
Posted at the Institutional Resources for Unique Collection and Academic Archives at Tokyo Dental College,

Available from http://ir.tdc.ac.jp/

Title

Minimal Intervention Dentistry（MID）に基づく齲蝕治

療(1)齲蝕リスク評価によるテーラーメイド型の齲蝕管理

と再石灰化療法

Author(s) 半場, 秀典; 村松, 敬

Journal 歯科学報, 121(2): 99-101

URL http://hdl.handle.net/10130/5478

Right

Description



―――― カラーアトラス ――――

Minimal Intervention Dentistry（MID）に基づく齲蝕治療
⑴ 齲蝕リスク評価によるテーラーメイド型の齲蝕管理と再石灰化療法

はん ば ひで のり

半 場 秀 典，
むら まつ たかし

村 松 敬

東京歯科大学保存修復学講座

９９

― ９ ―



カ ラ ー ア ト ラ ス の 解 説

はじめに

２００２年に国際歯科連盟（FDI）が提唱した Minimal
Intervention（MI）の理念は，最小限の侵襲という
点で修復治療に劇的な変化をもたらした。２０１６年に
は Minimal Intervention Dentistry（MID）に改定
され，齲蝕予防に関する具体的な行動目標が提示さ
れた（図１）１）。国民の残存歯数が増加している中
で，「健康な歯の長期維持」の獲得には齲蝕リスク
に合わせたアプローチが欠かせない。今回は図１
①，②，④について最近のトピックスを紹介し，
③，⑤，⑥については次号で解説する。

初期齲蝕の検出

白斑病変である初期齲蝕（図２）は齲窩を形成せ
ず，進行の停止または再石灰化が可能であると報告
されている２）。齲蝕の早期発見のためには，視診と
触診が推奨される一方，隣接面齲蝕など解剖学的に
エックス線画像検査による診断が困難な場合もあ
る。齲蝕の進行度を客観的に把握するために，他の
検査法を併用して総合的に判断する必要がある。ダ
イアグノデントは，正常歯質と齲蝕歯質において
レーザー光（波長６５５nm）照射による蛍光スペク
トルの差異を検出して脱灰進行度の数値を得る（図
３）。また，ダイアグノカムは近赤外光（波長７８０
nm）を使用して，歯冠部を透過させて齲蝕や亀裂
を検出する（図４）。

齲蝕リスク評価と齲蝕管理

再石灰化を優位にするためには，上述の齲蝕検出
法により，齲蝕を早期に発見するだけでなく，齲蝕
リスクを評価し，リスクを改善させ，さらに定期的
な観察を行う齲蝕管理が求められる。CAMBRATM

（Caries Management By Risk Assessment）は，
Featherstone らによって提唱された「リスク評価
による齲蝕管理」を示したものである２，３）。齲蝕の罹
患状態を示す「疾患指標」，「リスク因子」と「防御
因子」をチェックし，リスク評価を行い，グレード
判定を行う。リスク因子のチェックでは，口腔清掃
状態を計測するカリスクリーン（図５）という機器
を用いる。綿棒で歯面をなぞり，細菌活動性と相関
性のある ATP 量を測定し，口腔内環境を数値化す
ることで患者個々の口腔内環境を管理することがで
きる。

イオン供給による再石灰化療法

初期齲蝕の再石灰化には pH の改善と Ca２＋，
HPO４

２－，F－の歯質への供給が必要であり２），プロ
フェッショナルケアとセルフケアの両面から脱灰抑
制と再石灰化をはかる。プロフェッショナルケアで
は PMTC とフッ化物応用を中心とし，セルフケア
では定期健診とフッ化物配合歯磨剤による歯磨き励
行を中心とする。再石灰化療法で使用する材料評価
のために，我々は Micro-CT を使用した非破壊で経
時的な歯質のミネラル評価法を開発した４）。この方
法により，矯正治療中の矯正装置の存在による齲蝕
リスクを考慮した，フッ化物含有レジンによるブラ
ケット周囲の脱灰抑制効果を報告した（図６）５）。プ
ロフェッショナルケアとして，フッ化物含有ジェル
やフルオロアルミノシリケートガラス含有知覚過敏
抑制材のフッ化物（図７）による再石灰化効果６）お
よびセルフケアとして，CPP-ACP７）や fTCP８）含有
ペースト（図８）による再石灰化効果について報告
した。齲蝕リスク評価に合わせてこれらを処方する
ことで，テーラーメイド型の齲蝕管理と再石灰化療
法が実施可能となる。長期的に再石灰化を優位に保
つことは，「健康な歯の長期維持」の獲得につなが
ると期待される。
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図３ レーザー齲蝕検出装置（ダイ
アグノデントペン，KaVo）

図４ 近赤外線齲蝕検出装置と画像
検査の例（矢印：齲蝕様暗影
像）（ダイアグノカム，KaVo）

図５ 口腔内清掃状態測定器
（カリスクリーン，ヨシダ）

図６ フッ化物含有レジン（オルソマイト，
サンメディカル）によるブラケット周
囲の脱灰抑制効果（Micro-CT 断面像，
矢印：脱灰，文献５改変）

図７ フッ化物含有製剤の例
（左：フルオールゼリー，ビー
ブランド，右：ナノシール，日
本歯科薬品）

図８ リン酸カルシウム製剤含有の
ペーストの例（左：MI Paste
（CPP-ACP），ジーシー，右：
Clinpro Paste（fTCP），３M）

図１ 改定された MID の基本指針（文献１をもとに改変） 図２ 多数歯初期齲蝕の例（２０歳男性）
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