）。若い頃は面長の顔だったとします。普通の場合は、後ろの歯から失っていきます。当

然後ろの歯で食べにくくなるので、我々は下の顎を前に出すようにして噛み始めます。そうし

ますと、前歯の当たるところが強くなってくるので、上の前歯は少しずつ前に飛び出してきます。

25th ANNIVERSARY
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飛び出してくると、歯と歯の隙間が空いてきます。歯と歯の隙間が空いてくると、さらに歯周

病になりやすくなります。そして図のように顔が短くなってきます。もっと歯を失ってしまう

と、若い頃に比べてかなり顔が短くなって、口の周りにしわが出来てきてしまう。これが加齢

的な変化です。ここをいかに止めるかということが、井上教授が中心となって行われているア

ンチエイジング研究です。

インプラントの話に戻ります。こうやって歯を失ってしまうと、今までの治療（図13上）で

は、失った歯の両隣の健康な歯を支えにして、

いかにもここに歯があるようにダミーという

形でつなげて作ってしまう。これがブリッジ

という方法です。このような歯が入っている

方がたくさんいらっしゃると思います。もっ

と歯がなくなってしまうと、今度は部分入れ

歯になってしまいます。残っている歯に今度

はバネがかかります。バネがかかるとその歯

に負担がかかります。ブリッジの場合は健康

な歯を削ってしまって負担がかかります。部

分入れ歯の場合は、バネがかかって負担がかかります。

ところがインプラントの治療は、歯のない骨の中にインプラントを埋入して、それを土台に

して上に歯を作ります（図13下）。周りの歯に支えを求めることはありません。これがインプラ

ントの最大の特長です。ほかの歯に負担をかけないで噛み合わせを作ることができるというの

が、最大の利点になります。
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では、インプラントの治療はどのような手段で進んで行くのかをご説明いたします（図14）。

まず診断と治療計画を立てます。そして、インプラントの埋入手術になります。歯茎を少し開

いてインプラントを骨の中に埋めます。治癒期間として3から4カ月、インプラントが骨とつく

時間を待ちます。そして上部構造といって上に被せるものを作っていくわけですが、それを作

り始めて大体1、2カ月で完成します。ここにインプラントから出ている土台があります（図14

右中）。これにネジで止めたり、あるいはセメントという材料できちっと上に歯をつけます。こ

れがインプラントの歯です（図14右下）。このような形でできあがるわけです（図15）。しかし

ここで終わってしまうわけにはいきません。精密機械がここに入っているわけです。ジェット

機や戦闘機でもそうですが、精密機械の場合にはメンテナンスが大切です。インプラントが入

った場合には、メンテナンスが一生続くということになります。私達のところに年に2、3回来

て頂いて、こちらでチェックをさせていただくことと、さらにご自分でもきちんと歯磨きをし

て頂くことが大変重要なわけです。

例えば、歯がたくさんなければ何本かインプラントを入れて噛み合わせを作ることができま

す。現在、80歳になっても歯が20本残っているという8020運動がどうしても達成できません。

であれば、インプラントで何とか加齢を止めてあげること、若返らせてあげることができない

かという点を治療と研究で進めているということが現状であります。

このポスター（図16）は、「人生が楽しくなる」とか「大声で歌える」とか、いろいろな良い

ことがたくさん書いてあります。世界中で年間に500万本以上のインプラントが使われています。

20

図-15図-14

図-16



そして1年ごとに10％以上の伸びを示している。今、爆発的にインプラント治療がいろいろなと

ころで行われているわけですが、基礎的にインプラントが本当にそんなに素晴らしいものなの

かという点を、井上教授よりお話していただきます。

■井上

矢島教授のお話で、臨床的にインプラント

がどのように行われるかという点が、おわか

りいただけたと思います。さて、インプラン

トという言葉はよく聞くと思うのですが、英

語では、死んだ組織、人工的なものをインプ

ラントと言います。それに対して移植をトラ

ンスプラントと言います（図17）。肝臓移植、

腎臓移植、心臓移植など、臓器移植法によっ

て日本もだんだんできるようにはなっていま

すが、まだまだみなさんアメリカに渡航して順番を待っているというのが現状なわけです。

覚えておいていただきたいのが、インプラントは人工物なので、ご自分のものではありませ

ん。自分のものでないものを自分の体に差し込むということはどういうことかと言うと、生体

は非自己というものを排除するという機構があります。日本では30種くらいのインプラントを

作っている会社があり、様々な形のインプラントが売られています。どうしてかと言うと女性

用や顎の細い方には細いインプラントを、太い方には太いインプラントを選んでいただく。非

常に多くのパーツがあります。何とかして生体に排除されないインプラントを作っていく。そ

れが私の使命だと思っています。そして矢島教授は、それを皆さんのお口の中に入れて、それ

が排除されないようする。このように、研究と臨床の両方から努めていく必要があるのだと考

えています。

さて、内部環境と外部環境を分けているのは、上皮と言われるものです（図18）。みなさんの

手のひら、足の裏、体を覆っているものは全て上皮です。では上皮がなくなったらどうするかと

言うと、多分みなさんはそこにバンドエイドを貼って上皮の代わりにすると思います。上皮には

外から入ってくる細菌等を跳ね返すという役割があり、上皮がなくなるということは非常に大きな意
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味があるわけです。

ではここにインプラントが飛び出すということは、非常にリスクがあると言えます。歯はど

うなのか、歯も飛び出しているじゃないかということになるのですが、実は歯と歯肉はものす

ごく強い結合でついております。この白く見えるところが歯（図19丸囲み部分）で、エナメル

質がこの白く抜けているここです（図19右下）。エナメル質とピンク色の歯肉は、見ていただく

とわかるようにセメダインで着けたようにがっちりとついております。

歯周病になりますとがっちり付いていた上

皮がはがれて隙間ができてきます（図20）。隙

間が出来るとそこから細菌が入りやすくなる

わけです。歯周病というのは、ここから細菌

が入る侵入門戸を作ってしまっているという

ことになります。

例えば手のひらは、普通の状態では細菌は入

りませんが、すりむいたり切れたりするとそこ

から細菌が入ります。我々の体の中には、傷が

なくても細菌が入りやすい場所がいくつかあり

ます。その生体の弱点は、名前が変わるところに

あります。

例えば、このスライド（図21左上）は子宮

です。膣から子宮内膜、ここが子宮内膜です

が一ヶ月に一度女性の方は生理で、子宮内膜

が肥厚して落ちていくわけです。こちらは子

宮頸部と言いまして、口腔と同じ上皮ででき

ています。しかし胎児を着床するために子宮

内では、子宮内膜という変わった上皮になり

ます。そして、子宮頸管癌、子宮頸管炎というのはこの境から発症します。ここから癌や炎症

が起きたりしやすいといえます。

こちら（図21左上・右）は胃で、白いところが食道です。食道というのは、食物を通す道で

す。それに対して、胃の中に入ってくると胃の中では消化するために粘膜が違ってきます。で

すから、白いところと赤いところで、ここは炎症を起こしやすい場所になります。この場所は、

噴門部といって、ここから噴門癌が出やすくなります。

歯も全く同じ（図21左下）で、歯と歯肉、それから歯と歯科医が詰める詰め物（金属）、これ

もこのような境が新しくできてしまうところです。インプラントは、同じように上皮を貫通し

ておりますので、やはり生体の弱点と言わざるを得ません。そしてその結果、細菌が体の中に

入る場所になります。今テレビである会社がコマーシャルをやっていますが、虫歯になったり

歯周病になった場合に、その細菌が体の中に入っていくのだと、そのようなシステムがよく言

われています。それはそのとおりで、動脈硬化症のところに口腔内細菌が付く、心内膜炎を起
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こす、腎臓炎を起こすといったようなことも

知られております。インプラントはそのよう

な意味では、細菌の侵入門戸を作ってしまう

場所であるということになるわけです。

ちょっと横道にそれますが、胃と食道のと

ころは上皮の大きな弱点ですので、これから

の季節忘年会で暴飲暴食をした後に寝る時の

注意事項をひとつ（図22）。左を向いて寝ない

ことです。もしご主人が忘年会から帰ってき

て左を向いて寝ていたら内助の功で右向きに

してあげてください。左を向いて寝ると、ひょうたんを転がしたようにそのまま胃液が食道の

中に流れていきます。ですから右を向いて寝ると、次の日胸焼けが起こらなくてすみます。そ

れから食べた後3時間は横にならないこと。どんなに酔っていてもイスに座らせて寝かせてやっ

てください。それができない場合は、吐かせてから寝かせると次の日、重い二日酔いにならな

いですみます。保証はできませんが…。

虫歯、歯周病にならないように歯を磨くのはもちろんですが、ここは細菌の侵入門戸なので

それを磨いてあげることで歯を守り、そしてアンチエイジングにもつながっていきます。この

スライド（図23）はアンチエイジングがうまくいかなかった例で、インプラントと歯肉の間か

ら膿がでています。メンテナンスがうまくいかないと、このような歯周病と同じ状態にもなり

ます。インプラントは永久に持つものではありません。

歯周病とインプラントの周りは上皮が欠損している場所です（図24）。棘が刺さるとそこが痛

くてしょうがない、それと同じようなものが入っているのがインプラントです。しかしながら

口腔内には、唾液というものがあります。これが非常に優れ物で、唾液の中には細菌を殺して

くれる酵素が入っています。それから、細菌が付着しようとするとそれを洗い流してくれます。

ですから、加齢によって唾液が出てこなくなるドライマウスという状態は、やはり老化を進め

てしまいます。そのようなものも含めて考えていく必要があるということです。

まとめてみますと、口腔内を含め上皮というものは、体の中を守ってくれているのです。そ

して、上皮の欠損は、炎症が起こることをいいます。一番わかりやすく言うと細菌が中に入る
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と膿を作ってしまうという状態ですが、このような事がいわゆる定義的なものになるわけです。

そうすると、インプラントは自分のものではない、そして上皮の欠損を起こしています。天然

歯（自分の歯）の場合は歯と歯肉の間がこんなにきれいにぴったりついているのです（図25左）。

歯周病の方はぴったりついていません。インプラントは、ここに隙間があるのが見えるかと思

います（図25右）。インプラントの歯の周りには上皮が中に入り込んでキレイに見えるのですが、

自分の歯のようにぴったりついているわけではないということを覚えておいてください。我々

は、きれいにしておかないと細菌が入ってしまうということも患者さんに常にお話しして、だ

から磨かなければならないということを理解して頂いています。

もうひとつ忘れてはいけないことがあります。それは、インプラントを支えている機構が自

分の歯とは違うということです。左が自分の歯で、右がインプラントです（図25）。自分の歯に

は、歯根膜というものがあります。レントゲン写真では、歯と受け入れている骨の間に薄い黒

い線が見えるかと思いますが、この線が歯根膜といって歯の周りにあるクッションです。ご自

分の歯肉を親指と人差し指で押さえて前後左右に振ると動くのがわかると思います。動くのが

正常です。しかし、インプラントの場合はこの歯根膜というクッションがなく、このネジ山の

間に骨が嵌合してぎゅっと止めてくれています。ですから動きません。少し例えがよくないか

もしれませんが、天然歯の方は土の中に埋められた杭のようなもので、インプラントはコンク

リートに埋められた杭のようなもので、動くものと動かないものが同じ口の中で機能しなけれ

ばいけないというリスクがあるのだということも覚えておいていただきたいと思います。

もう一度まとめますと、ご自分のものではない、上皮を貫通しているということ。さらに、

支持機構がこれだけ違う、ということになり

ます。このような基礎的な違いがあるという

ことになると、はたして歯と同じように噛む

ことができるのかという疑問をよく聞きます。

それから、入れるのに痛くないのかというよ

うなご質問もよく受けます。そのあたりを矢

島教授からお話しいただきたいと思います。
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■矢島

先ほど井上教授から、インプラントには歯根

膜がないのでコンクリートに埋められているの

と同じだというお話がありましたが、実際にこ

の絵（図26）に描いてありますように、右側が

ご自分の歯です。骨と歯の根の間に歯根膜とい

うクッションがあります。左側のインプラント

の場合にはそれが全くありません。したがっ

て、噛んだときはどういう感覚なんだというご

質問はもっともなことだと思います。スライド

（図27）の上のレントゲン写真をご覧ください。インプラントが2本下奥に入っています。相手を

する歯はご自分の歯です。こういう1、2本の歯の欠損で、そこにインプラントを入れた場合には、

全くご自分の歯と同じ感覚だといわれる方がほとんどです。これが段々インプラントが増えてた

くさんになり、インプラント対インプラントで噛み合っていますと、噛んだ時に骨に響くような

感じがするとおっしゃる患者さんもいます。ただ、こういう感覚がある方でも、通常は半年から

1年くらいで自分の歯で噛んだ時の感覚と全く変わらなくなります。

突然ですが井上教授、どうして半年から1年で自分の歯と同じ感覚になってしまうんでしょうか？

■井上

通常歯というのは歯根膜の中にある神経で感覚を受容しているんですが、インプラントはそ

の神経がありません。しかし、骨に入り込みますので骨とそして骨の表面にある骨膜内の神経

がそれを代償していくことになります。長い方では1年2年かかるようですが、私の経験で言い

ますと、仮に歯根膜がなくても大体の方が2年くらい以内の間にはご自分の歯で噛むのと同じよ

うな感覚が戻ってくるようです。それは骨の方の神経が代償するのだと考えられています。

■矢島

次に「インプラントを埋入してすぐに噛めますか」という質問に対しまして、回答は「すぐ

には噛めません」という答えになります。先ほど少し出てきましたが、普通は3、4カ月、骨と

つく期間を待っていただくわけです（図28）。スライド左の写真の黒く飛び出しているのが
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1本のインプラントのネジの山です。こちらのオレンジ色の部分が骨です。もともとの骨はこの

少し薄いオレンジ色、後からできた骨がこの濃いオレンジ色の骨です（図28右写真）。ここの部

分に骨が満たされるのをこの状態で3、4カ月待つ待機期間が必要になります。当然この間はこ

こに歯がないままではまずいので、仮の歯を入れておきます。

しかし、特殊な例もあります（図29）。骨の質や量といった条件が素晴らしくよい場合には、

この歯を抜いて一気にインプラントを入れて仮の歯を作っておいて、もうその日から噛んでい

ただくことができます。私達のところではこのようなこともやっておりますが、本当に特殊な

例と考えてください。通常は待機する期間が必要になります。

では、「手術中痛みがないのか」というご質問に対しましては、抜歯ができる方であれば通常

局所麻酔で手術を行います（図30）。ですから手術中に痛みはありません。ただ、抜歯後鎮痛薬

が必要なのと同じように、やはり術後は鎮痛薬を飲んでいただかなければなりません。また、

ここは大学病院なので麻酔科があり、精神鎮静法という方法があります。精神鎮静法は、全身

麻酔ではありません。例えば電車の中で眠くてうつらうつらしている状態でも、ご自分の降り

る駅に着くとふっと目が覚めますよね。そんな感じのリラックスした状態にするのが精神鎮静

法です。麻酔科に精神鎮静法をしてもらうと、不安や緊張がやわらぎ楽に手術が受けられます。

また、インプラントを入れる手術の体に対する侵襲、ストレスは、抜歯の時と同じであろう

と言われています（図30）。まず最初に十分に麻酔をして、メスで粘膜を切って骨を露出させ、

細い穴をあけていきます。細い穴から少しずつ太い穴に変えて、インプラントを入れたら縫合

しておしまいです。

痛くない、不安が癒えるということは素晴らしいことですが、ただいろいろな問題がありま

すと、検査をさせて頂いたり、あるいはご自分のかかっている内科の先生とお手紙でやりとり

させて頂くというようなことには少し時間がかかってしまうかもしれませんが、我々はなるべ

く安全でリスクの少ない方法で治療を行っております。

以上で不安も痛みもなく手術ができるということはわかりましたが、ではインプラントの材

料は本当に安全なのでしょうか？あるいは今いろいろと話題になっているアレルギーというこ

とに関してはどのように考えたらよいのでしょうか？井上教授お願いします。
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■井上

近年アレルギーの患者さんが多くなっていて、皆

様の中にも花粉症になってしまったという方がお

られるかもしれません。若い頃は大丈夫だったの

に最近なってしまったということもよく聞きます。

私が主宰しています検査部では、歯科金属アレル

ギー外来というものがあります（図31）。では、金

属アレルギーがある患者さんはインプラント治療

をできないのかというと、そういうことではありま

せん。

金属アレルギーはどうして起こるのかというと

（図32）、口腔内に使っている金属というのは非常

に多種にわたっています。この図の稲妻のような

ものが金属のイオンだとします。水、唾液や汗と、

ネックレス、ピアスやブレスレット等の金属によって

アレルギーを起こす人がいるとしたら同じことが

起こります。一度曝露されますと、その金属のイ

オンを感知する細胞が上皮の中に潜んでいます。

これをランゲルハンス細胞といい、外からこんな金

属が入ってきたぞというのを体の司令部へ伝える

わけです。これはマクロファージという細胞です

が、「金属のこういうものが入ってきたから何とか

しなければならない」ということになります。風邪をひくと耳の後ろが痛くなる、歯が痛いと顎の下が腫

れてくる、胸や腕が病気になると脇の下が腫れてくる、といった症状が出るところをリンパ節といいま

すが、そのリンパ節で、入ってきた金属を撲滅するためのキラーT細胞というものが作られます。アレ

ルギーになるためにはその物質に、一度曝露されるという必要があります。曝露されてからもう一回

その金属が入ってくるとキラーT細胞がそこに向かって壊そうとするのですが、金属と一緒にそこに入

り込んだ上皮なども壊してしまいます。その結果、手のひらが荒れてきたり、口の中がぴりぴりしたりと

いうことが起きてきます。金属がこのキラーT細胞をのけて下に入って来た場合は、もう少し症状が重

くなって水疱といって中に水がたまったような状態になる場合もあります。これが金属アレルギーの病

態です。私の外来では、皆さんの体の中に、ある特定の金属に対してこのキラーT細胞がいるかどう

かということを調べさせて頂きます。
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この患者さん（図33）は、口腔内にこのような金属を入れたために、ここ（矢印）が白くな

っているのがわかりますか？これは、扁平苔癬という病気ですが、非常にぴりぴりして患者さ

んはここにお醤油か何かがかかると、いてもたってもいられないという状態になります。これ

は、唾液で溶けだした金属イオンを含んだ組織とキラーT細胞が戦っているのです。戦うだけな

らいいのですが、自分自身の上皮も一緒に壊してしまっている。これが金属アレルギーです。

これは、52歳の女性の患者さんです（図34）。手に掌蹠膿疱症という状態が出ています。私達

のところに患者さんが来られて、おそらく金属アレルギーだということで、何に対するキラーT

細胞がいるのかと調べると、ニッケル、パラジウムというような金属に対してキラーT細胞がい

るとします。それから、反応するキラーT細胞がいるかどうか、金属を直接皮膚に貼って調べて

いきます。通常17種類の金属を貼りますが、この患者さんにニッケルとパラジウムを使っては

いけません。ですから、ここに入っている金属のどこにニッケルとパラジウムがあるかという

ことを、検査します（図34左）。

そして科学的に分析した結果（図35）、もしニッケルやパラジウムが口腔内に使われているこ

とがわかれば、これを除去してアレルギーを起こさないものに代えていきます。金属は溶けだし

て体の中に入って、掌や足の裏、腿の内側といった柔らかいところに集まりやすいのです。アレ

ルギーを起こす金属を除去してもすぐには直りません。少しずつよくなると考えて下さい

（図36）。
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インプラントは、ほとんどがチタンで出来

ています。そのチタンに対してアレルギーを

起こす患者さんはほとんどいませんが、1,200

名のうち3名ほどがチタンにアレルギーを起こ

しています（図37）。インプラントを入れる前

に、チタンは絶対大丈夫かという疑問をお持

ちの方もおられるかと思いますが、矢島教授

は必ず金属のアレルギー検査をしてから入れ

ますのでそういう点では大丈夫です。チタン

に対するキラーT細胞はいないという状況のも

とに入れていただくことになります。このように、チタンでも金属アレルギーを起こす可能性

はあるということを認識していただきたいと思います。しかしそれは、きちんと検査ができる

ということです。

では、インプラントを入れた時にどのくらい長持ちするのか。また、だめになった時に再治

療はできるのか、再治療をした場合には歯と同じように綺麗になるのだろうか。タバコは吸っ

ても大丈夫なのか、といった疑問に矢島教授から答えていただきます。

■矢島

「インプラントがどれだけ長持ちするのか」

ということですが、インプラントは金属です

ので耐用年数ということになります（図38）。

インプラントの耐用年数は、10年間問題なく

きちんと使えるかどうかという10年累積成功

率が今までは90～93％と言われていましたが、

最近出たデータによると95％と言われていま

す。ご自分の歯同士でつないだブリッジは

90％です。入れ歯の場合には半分の50％にな

ってしまう、というデータが出ています。イ

ンプラントの10年成功率が95％であるという

ことは、他の医療器具に比べると驚異的な数

字です。体の中に入れる医療器具はたくさん

ありますが、10年後に95％活躍しているとい

うことはかなり高い成功率だと考えていいと

思います。

インプラント科がまだ開設する以前の1984

年にインプラントの埋入手術をした症例（図

39）ですが、患者さんは現在83歳でインプラント科に通院されています。その間、ほとんどこ

の上部構造も直さずに、インプラントの周囲も炎症を起こさずに22年間年2回こちらに通われて
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います。この患者さんは大変元気でかくしゃ

くとされています。何でも食べられるという

ことが、加齢に対抗するためには、いかに重

要かということを教えて頂いています。

では、「インプラントがだめになりやすいの

はどんな人か」と言うと（図40）、まず、骨の

状態の悪い人です。骨の量が足りない、骨が

薄い、骨の高さがとれない。あるいは、骨の

質が悪く、ぼそぼそしてしまっている。ある

いは逆にカチカチの骨である。当院には、麻

酔科、内科、口腔外科など各科がそろっていますので、骨を作るという手術で改善させます。

歯周病になりやすい方に関しては、やはり歯周病の治療をして、環境を改善することで解決さ

れます。夜眠っている時、歯ぎしりや喰い縛りの強い方には、歯の部分だけにパチンとはめる、

プラスチックでできたスプリントというものを入れて頂いて、力の負担を全部の歯に分担させ

ることができます。糖尿病など全身的な病気がありますと、やはりばい菌が入りやすく感染し

やすくなります。そのようなことによって歯周病のような状態がインプラントの周りでも起き

てきてしまいます。それから、骨粗鬆症というようなことも骨の質に関して問題になってきま

す。またタバコは、口の中の粘膜の創傷治癒が遅くなります。タバコによってインプラントの

成功率は数パーセント落ちるというデータも最近出てきています。このような全身疾患がある

方に関しては、専門医と相談して進めていくのですが、では歯周病の人はインプラントができ

ないかと言いますとそうではありません。骨の状態や歯ぎしりなどいくつかの要因が重なって

歯周病の状態が悪くなっている人にはその状態をお話しして、術前に充分な治療を行ったのち

インプラントへ進んで行くことができます。

インプラントがだめになる原因（図41）には、感染して炎症を起こすこと、それから歯ぎし

りなどで歯へ大きな負担がかかることで、骨とインプラントの間の結合がなくなってしまうこ

とがあります。そしてインプラントがグラグラしてきてだめになってしまう。インプラント周

囲が汚れていてなかなかきれいに出来ない場合には、歯茎が炎症を起こしインプラントがだめ

になってしまう。この歯の周りの骨は（図41右写真）少し黒っぽくなってきています。これは、
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この歯に強い力がかかっているために周りの骨がなくなってきている状態です。このようなこ

とが、インプラントがだめになる原因です。もしだめになってしまったら、なるべく早いうち

にインプラントを除去します。除去することによって、歯を抜いた後と同じようにまた骨が出

来てくるので、そこに入れ歯を乗せたりもう一度インプラントを入れることもできます。先ほ

どから何度もお話しているように、インプラントはメンテナンスが大変重要であり、それは一

生続きます。

では、インプラントで「もとのようにきれいに直るのか」というお話です。この方（図42）

は、ぶつけてしまってここの歯が一本なくなってしまいましたが、インプラントを入れてその

上に歯をつけました。ご自分の歯のようにきれいに戻っています。なぜきれいに戻るのかとい

いますと、もともとの骨の量があるのと、粘膜も同じような高さにあるので、これだけきれい

に戻るのです。この方の場合は歯を抜いてすぐにインプラントを入れました。

歯がなくなるということは、歯を支えている骨や、軟組織と言いまして粘膜や歯肉も一緒に

なくしてしまうことを意味します（図43）。つまり、このように歯が消失してすぐに治療ができ

れば、あまり周りの骨や粘膜、歯肉がなくなっていないのでこれだけきちんとご自分の歯のよ

うに直るわけです。

しかしこのような場合（図44）は、ここにインプラントを入れる前から他の部分に比べて骨

の量が少ないわけです。もともとの骨の高さよりもかなり少ないものですから、最高にきれい

に作ってもこのような状態です。歯が長く見えます。他の部分もある程度骨がなくなってきて

図-43

図-44 図-45



いるので、ある部分には隙間があります。このスライド（図45）は、粘膜も骨もこの部分だけ

少ないのでこのような形にしか改善ができません。ただ、歯茎は見えませんので、他人からは

ご自分の歯と同じように見えます。もしもどうしてもきれいにしたいということになりますと、

ここに骨を入れて粘膜を作ることが必要になりますが、どこまでそれが必要かというのは私達

ではなく、患者さんに決めていただくという方向で進めます。骨と歯茎がさらになくなってし

まっている場合は、歯の部分に歯肉の色をしたものを一緒につけて上部構造を装着するとある

程度審美性を回復できます。結論から言いますと、相当条件がよくなければご自分の歯と同じ

ようにきれいには直りません。しかし、その条件をよくするための手段はあります。つまり、

完全にもと通りに戻るのかと聞かれたら、生えた時のようなご自分の歯の状態にはなかなか戻

ることはできない、ということになります。

では、井上教授に、全身的な問題をもう少し詳しく説明して頂きます。

■井上

私達の体が起こす病気には必ず2つの要素が

あります。一つは、環境要因で、もうひとつ

は遺伝的な要因です（図46）。どのような患者

さんかということを調べるのも私達の問題に

なっています。遺伝的に感染には非常に強い

のだけれど歯をよく磨かない方の場合は、歯

をよく磨いてくださいと指導します。遺伝的

に歯をよく磨かなくても炎症にかなり強い要

素を持っている方もおられます。このような

方の場合には、非常にうまく入るのかもしれ

ません。それからひとつ前に説明した患者さんのように遺伝的に炎症に弱かったりする場合に

は、何らかの手だてをとらないと入りません。もしくはインプラントを入れることができない

ということになるかもしれません。残念なことに私達は両親から必ず10％は遺伝的要素を持っ

てきてしまいます。

遺伝情報を調べるために、オーダーメイド医療実現化プロジェクトというものがあります

（図47）。この地区ですと順天堂浦安病院が、血液や口腔粘膜から細胞を採って遺伝子に異常が

あるかどうか調べてくれます。その結果、あなたは歯周病になりやすいですよ、炎症を起こし

やすいですよ、皮膚炎になりやすいですよ、癌になりやすいですよといった事が遺伝情報的に

わかってしまいます。こういうことで、遺伝子的に炎症や糖尿病を起こしやすいということが

わかった場合には、私達は患者さんに、より注意してインプラントを受けてくださいというこ

とを伝え、最新医療検査のひとつとして取り入れていこうと考えています。
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当院には、歯科麻酔科、検査部、内科があ

りますので安心して治療を受けていただくこ

とができると思っています（図48）。今日のお

話は駆け足でしたが、是非興味と疑問を持っ

て私達に質問していただければと思います。

最後に矢島教授からまとめていただきたい

と思います。

■矢島

今回のテーマである、「インプラントは第2

の永久歯であるか？」ということに対しては、

もうご理解頂けたと思いますが、第2の永久歯

ではありません。しかし現在の歯科医療の中

でインプラントは、8020を達成しよう、ある

いはアンチエイジングをすすめようという目

標にとっては、大変大きな武器なのだという

ことを理解して頂きたいと思います。

※図1、2、3、6、33は武田孝之博士（本学口腔インプラント科臨床教授）の御厚意によるものです。
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回覧板13％ 

知人等からの 
紹介12％ 

ホームページ2％ 

チラシ8％ 

その他10％ 

ポスター 
55％ 

未回答1％ 

大変良かった 
67％ 

良かった 
32％ 

未回答1％ 

普通8％ 

分かりやすかった 
91％ 

短かった12％ 

ちょうど良かった 
88％ 

是非出席したい 
57％ 

都合がつけば 
出席したい 
43％ 

公開講座アンケート集計

ポスター掲示場所内訳
自治会掲示板 20

千葉病院 12

開業医 4

スーパー イズミヤ 4

稲毛海岸、検見川浜駅 4

小学校、放送大学 4

学内 3

ポスターのみ回答 14

1.今回の公開講座を何で知りましたか。（複数回答あり）

2. 今回の公開講座はいかがでしたか。 3. 講演内容はいかがでしたか。

4. 講演時間はいかがでしたか。 5. またこのような公開講座に出席したいと
思いますか。
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悪い1％ 

良い 85％ 

普通 14％ 

未回答3％ 

男 39％ 

女 58％ 

未回答1％ 20歳以下4％ 

21歳～40歳 
10％ 

41歳～60歳 
29％ 

61歳以上 
56％ 

未回答3％ 

千葉市以外 
10％ 

美浜区 76％ 

千葉市内11％ 

会社員10％ 未回答3％ 
その他 
8％ 

公務員2％ 

教職員2％ 

医療関係者 
3％ 

学生7％ 

主婦 41％ 

定年退職者 
24％ 

6. 会場の設備はいかがでしたか。（広さ、音響等）
7. 性別、年齢、お住まいをお聞かせください。

8. 職業等をお聞かせ下さい。

9. ご意見・ご要望等がございましたらご記入下さい。

・大変わかりやく興味深い内容の講演で、とても参考（勉強）になりました。
有難うございました。……………………………………………………19

・このような公開講座の継続実施（年1～2回）を希望します。……………6

・インプラント治療を受けたいとおもっていますので、参考になりました。3

・公演中に放送が入ってしまったのが気になりました。（停止すべきだ）…5

・インプラントの費用を知りたかった。質問時間が欲しかった。…………4

・講演の内容をプリントした、持ち帰り用の資料がほしかつた。…………2

・子供達に直接見てもらいたい口腔写真が沢山有りました。是非小学校で
見せていただけたらと思います。（真砂三小育成委員）………………1

・せっかくの大学教授の講義なので、お母さんたちが沢山集まる機会に行
われると良いと思う。（21～40歳 主婦） ………………………………1

・内容のある素晴らしい講演会なのに聴衆が少なかった。PR方法を含めて、
沢山の方々に来ていただく方策を検討してほしい。例えば講演終了後に
「歯の無料相談室」を設けるとか、参加者に対するプラスαが有ってもい
いのではないか。（61歳以上会社員）…………………………………1
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