
特別講演　Special Lecture

認知症の口腔機能と食行動

Oral function and eating behaviors in patients with dementia

座長
窪木拓男
岡山大学学術研究院医歯薬学域インプラント再生
補綴学分野
笛木賢治
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科咬合機
能健康科学分野

Chairpersons
Takuo Kuboki
Department of Oral Rehabilitation and 
Regenerative Medicine, Faculty of Medicine, 
Dentistry and Pharmaceutical Sciences, Okayama 
University
Kenji Fueki
Department of Masticatory Function and Health 
Science, Graduate School of Medical and Dental 
Sciences, Tokyo Medical and Dental University

　高齢者自身にとって，また行政サイドにとっても，
本邦において認知症患者が増加していることは最も危
惧されている社会問題である．近年，我々が扱う歯科
疾患である口腔機能低下や歯周病が認知機能低下や認
知症と関連する可能性が知られるようになってきた．
すなわち，口腔機能を維持すれば，認知機能を維持で
きる可能性が示唆されるとともに，認知症に罹患した
患者では精神身体活動のみならず摂食嚥下機能に大き
な影響があると言える．
　このような経緯から，日本補綴歯科学会（JPS）では，
今年度の研究企画推進委員会の大きなテーマとして，
認知症や認知機能と口腔機能の関係を解き明かす活動
を進めることになり，医科歯科連携研究（ECCO）プロ
ジェクトワーキンググループを発足した．
　本特別講演では，本プロジェクトの医科側の重要な
パートナーである（公社）日本老年精神医学会 理事長
の池田　学先生（大阪大学）をお迎えし，認知症研究
の現状に加えて，本プロジェクトに期待されることに
ついてお話しいただくことにする．

トピックス
●認知症
●口腔機能
●医科歯科連携研究

池田　学
大阪大学大学院医学系研究科精神医学教室

Manabu Ikeda
Department of Psychiatry, Osaka University 
School of Medicine

　高齢者における口腔機能の低下と認知機能の低下と
の関連がさまざまな研究から報告されるようになり，
口腔機能の維持・改善における認知症の発症予防，進
行抑制，さらには QOL の改善が期待されている．従っ
て，認知症専門医やかかりつけ医からの歯科領域への
期待は大きい．しかしながら，現時点では医科歯科連
携が必ずしも十分に機能しているとは言えないため，
本学会員を中心とする歯科医師と私が所属する日本老
年精神医学会の専門医に対してアンケートが実施さ
れ，医科歯科連携に関する両者の意識と実際の連携状
況が明らかとなった．本調査は，Exploratory research 
project on the Correlation between Cognitive and Oral 
function（ECCO）プロジェクトの一環として，医科・
歯科の今後の連携研究を計画する際の参考資料とする
ため実施したものであり，本学術集会でもその結果が
報告される予定である．本講演では，今後の医科歯科
連携，共同研究の前提となる，代表的な認知症性疾患
の特徴的な症状とケアのポイントを，食行動と口腔機
能を中心に認知症専門医の立場から概説してみたい．

トピックス
●認知症
●口腔ケア
● ECCO プロジェクト
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座長
澤瀬　隆
長崎大学生命医科学域口腔インプラント学分野
細川隆司
九州歯科大学口腔再建リハビリテーション学分野

Chairpersons
Takashi Sawase
Department of Applied Prosthodontics, Institute of 
Biomedical Sciences, Nagasaki University
Ryuji Hosokawa
Department of Oral Recinstruction and 
Rehabilitation, Kyushu Dental University

　Dr. Christian Coachman は Digital Smile Design （DSD）
のコンセプトを基盤として，包括的な治療計画のス
タート地点でもある顔面の評価やスマイルの段階から
デジタルソフトウェアを用い，フルマウスインプラン
ト治療， アライナー矯正と審美補綴の連携，Minimum 
Intervention での歯周外科，患者教育のためのモチベー
ションツールなど，多岐にわたる治療オプションに対
するデジタル化を斬新なアイディアとともに提案し，
実践し続けています．さらにそれをシステム化し患者
の直感に訴えかけるコミニュケーションツールとして
発展させ，ひいては治療の効率化，患者の満足度の向
上，そして差別化によるクリニック経営の成長にも貢
献できる DSD のソリューションとしてビジネス展開
を図っています．今回の講演では，これまで 10 年間
の DSD コンセプトの発展とそのシステム化のあゆみ，
DSD グループとしての包括的な治療のアウトカムと今
後の戦略をお話しいただけるとのことです．歯科治療
の違法構成としての DSD フルデジタルワークフローの
将来性とリアリティを実感していただきたいと思いま
す．

トピックス
● Digital Smile Design （DSD）
●包括的な治療計画
●ビジネス展開

Christian Coachman
Digital Smile Design

   Digital has been one of the main topics in dentistry 
for a while, but the question remains: how to implement 
these technologies to allow professionals to enjoy the 
benefits and get the return on investment. How can 
digital processes become the best and most realistic way 
of performing dental treatments? Better quality of care 
and financial results with less stress is the ultimate goal.
   However, individual technologies without systems 
mean little. Systems without routine also mean little. 
Effective results happen through the construction 
of complete smart systems and not with fragmented 
sophisticated tools.
   This lecture will summarize my 10 year experience 
as a consultant for companies and clinics about the 
implementation challenges of effective systems and 
will address the strategies that, from my perspective, 
can overcome these challenges and create real modern 
and technological dental clinics, truly transforming 
the patient experience, team behavior and the 
comprehensive treatment outcomes.

トピックス
● smile design
● digital
● business

海外特別講演　International Special Lecture

スマイルビジネスの法則

The smile business formula
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座長
土屋賢司
東京支部／日本臨床歯科学会
澤瀬　隆
長崎大学生命医科学域口腔インプラント学分野

Chairpersons
Kenji Tsuchiya
Tokyo Branch/Society of Japan Clinical Dentistry
Takashi Sawase
Department of Applied Prosthodontics, Institute of 
Biomedical Sciences, Nagasaki University 

　日本補綴歯科学会（JPS）は，歯科医学会の中で最も
長い歴史を持つ専門分科会の一つで，創立以来アカデ
ミアとして，補綴学の研究・臨床を牽引し，ひいては
我が国の歯科の発展に大きく寄与してきました．一方，
日本臨床歯科学会（SJCD）は，長年にわたりインター
ディシプナリーを主眼に，包括的な臨床歯科医学の基
礎の確立と最新歯科技術の習得・研鑽を実践し，日本
の歯科臨床のカッティングエッジをリードしてきてい
ます．両学会はそれぞれ独自のバックグラウンドを持
ち，それぞれの道を歩んできたように思えますが，口
元の美しさと口腔機能の回復に寄せる思いには，通じ
るものがあると確信しています．超高齢社会のなか，
私達の想像以上に多くの人々が，いつまでも美味しく
食べることを求めています．そしてジルコニアや CAD/
CAM に代表される新たな材料，機器，補綴方法が臨床
の現場には溢れてきています．その中で私達には，多
くの臨床を基盤とした確たるエビデンスの構築が希求
されています．両学会はともに学術研究と臨床実践の
両面を持ちながらもそれぞれの強みを認識し，そして
お 互 い を リ ス ペ ク ト し， 真 の Academic-Practitioner 
Alliance から新たな補綴，そして歯科の扉が開かれるこ
とを願っています．

トピックス
●歯科補綴
●アカデミア
●包括的臨床歯科医療

JPS meets SJCD – 補綴歯科臨床を科学する
馬場一美
昭和大学歯学部歯科補綴学講座

JPS meets SJCD – New era of evidence-based 
clinical dentistry
Kazuyoshi Baba
Department of Prosthodontics, Showa University

　昭和 8 年（1933 年）に誕生した日本補綴歯科学会
（以下 JPS）は，窪木拓男岡山大学教授（現副理事長）
が第 40 代の理事長に就任される令和 5 年（2023 年）
に創立 90 周年を迎える．本学会は歯科の専門学会と
しては日本で最も長い歴史を有する学会の一つであり，
創立以来，歯科補綴学研究・臨床・教育を通して国民
の健康増進に寄与してきたが，言うまでもなくその中
心に補綴歯科臨床をすえている．6700 名を超える会
員，特に本学会の将来を担う若手会員にとっては高度
かつ専門性の高い臨床技能の習得が一つの大きな目標
であり，患者から信頼される補綴専門医になることを
目指して入会した会員も多いであろう．これまで，JPS
はそういった会員ニーズに答えるため臨床リレーセッ
ション，臨床スキルアップセミナーなどを企画・実施
し多くの成果を上げてきた．この度その一環として日
本 臨 床 歯 科 学 会（Society of Japan Clinical Dentistry，
以下 SJCD）との学術交流を始める．言うまでもなく同
学会は世界トップ３の会員数を誇るスタディーグルー
プでありこれまで数多くの高名な臨床家を輩出してき
た．本学術交流が SJCD のインターディシプリナリーア
プローチを基盤とした Cutting edge 臨床に触れる機会
となるにとどまらず，これを端緒として両学会が協調
して臨床を科学し，Art と Science が融合した夢のある
補綴の未来を創造してゆきたい．講演では，両学会の
特徴を最大限活用した今後の共同作業の進め方，方向
性を提案する．

トピックス
● EBM
●補綴歯科臨床
● art & science

メインシンポジウム　Main Symposium

補綴の未来，歯科の未来に向けて

Towards the future of prosthodontics and dentistry
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Longevity の予知性～欠損歯列から考察～
本多正明
関西支部／日本臨床歯科学会

Predictability of the longevity
~ Consideration of partially edentulous arch ~
Masaaki Honda
Kansai Branch/Society of Japan Clinical Dentistry

　近代歯科，特に補綴の分野において，1968 年に日
本で最初の臨床医を対象とした霞ヶ関ポストグラデュ
エートコース（納富哲夫先生 創設）がスタートした．
偶然にも山﨑長郎先生と本多正明は，このコースを受
講していた．
　我々二人が現在の臨床医としての礎を築けたのは，
1973 年に日本歯科センターでの学びからである（田
北 敏 行 先 生， 寺 川 國 秀 先 生 創 設 ）． と 同 時 に，Dr. 
Raymond L. Kim を中心とした南カリフォルニア大学歯
学部（U.S.C.）の教授陣からの教えである．
　現在，日本臨床歯科学会で指導している補綴治療に
ついて，インターディシプリナリーアプローチから整
理する．
　補綴治療の目的のなかに良好な機能の回復がある．
その一つに咀嚼の回復があり，広義の意味では，咬合
の回復と捉えることもできる．咀嚼は人間が健康に生
きていくために欠かせない機能である．この咀嚼機能
を長期安定させることが，いかに大切であるかを理解
する必要がある．そこで重要になるのが，咬頭嵌合位
の安定である．この咬頭嵌合位を安定させるために，
上下の歯列弓の保全を図ることが優先される．
　歯列弓保全を達成させるうえで，欠損歯列に対し歯
列の連続性を考慮し，適正に補綴設計を立案しなけれ
ば，支台歯を含め残存歯を喪失し，欠損歯列が拡大し
ていく可能性が高くなる．その結果，咬頭嵌合位を安
定させるうえで重要な咬合支持の状態が悪化し，ひい
ては顎口腔機能の低下をきたす．
　今回は，歯列弓保全と咬合支持から「Longevity の予
知性」を念頭に置き，咬頭嵌合位の重要性について整
理・解説する．

トピックス
●歯列弓保全
●咬合支持
●咬頭嵌合位

複雑な補綴治療におけるインターディシプ
リナリーマネージメント
山﨑長郎
東京支部／日本臨床歯科学会

Interdisciplinary management of complex 
restorative treatment
Masao Yamazaki
Tokyo Branch/Society of Japan Clinical Dentistry

　私達 S.J.C.D. は，40 数年前 Mentor である Dr. R. Kim
先生との関係で，U.S.C（南カリフォルニア大学）にて
臨床歯学の研鑽を積んできました．その後の日本での
活動は正式にスタディークラブを形成しさまざまな取
り組みを行い，数年前より学会化を目指し日本臨床歯
科学会を新たに立ち上げました．現在日本全国に 12 支
部歯科医師・技工士・衛生士を含め 2 千人の会員数に
発展しました．我々のポリシーは，インターディスプ
リナリーアプローチ・グローバルスタンダード・アカ
デミックフリーダムの 3 つであります．今回日本補綴
歯科学会との連携においてのフィロソフィーに則った
臨床症例を提示し，ディスカッションをしたいと思い
ます．

トピックス
● U.S.C.
● Semi Digital Dentistry
● Non Prep vs Vertical Prep
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JPS meets SJCD – 臨床の cutting-edge を越
えるために
窪木拓男
岡山大学学術研究院医歯薬学域インプラント再生
補綴学分野

JPS meets SJCD – New era of innovation-driven 
clinical dentistry
Takuo Kuboki
Department of Oral Rehabilitation and 
Regenerative Medicine, Faculty of Medicine, 
Dentistry and Pharmaceutical Sciences, Okayama 
University 

　日本補綴歯科学会（JPS）が担当する欠損補綴治療等
は，医師ではなく，歯科医師が全責任を負う非常に重
要な領域である．国民は我々以外に頼ることができな
いという自負と責任を感じ，全力を尽くして患者の利
益を追究する責務が我々にはある．その大きな成果が，
馬場一美昭和大学教授（現理事長）が推進されている
広告可能な専門医に向けての JPS の歩みであろう．一
方，日本国民の歯の現在歯数は増加し，8020 運動の成
果が享受されつつある現状をみると，補綴歯科の将来
ビジョンを国民の立場にたって考え直す必要もあるだ
ろう．高度成長期を終えて SDGs を掲げるに至った本邦
において，高齢者の人生の質を持続的に維持・向上さ
せるために求められる補綴治療の質は高い．また，介
護予防の観点から，栄養摂取状況や認知機能，身体機
能を支えるための補綴治療のあり方は緒についたばか
りである．また，有病者や自立を喪失した患者におい
ては，むしろ装着されている補綴装置が患者の人生に
害を及ぼさないよう，整理整頓が求められるだろう．
このようなタイミングにおいて，生粋の高度臨床集団
である日本臨床歯科学会（SJCD）との共催学術集会は，
JPS に強いカンフル剤を注入すると思う．我々は，最善
を尽くして患者に対応してきただろうか，今でももっ
とできることはないだろうか．その最善のうえに，ま
だ不足している本当に必要なイノベーションとは何だ
ろうか．両学会の協力の基に，患者の人生主導型の包
括歯科医療を真なる意味でイノベートする相互作用が
生み出されることを心から楽しみにしている．

トピックス
● SDGs
●持続性
●イノベーション
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座長
秋葉陽介
新潟大学大学院医歯学総合研究科生体歯科補綴学
分野
江草　宏
東北大学大学院歯学研究科分子・再生歯科補綴学
分野

Chairpersons
Yosuke Akiba 
Division of Bio-Prosthodontics, Faculty of Dentistry 
& Graduate School of Medical and Dental sciences, 
Niigata University
Hiroshi Egusa
Molecular and Regenerative Prosthodontics, 
Tohoku University Graduate School of Dentistry

　補綴治療はクラウンブリッジ，義歯，インプラント
など，人工の補綴装置を用いて欠損，形態の喪失を補
い，失われた機能を回復する高頻度治療である．使
用される材料には生体不活性（bioinert），生体適合性
(biocompatible) が求められる．近年，特にインプラン
トや骨増生に使用される体内埋め込み型のバイオマテ
リアル研究では，生体吸収性や生理活性，治癒促進効
果などの生体活性（bioactive）機能を有した材料の開
発も進んでいる．
　適切な臨床応用を目指したバイオマテリアル研究に
は，臨床的課題の理解とこれを解決し得る研究の方向
性，現状のバイオマテリアル研究が可能にしている技
術の理解が不可欠である．
　本シンポジウムは日本バイオマテリアル学会との共
催で開催され，川下将一先生（東京医科歯科大学・教
授）及び小松周平先生（東京理科大学・助教）より，
それぞれご自身の研究を中心とした最先端のバイオマ
テリアル研究についてご紹介いただき，近年のバイオ
マテリアルが成し得る機能についてお話を伺う予定で
ある．また，正木千尋先生（九州歯科大学）には臨床
の場において直面する問題や，バイオマテリアルに期
待する機能など，今後の研究課題をご紹介いただき，
会員の皆様とバイオマテリアルと補綴歯科の将来像，
展望を議論したい．

トピックス
●バイオマテリアル
●補綴治療
●先端基礎研究

可視光に応答して抗菌性を示す生体活性チ
タン
川下将一
東京医科歯科大学生体材料工学研究所無機生体材
料学分野

Bioactive titanium with visible light-responsive 
antibacterial activity
Masakazu Kawashita 
Department of Inorganic Biomaterials, Institute of 
Biomaterials and Bioengineering, Tokyo Medical 
and Dental University

　セラミックスの中には，少数ながら，骨欠損部に埋
入されるとその表面に骨類似アパタイト層を形成し，
同層を介して周囲の骨と結合する（生体活性を示す）
ものがある．そのような材料は生体活性セラミックス
と呼ばれ，Bioglass® や結晶化ガラス A-W がその例で
ある．
　1990 年代後半にはアルカリ加熱処理したチタンやそ
の合金も生体活性を示すことが見出され，現在ではア
ルカリ加熱処理（AHFIX®）を施した人工関節が臨床応
用されている．アルカリ加熱処理したチタンやその合
金の表面にはアナターゼやルチルといった酸化チタン

（TiO2）を含む層が形成され，それらが生体活性の発現
に寄与すると考えられている．
　一方，窒素や銅をドープした TiO2（N-TiO2 や Cu-
TiO2）は，可視光に応答して抗菌性を示す．したがって，
N-TiO2 や Cu-TiO2 を表面に形成させたチタンは生体活
性と可視光応答型抗菌性を示すと期待される．このよ
うな可視光応答型抗菌性と生体活性を併せ示す歯科イ
ンプラントは，インプラント周囲炎のリスクを低減で
きる可能性がある．
　本講演では，可視光応答型抗菌性と生体活性を併せ
示すチタンの開発に関する，演者らの取り組みを紹介
する．

トピックス
●チタン
●抗菌性
●生体活性

シンポジウム 1　Symposium 1

バイオマテリアルの拓く補綴歯科

Biomaterials pave the way to the future of prosthodontics
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機能性高分子をベースとした有機 - 無機ハ
イブリッドマテリアルの開発
小松周平
東京理科大学先進工学部マテリアル創成工学科

Development of organic-inorganic hybrid 
materials based on functional polymers
Syuuhei Komatsu
Department of Material Science & Technology, 
Tokyo University of Science 

　超高齢化が進む我が国では，骨欠損は重篤な疾患で
あり，今後も患者数は増加すると予測される．骨の治
療材料として，骨と接着し骨置換性の高い炭酸アパタ
イト（CO3Ap）から成る人工骨が注目されている 1）．骨
の再建と同時に薬物治療を行う材料があれば，速やか
な骨再生を実現し感染症などのリスクを低減できると
考えられる．講演では，骨再生のためのバイオマテリ
アル設計に関し我々の試みを述べる．
　当研究室では，低分子薬物を容易に内包可能なコア
セルベート液滴を形成する分解性温度応答性高分子を
合成した 2）．このコアセルベート液滴表面に炭酸カル
シウム（CaCO3）を付着させた後，結晶成長することで
CaCO3 をシェルに，薬物担持可能なコアセルベート液
滴をコアに持つコア - シェルカプセルを調製した．さら
に，CaCO3 シェルをリン酸化し CO3Ap にすることで，
骨誘導能など骨形成に必要な機能を付与できると考え
られる．これにより，単一の材料設計では成し得ない
複数の機能を持つ骨再生材料が作製できると考えられ
る．本講演では骨欠損治療に向けた有機 - 無機ハイブ
リッドカプセルの特徴を示す．シェルの構成材料は幅
広く選択でき，さまざまな特徴を持つカプセルを作製
可能である．この点も合わせて本講演で紹介したい．
1） K. Ishikawa et al., J. Ceram. Soc. Jpn, 2010, 118, 

341. 
2）S. Komatsu, et al., Langmuir, 2018, 34, 3981.

トピックス
●機能性高分子
●ハイブリッド材料
●骨再生

インプラント治療におけるバイオマテリア
ルの課題とは？
正木千尋
九州歯科大学口腔再建リハビリテーション学分野

What are challenges of biomaterials for implant 
treatment?
Chihiro Masaki 
Division of Oral Reconstruction and Rehabilitation, 
Kyushu Dental University

　歯科におけるバイオマテリアルを代表するものとし
てチタンやチタン合金を用いたインプラント（人工歯
根）が挙げられる．チタンは表層に形成される酸化膜
により高い生体親和性を示すことに加え，各種表面改
質を行うことで，より早期で確実な骨結合が得られる
ようになってきた．しかしながら，現在インプラント
患者においてはインプラント体の破折やインプラント
周囲炎，フッ素によるチタン表面の腐食やアバットメ
ント界面でのチタンの摩耗，チタンアレルギーなどが
問題となっており，材料学的な強度やバイオフィルム
形成，チタンの組織内溶出やアレルギーへの対応など
が喫緊の課題となっている．
　一方，インプラント治療におけるバイオマテリアル
としては，人工歯根だけでなく，人工骨，人工歯冠（上
部構造）なども重要である．人工骨として骨伝導能の
高いものが数多く開発されてきたものの，種類により
吸収量や吸収スピードが異なること，また薬剤との併
用なども行われているが，その有効性には個人差があ
るため，どの患者にどの材料を用いるべきかの基準が
統一されていないのが現状である．さらに，上部構造
にはジルコニアが多く用いられ，短期的には非常に安
定した材料であると言えるが，長期的な観点から特に
咬合面材料として最適な材料であるかはいまだ不明な
ままである．
　本講演では良好な臨床成績を収めているインプラン
ト治療に関して，現在どのような課題が残されている
か，臨床の現場がバイオマテリアルに期待する課題に
ついて議論したい．

トピックス
●チタン
●ジルコニア
●人工骨
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座長
津賀一弘
広島大学大学院医系科学研究科先端歯科補綴学
大野　彩
岡山大学病院新医療研究開発センター

Chairpersons
Kazuhiro Tsuga
Department of Advanced Prosthodontics, Graduate 
School of Biomedical and Health Sciences, 
Hiroshima University
Aya Kimura-Ono
Center for Innovative Clinical Medicine, Okayama 
University Hospital

　AI の医科領域での社会実装は着実に進んでいる．歯
科領域でも，AI を歯科疾患の診断，計画，治療に応用
する意欲的な研究が実施されている．特に画像診断領
域では，齲蝕や歯周病，変形性顎関節症等の画像診断
に関して，AI が専門医と同等の診断精度を達成したこ
とが報告されている．一方で，歯科治療や技工の手技
への AI の応用には，画像解析や音響解析とは異なる，
匠の技の再現に向けた AI の活用が求められている．
　近年，AI と親和性の高いデジタル補綴歯科診療フロー
が広く普及してきた．同時に，健康長寿への補綴歯科
の使命を考えると，口腔機能を適切に評価し，食と栄
養のレベルで健康増進に貢献することも強く求められ
ている．デジタルデンティストリーや口腔機能・栄養
摂取評価など，今後，補綴歯科に AI を活用したさらな
る質の向上と社会実装がなされねばならない．
　そこで本シンポジウムでは，AI の実装に向けて精力
的に研究を実施されている 3 名の先生方から，各方面
の最先端をご紹介いただく予定である．中原龍一先生
には，医科領域での AI 開発環境の現状をお教えいただ
くとともに，最新の AI 研究で得られた知見についてご
解説いただく．駒ヶ嶺友梨子先生には，デジタル技術
を用いた義歯作製への AI の活用について，玉田泰嗣先
生には，AI を用いた摂食嚥下機能評価について，補綴
歯科 AI 研究の最先端をご講演いただく．本セッション
を通して，AI 実装の現状や課題を知るとともに，将来
的に AI によって補綴治療がどのように変わるのかを論
じたい．

トピックス
●人工知能（AI）
●デジタル歯科
●機能評価

医療画像研究と AI 研究をつなぐ AI 研究プ
ラットフォームの利用方法
中原龍一
岡山大学病院整形外科

Usage of AI research platforms to link medical 
imaging and AI research
Ryuichi Nakahara 
Department of Orthopaedic Surgery, Okayama 
University Hospital 

　医療画像研究は，深層学習に代表される人工知能
（AI）の発展により大きく変わった．AI 研究が大きく
変わるきっかけとなったのは ImageNet に代表される
無料の大規模画像セットの出現である．画像研究で最
もコストがかかる画像収集コストがゼロとなった結果，
AI 研究は飛躍的に進んだ．AI 学者たちは画像だけで
なく，論文やプログラムも無料公開してお互いに共有
するようになり，AI 研究のさらなる飛躍のきっかけと
なった．このような AI 研究の公開文化を支えているの
は，AI 研究プラットフォームである．論文を無料公開
できるプレプリントサーバー（arXiv），無料でプログ
ラムを公開し開発チームの運用も可能なプログラムの
データベース (GitHub)，世界中の AI 技術者が集まりア
イディアを共有しながら AI コンテストを行うプラット
フォーム (Kaggle)．これらの AI 研究プラットフォーム
は AI 研究者だけでなく医療関係者も無料で利用できる
ため，医療画像 AI 研究の発展を大いに助けた．AI 研究
プラットフォームは画像 AI 研究と医療をつなげるだけ
でなく，画像 AI 研究と言語 AI 研究の接続も促し，画
像と言語を同時に扱う新しい AI 研究領域（Vision and 
Language: V&L）の出現につながった．V&L 領域の AI
プログラムも無料利用できるため，医療画像と電子カ
ルテの言語データを同時に扱う医療 AI 研究のきっかけ
となった．本発表ではこれらの AI プラットフォームの
利用方法や AI 研究の最新トピックスなどを概説する．

トピックス
●人工知能（AI）
● AI 研究プラットフォーム
●医療画像

シンポジウム 2　Symposium 2

AI と補綴歯科の未来

The future of artificial intelligence in prosthetic dentistry
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AI で全部床義歯のデザインは自動化される
か？
駒ヶ嶺友梨子
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科高齢者
歯科学分野

Is the design of the complete dentures 
automatized?
Yuriko Komagamine 
Department of Gerodontology and Oral 
Rehabilitation, Graduate School of Medical and 
Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental 
University 

　近年，デジタルデンティストリーの普及によって，
補綴装置の作製の多くがデジタル化された．補綴装置
の設計に関しても，CAD によるデジタル化が進み，歯
科用 CAD 上で行うデザインに置き換わってきた．
　全部床義歯補綴に関してもさまざまなデジタルワー
クフローが確立され，研究フェーズから臨床応用に至
る時期にきている．当分野で開発した手法では，無歯
顎顎堤と顎間関係記録を口腔内スキャナにてスキャン
し，歯科用 CAD を用いて，全部床義歯をデザインする．
そして，デザインをもとに 3D printed denture を作成
し，必要があれば最終印象・咬合採得と義歯試適を行
う．その後，印象体をスキャンし，最終義歯のデザイ
ンを行い，最終義歯はカスタムディスクを用いてミリ
ングマシンにより造形する．
　この手法では多くの部分がデジタル化されているが，
義歯のデザインは歯科用 CAD 上で歯科技工士または歯
科医師が行い，自動化はされていない．そこで，我々
は全部床義歯デザインの自動化を目指した取り組みを
始めた．全部床義歯のデザインは大きく分けて，以下
の 4 つのパートに分かれる．1．上顎中切歯切縁の位置
の決定，2．咬合平面の決定，3．人工歯排列位置の決
定，4．研磨面形態の決定．これらを自動化するうえで
AI を用いることを考えたが，一部の工程では AI よりも
多変量解析を用いたプログラムの方が有用である可能
性も見えてきた．
　本講演では，我々が取り組む全部床義歯デザインの
自動化において，AI とプログラムの使い分けを説明し
ながら，今後の展望について解説したい．

トピックス
●人工知能（AI）
●全部床義歯設計
●自動化

歯科から発信する新たな医療 AI
玉田泰嗣
長崎大学病院特殊歯科総合治療部・摂食嚥下リハ
ビリテーションセンター

Transmit the new medical AI from dentistry
Yasushi Tamada 
Department of Special Care Dentistry and 
Department of Dysphagia Rehabilitation, Nagasaki 
University Hospital

　歯周精密検査の記録において，検査者が臨床実習の
学生で，記録者が指導的立場の者である場合，記録者
の役割は単なる測定結果の記録だけに留まりません．
記録者は，全顎における歯周ポケットの深さや動揺度
などを俯瞰することにより，測定結果の矛盾点や疑問
点を検査者に指摘します．これらの指摘は，測定の精
度にも影響を与え，より正確な検査記録へと導きます．
このような記録者の役割をシステム化し，社会実装さ
せるためには，AI（Artificial Intelligence）技術が必要
になります．
　AI は，画像の中から特定の人や物体等を認識するこ
と，数値化されている情報の推移を予想すること，多
面的で大量な情報を分類し異常値を検出することなど
を得意としています．なかでも，画像データを扱う場
合は深層学習の一つである CNN（Convolutional Neural 
Network），時系列データを扱う場合は機械学習の一つ
である RNN（Reccurent Neural Network）が広く使わ
れています．このような AI 利用の具体例として，CNN
による１回嚥下量の推測および嚥下方法の推定，RNN
の一つである LSTM（Long Short Term Memory）によ
る嚥下運動における舌骨位置の推定など，頸部多チャ
ンネル表面筋電図を用いた嚥下機能評価などについて
紹介します．また，AI への理解をより深めるために，
AI 技術を使用しない表面筋電図の新しい分析技術であ
る NMF（Nonnegative Matrix Factorization）を用いた
筋シナジー解析について触れ，嚥下運動における随意
運動と反射運動を個別に評価できる可能性について言
及します．

トピックス
●人工知能（AI）
●機能評価
●摂食嚥下リハビリテーション
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座長
松香芳三
徳島大学大学院医歯薬学研究部顎機能咬合再建学
分野
堀　一浩
新潟大学大学院医歯学総合研究科包括歯科補綴学
分野

Chairpersons
Yoshizo Matsuka 
Department of Stomatognathic Function and 
Occlusal Reconstruction, Institute of Biomedical 
Sciences, Tokushima University Graduate School
Kazuhiro Hori 
Division of Comprehensive Prosthodontics, 
Niigata University Graduate School of Medical and 
Dental Sciences

　歯の欠損，歯質欠損による口腔機能の低下が生じて
いる患者に対し，我々は歯科補綴装置を装着し，機能
回復や審美回復を図っている．その治療効果は最終的
に全身の健康や栄養摂取，QOL の回復・改善に寄与す
べきものである．したがって，多角的な視点から主観
的・客観的に治療効果を評価し，補綴歯科医が確認し，
患者とデータを共有することは有益である．これまで
本学会員をはじめとする多くの研究者が治療効果に関
する多くのエビデンスを発表している．これらの研究
をレビューし，種々の観点から行われている最新の研
究を再確認することは重要である．
　今回は臨床アウトカム評価に関する研究を精力的に
実施されている 3 名の著名な先生方に補綴治療の臨床
アウトカムについて発表していただく．高阪先生には
補綴歯科治療のアウトカムとして評価するべき咀嚼能
力にどのような因子が関連しているのか，咀嚼能力と
全身疾患との関わりについて発表していただき，全身
健康のために咀嚼機能の維持の重要性を解説していた
だく．岩崎先生には口腔と栄養・食生活との関連性に
ついて，補綴歯科治療による介入研究を中心にエビデ
ンスを整理していただき，今後の課題・展望について
触れていただく．内藤先生には QOL 尺度の紹介，尺度
開発の方法論，QOL 評価に関連したエビデンスの解釈
に必要となる基本事項を概説していただくとともに，
歯科補綴分野における国内外の関連研究を紹介し，日
本における口腔関連 QOL の最新状況について報告して
いただく．今回のシンポジウムが会員の先生方の発展
に役立つことを期待している．

トピックス
●咀嚼機能
●栄養
● QOL

臨床アウトカムとしての咀嚼機能評価の重
要性
高阪貴之
大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座
有床義歯補綴学・高齢者歯科学分野

Importance of evaluating masticatory function as 
a clinical outcome
Takayuki Kosaka
Department of Prosthodontics, Gerodontology and 
Oral Rehabilitation, Osaka University Graduate 
School of Dentistry

　歯科治療のゴールとは何だろうか？「疼痛の消失」
や「外観の改善」など，歯科治療にはさまざまなゴー
ルがあると思われるが，補綴治療においては，「失われ
た口腔機能の回復」が達成すべき主なゴールであると
演者は考えている．口腔機能の中でも，とりわけ咀嚼
機能には，食物を細分化し消化を助ける以外に，味覚
をはじめとする口腔内の感覚を総動員して「おいしさ」
を楽しむなど，さまざまな目的がある．さらに，咀嚼
機能の低下により食習慣に偏りが生じ栄養バランスが
悪化することで，最終的には全身の健康や QOL に悪影
響を及ぼすことから，咀嚼機能は生命を維持するうえ
で必要不可欠な機能であると言える．
　補綴治療のアウトカムを「咀嚼」という視点から評
価するためには，咀嚼能力を客観的に検査し評価する
ことが重要であるが，その手法としては，実にバリエー
ションに富んだ試料や測定法が存在する．演者はその
中でも，食物を粉砕し細分化するという咀嚼の生理学
的意義に忠実な方法として，検査用グミゼリーによる
咀嚼能力評価法を，日常の臨床以外に都市部一般住民
を対象としたコホート研究で用い，咀嚼能力と全身疾
患との関わりを明らかにする研究に従事してきた．
　本シンポジウムでは，補綴治療のアウトカムとして
評価すべき咀嚼能力にどのような因子が関連している
のか，また咀嚼能力と全身疾患との関わりについて，
演者がこれまで得てきた知見の中から一部紹介させて
いただくとともに，全身の健康の入り口として咀嚼機
能を維持することの意義をお伝えできれば幸いである．

トピックス
●咀嚼機能
●全身疾患
●疫学

シンポジウム 3　Symposium 3

補綴治療は患者の何を改善できるか？：
臨床アウトカムを多角的に評価する

What can prosthodontic treatment improve in patients?
 Multifaceted evaluation of clinical outcomes
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健康な口腔から得られるもの　- 食・栄養を
中心に -
岩崎正則
東京支部

The benefits of good oral health: A scientific view 
from a nutritional perspective
Masanori Iwasaki 
Tokyo Branch

　大規模疫学調査結果から機能歯数（現在歯数 + 固定
性・可撤性補綴装置により補われた歯数）を多く保持
している者はそうでない者と比較してその後の死亡リ
スクが低いことが明らかになっている．口腔の健康と
健康長寿を結ぶ経路は複数挙がっているが，そのなか
でも「口腔疾患・歯の喪失→口腔機能の低下→栄養・
食生活への悪影響→全身への悪影響」というシナリオ
は古くから提唱され，栄養・食生活は口腔と全身の健
康を結びつける主要な経路の一つである．
　現在歯数の多寡のみではなく，義歯の使用や義歯の
適合状態が食・栄養状態と関連していることが観察研
究から報告されている．観察研究からの知見では「歯
科治療を行い口腔の機能を改善させたとき，それが食・
栄養状態の改善にも寄与するか」という問いに答える
ことはできない．このトピックについては長らくエビ
デンスが不足していたが，近年，日本の研究者を中心
に優れた介入研究結果が報告され，歯科治療と栄養指
導の組み合わせが食・栄養状態の改善に効果的である
ことが示唆されている．
　今回は，口腔と栄養・食生活の関連について，特に
補綴治療による介入研究を中心にエビデンスを整理し，
さらに今後の課題・展望について触れてみたい．

トピックス
●食事
●栄養
●疫学研究

口腔分野における QOL 評価
内藤真理子
広島大学大学院医系科学研究科口腔保健疫学

Quality of life assessment for oral health
Mariko Naito 
Department of Oral Epidemiology, Graduate School 
of Biomedical and Health Sciences, Hiroshima 
University 

　医療を評価するうえで，客観的指標のみならず主観
的指標にも目が向けられるようになっている．代表的
な主観的指標として，生活の質（Quality of Life；QOL）
や症状，満足度などが挙げられる．QOL は広く使用さ
れている言葉であるが，その定義やかかわる要因は着
目する分野によってさまざまである．
　健康に関連した QOL は幅広い概念を持ち，患者や一
般の人々の健康や医療効果を多面的に評価する．QOL
評価から得られたエビデンスは，医療現場では診療ガ
イドラインに反映し，標準的医療の供給に役立てるこ
とが可能となる．意思決定の共有においても有用性を
発揮し，患者と医療者間のコミュニケーションの改善
に活用できる．多職種連携の医療現場において，共通
のツールとしての働きも期待される．
　本セッションは，補綴治療の臨床アウトカムを多角
的に評価するうえで重要と考えられる，口腔分野の
QOL および QOL 評価について理解を深めることを目的
としている．QOL 尺度の紹介や尺度開発の方法論をは
じめとして，QOL 評価に関連したエビデンスの解釈に
必要となる基本事項を概説する．補綴分野における国
内外の関連研究を紹介し，日本人の口腔関連 QOL の最
新状況についても報告する．
　演者はこれまで QOL 尺度の開発に携わり，客観的指
標と QOL を組み合わせた調査研究を継続してきた．臨
床アウトカムとしての QOL の利活用に役立つ情報を提
供するとともに，補綴分野における今後の展望につい
て考察したい．

トピックス
● QOL
●主観的指標
●摂食
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シンポジウム 4　Symposium 4

若手からベテランまで！
補綴歯科領域におけるシステマティックレビュー入門

Introduction of systematic review in prosthodontics

座長
笛木賢治
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科咬合機
能健康科学分野
猪越正直
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科高齢者
歯科学分野

Chairpersons
Kenji Fueki
Department of Masticatory Function and Health 
Science, Graduate School of Medical and Dental 
Sciences, Tokyo Medical and Dental University
Masanao Inokoshi
Department of Gerodontology and Oral 
Rehabilitation, Graduate School of Medical and 
Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental 
University

　今日では，歯科治療においても根拠に基づいた医療
（EBM）を提供することは当然のこととなっている．歯
科医療に関するエビデンスとなり得る研究を遂行する
うえで，関連する先行研究を調査し，知見をまとめ，
レビューを行うことは非常に重要である．レビューの
一つの手法として，システマティックレビュー（SR）
がある．近年，臨床研究だけでなく，基礎研究に関し
ても SR が試みられるようになってきており，その需要
は増している．一方で，補綴歯科領域における SR を実
践するための手法を解説する講演は，これまでほとん
ど見当たらなかった．
　本シンポジウムでは，実際に SR を実践されている
経験豊富な講師の先生方に，SR の実際についてご解説
いただく予定である．笛木先生には，SR 実践のために
知っておくべき基礎知識について詳細にご説明いただ
く．前川先生には，過去に実際に行われた臨床的な内
容に関する SR を元に，定性的 SR を実施するうえでの
実際の手順と作法についてご解説いただく．最後に峯
先生には，材料関係の基礎研究・臨床研究に関する SR
について，具体例を元にご講演いただく予定である．
　本シンポジウムは，より実践的な内容とし，将来的
に聴講者の先生方が自身で SR を行い，論文投稿を目指
すことが可能となることを目標にしたい．

トピックス
●システマティックレビュー
●臨床研究
●基礎研究

システマティックレビュー実践のための基
礎知識
笛木賢治
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科咬合機
能健康科学分野

Basic literacy for conducting systematic review
Kenji Fueki
Department of Masticatory Function and Health 
Science, Graduate School of Medical and Dental 
Sciences, Tokyo Medical and Dental University

　レビュー（総説）は，特定の研究領域の情報を集約
し全体像を把握する際に有用な文献資料である．シス
テマティックレビュー（SR）はレビューの一様式で，
系統的で明確な方法により臨床的な疑問を定式化し
て，関連する研究の特定，選択，批判的吟味，および
採用した研究から情報を抽出して定性・定量的（メタ
アナリシス）に解析する．Cochrane Library は，ラン
ダム化比較試験を対象とした質の高い SR として知られ
る．Medline で検索すると SR の数は年々増加しており，
2021 年には約 3 万７千本が出版されている．その背景
として，根拠に基づく医療（Evidence-Based Medicine: 
EBM）へのパラダイムシフトがある．SR は，EBM のイ
ンフラとして機能し，診療ガイドライン作成時の基盤
となる．SR は , 臨床研究論文を情報源とし，方法の明
確化と透明性，結果の客観性と批判的吟味を行うこと
から，結論の確実性（エビデンスレベル）が高い．そ
のため，SR は，EBM の実践基盤としてだけでなく，系
統化・標準化された二次研究としての意義もある．
　SR は原著論文よりも引用される機会が多いため，雑
誌にとってはインパクトファクターの向上，研究者に
とっては被引用回数，H-index の点から出版する価値
が高い．そのため，近年では，SR は臨床研究だけでな
く基礎研究も対象として拡張しつつある．つまり，「SR
を実施して論文にできること」は多くの研究者にとっ
て重要なスキルと言える．そこで本講演では，会員の
先生方が SR を「読む」から「書く」立場になるための
基礎知識として，SR の特徴と実施から投稿に至るまで
のプロセスを概説する．

トピックス
● Evidence-Based Medicine
●診療ガイドライン
●エビデンスレベル
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定性的システマティックレビューの手順と
作法
前川賢治
岡山大学学術研究院医歯薬学域インプラント再生
補綴学分野

Procedures and rules for conducting qualitative 
systematic reviews
Kenji Maekawa
Department of Oral Rehabilitation and 
Regenerative Medicine, Faculty of Medicine, 
Dentistry and Pharmaceutical Sciences, Okayama 
University

　システマティックレビュー（SR）とは，コクラン共
同計画により「ある特定の課題に対して，全ての経験
的エビデンスをあらかじめ定めた基準で網羅的に収集，
評価，統合するもの」と定義されている．その統合の
プロセスが定量的に行われるか，定性的に行われるか
によって大別されるが，本講演では定性的 SR に焦点を
あてる．どちらの SR も，あるクリニカルクエスチョン
に対するその時点での結論を導き出すものであるため，
過去の経験的エビデンス（文献）収集のための作法は
同一である．すなわち，まず明確な PI(E)CO ならびに
文献の包含，除外基準の設定が重要となる．そして検
索のステップにおいては，各種特色のある検索データ
ベースから複数選択し，網羅的・体系的に文献収集す
るための検索式の設定にも配慮が必要となる．ここま
でのプロトコルが作成された時点で，世界的な SR レジ
ストリに登録したうえでのレビュー開始が推奨される．
最初に収集された文献は相当数であることも少なくな
く，一次スクリーニングから始まる各ステップを経て，
選択基準を満たす文献のみを採用する．定性的 SR では，
採用した一次研究結果に対する統計学的統合を実施す
る定量的 SR とは異なり，アウトカムとして各一次研究
からなるエビデンステーブルの提示，バイアスの関与
等に関する質的評価，批判的吟味を実施し，各エビデ
ンスのプロファイルを明示したうえで一定の結論を導
き出す．本講演では，これらの PRISMA チャートの各
ステップにおいて配慮，注意すべき点について，演者
のこれまでの経験や実例も含めて解説したい．

トピックス
●定性的システマティックレビュー
●エビデンステーブル
●質的評価

材料研究におけるレビューの実践：異なる
論文のデータを比較するプロセス
峯　篤史
大阪大学大学院歯学研究科クラウンブリッジ補綴
学分野

The reality of reviews in materials science: 
the process of evaluating data from different 
manuscripts
Atsushi Mine
Department of Fixed Prosthodontics, Osaka 
University Graduate School of Dentistry

　臨床において「どの材料が優れているか」を思案す
る機会は，幾度となくあるであろう．その際に容易に
得られる情報ソースは広告やパンフレットであるが，
さらに質の良いデータが必要となることが常である．
臨床研究から得られる結果はエビデンスレベルが高い
ものの，多くの場合（特に新規材料の場合），有益な臨
床アウトカムは存在しない．そして，基礎研究データ
から判断することとなるが，明確な結論が導き出され
るデータが一つの研究から得られることは稀であり，
複数の論文を目の前にして立ち止まることになる．
　一方，若手歯科医師が「A 論文で材料①が 31 MPa

（メガパスカル），B 論文で材料②が 27 MPa だったの
で，材料①を使用します．」と，発言したとする（つま
り，この若手歯科医師は 2 論文を前にして立ち止まっ
ていない）．それに対して上級医は「結論はともかくと
して，その『プロセス』はいかがなものだろうか？」
と指導することになるであろう．では，正しい『プロ
セス』はどうあるべきだろうか？　そもそも基礎研究
において，論文間のデータの違いは何によって生じる
のであろうか？
　本講演では上記のような現実と疑問を念頭において，
演者がレビュー執筆の際に経験したエピソードを紹介
する．まず，材料研究における臨床研究の実状を確認
したうえで，基礎研究データを比較する手法を解説し
たい．そして，演者らが工夫したポイントを具体的に
説明する．本シンポジウムで共有される情報や知恵が，
本学会会員からのレビュー論文執筆の促進に役立てば
幸いである．

トピックス
●基礎研究のレビュー
● A 論文の○ MPa と B 論文の□ MPa の比較
●レビュー執筆のための知恵
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座長
都築　尊
福岡歯科大学咬合修復学講座有床義歯学分野
村田比呂司
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科歯科補綴学分野

Chairpersons
Takashi Tsuzuki
Division of Removable Prosthodontics, Department 
of Oral Rehabilitation, Fukuoka Dental College
Hiroshi Murata
Department of Prosthetic Dentistry, Graduate 
School of Biomedical Sciences, Nagasaki University

　世界に先駆けて超高齢社会に突入した本邦において，
高齢者人口の増加はもとより，欠損歯列を持つ患者の
人口も増加していることは容易に想像できる．それと
同時に，多くの欠損形態に対応できる有床義歯は，こ
れまで多くの患者の食生活を支え，これからもそのニー
ズは絶えることはないであろう．
　義歯の床用材料には，その加工のしやすさや操作性，
強度，安価な材料費などの観点からレジンが伝統的に
用いられてきた．さらにその補強のためには，金属や
グラスファイバー，カーボンなどが用いられてきた．
このように我々に馴染みのある床用レジンであるが，
化石資源に由来するものであり，21 世紀に求められる
持続型の植物資源依存型の社会には必ずしも適合する
とは考えにくい．
　そこで本シンポジウムでは，植物由来のカーボン
ニュートラルな材料であるセルロースナノファイバー
研究に造詣が深い 3 名のエキスパートにご登壇いただ
く．東北大学の洪光先生から 100％セルロースナノファ
イバーの可能性について，福岡歯科大学の川口智弘先
生から高強度床用レジンの開発について，神奈川歯科
大学の二瓶智太郎先生からセルロースナノファイバー
の応用拡大についてご講演いただく予定である．本シ
ンポジウムを通して，補綴臨床が持続可能社会の実現
に貢献できる可能性について考えたい．

トピックス
●床用レジン
●植物由来
●持続可能社会

100% セルロースナノファイバーの義歯床用
材料としての可能性
洪　光
東北大学大学院歯学研究科歯学イノベーションリ
エゾンセンター

Possibility of pure cellulose nanofiber as denture 
base materials
Guang Hong 
Liaison Center for Innovative Dentistry, Tohoku 
University Graduate School of Dentistry

　現在，PMMA をはじめとするアクリルレジン系材料
は，その優れた操作性，加工性および強度などから，
補綴治療を含む歯科臨床で，長年にわたり幅広く使用
されてきた．しかしながら長期間使用における吸水，
乾燥や繰り返し荷重，バイオデグラデーションによる
機械的性質低下が破折・破損の原因となるなど，材料
学的に改善すべき課題も存在する．さらに，レジン系
材料は石油由来の化学物質であるため，重合過程にお
ける未反応成分や添加成分等の残留・溶出によるアレ
ルギー反応を含めた，材質そのものに由来する生体為
害性に対する懸念もある．加えて環境面からも，レジ
ン系材料の自然環境下での分解性のなさ，焼却時の有
毒ガスの発生など多数の問題を抱えている．そのため，
高強度かつ石油由来ではない新素材による歯科用材料
の開発の意義は非常に大きいと考えられる．
　“ 夢の新素材 ” と言われるセルロースナノファイバー

（CNF）は，ナノセルロースの一形態で，植物から化学
的または機械的処理により得られる幅が 10 ～ 20 nm，
長さが 1 μm 以上の繊維状の物質であり，軽量で高
強度，良好な寸法の熱安定性，化学修飾により親水性
にも疎水性にもなり得るなど，優れた特性を持ち，環
境負荷の少ない我が国の将来を担う次世代のバイオマ
ス素材として注目を集めている．そこで，本講演で
は CNF に関するこれまでの研究の紹介を通し，100％
CNF の義歯床用材料および義歯メンテナンス材料とし
ての可能性について考え，補綴臨床が持続可能な開発
目標の達成に如何に貢献していくかについて広く議論
したい .

トピックス
●義歯床用材料
● 100%CNF
●表面濡れ性

シンポジウム 5　Symposium 5

床用レジンを再考する：補綴臨床は SDGs に貢献できるか？

Reconsidering denture base resin. 
Can clinical prosthesis contributes to SDGs?
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セルロースナノファイバーを用いた高強度
床用レジン開発への取り組み
川口智弘
福岡歯科大学咬合修復学講座有床義歯学分野

Challenges for development of high-strength 
denture base resin with cellulose nanofiber
Tomohiro Kawaguchi 
Division of Removable Prosthodontics, Department 
of Oral Rehabilitation, Fukuoka Dental College

　良好な操作性や審美性など多くの利点を有している
PMMA は義歯床や人工歯の義歯用材料として現在も広
く使用されている．しかし義歯の破損は臨床において
頻繁に見られ，床用レジンのさらに高い強度が望まれ
る．
　そこで注目したのが高強度で高弾性率を有するセル
ロースナノファイバーである．この材料は樹木などの
植物細胞壁をナノサイズ（幅径４～ 20 nm）まで細か
くしたセルロース繊維を原材料とするカーボンニュー
トラルな素材である．そのためセルロースナノファイ
バーは環境負荷が少ない SDGs に適合する材料として注
目されている．
　近年，セルロースナノファイバーを活用する研究や
製品化が世界規模で行われている．日本では，令和３
年に閣議決定された「成長戦略フォローアップ」に「セ
ルロースナノファイバー等の高機能素材を活用した製
品等の開発を行う」と記載され，日本の国家戦略テー
マの一つとして取り上げられている．
　そこで，高強度のセルロースナノファイバーを義歯
用材料の補強繊維として用いれば，強くて軽い義歯用
材料を開発することができると考えた．植物由来の
材料へ切り替われば歯科医療におけるプラスチック
使用量を減らし，身近なかたちで SDGs への貢献と，
Society 5.0 への実現に大きなポテンシャルをもたらす
社会実装の試みにもつながる．
　そこで本シンポジウムでは，セルロースナノファイ
バーを床用レジンの補強繊維として研究することに
なった経緯から，当研究室におけるセルロースナノファ
イバー配合高強度床用レジン開発への研究の取り組み
を紹介し，今後の将来展望について述べたい．

トピックス
●床用レジン
●セルロースナノファイバー
● SDGs

セルロースナノファイバーを添加したアク
リルレジンの物性
二瓶智太郎
神奈川歯科大学歯学部臨床科学系歯科診療支援学
講座クリニカル・バイオマテリアル学分野

Pysical characteristics of acrylic resin with 
cellulose nanofibers added
Tomotaro Nihei 
Department of Clinical Biomaterials, Kanagawa 
Dental University

　セルロースナノファイバー（CeNF）は，木質組織を
化学的，機械的に処理してナノサイズまで細かく解繊
したもので，平均幅が数～ 20 nm 程度，平均長さが
0.5 ～数μm 程度のサイズの極細繊維状物質で，軽量で
ありながら鋼鉄の 5 倍以上の強度があり，熱による変
形が少なく，植物由来であるため環境負荷が少なく持
続可能な資源であり，そして豊富な森林資源が原料で
あるため膨大な資源量などの特徴があり，本国の研究
開発が先行している．CeNF はバイオナノファイバーの
一種で，当分野では補強効果，表面硬さ，空気中の水
分を吸着して伸びが向上する特徴を有する竹を原料し
たファイバーを用いて歯科材料への応用として研究を
進めている．
　その中でアクリルレジンは臨床において義歯床用材
料として使用され続けているが，衝撃強さが他の高分
子材料より劣り，義歯の破折を認める．当分野では，
クロスシートを複合化したアクリルレジンの強度向上
を報告しているが，技工操作が煩雑となり，アクリル
レジン自体の破折を伴った場合の修理が困難となる．
そこで，CeNF をアクリルレジンに添加することで，技
工操作も元来と変わらず，強度の向上が図れると考え
研究を進めている．その結果，CeNF を 1 wt% 添加した
アクリルレジンは強度が向上し，曲げ試験においても
破断しない現象を確認した．
　現在は多官能性モノマーへ CeNF を添加し，アクリ
ルレジンと同様に機械的強さの向上が図れるか研究を
進めている．この応用が可能となれば，歯冠修復用材
料としても適用範囲の拡大が示唆される．

トピックス
●セルロースナノファイバー
●アクリルレジン
●機械的強度
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口腔内スキャナーは臨床でこう使う

Clinical use of intraoral scanner

座長
疋田一洋
北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系デ
ジタル歯科医学分野
木本克彦
神奈川歯科大学歯科補綴学講座クラウンブリッジ
補綴学分野

Chairpersons
Kazuhiro Hikita
Division of Digital Dentistry, Health Sciences 
University of Hokkaido
Katsuhiko Kimoto
Department of Fixed Prosthodontics, Kanagawa 
Dental University

　口腔内スキャナーはデジタルデンティストリーのた
めに必須の医療機器として注目されており，近い将来
において幅広く普及することが期待されている．本学
会では，過去の学術大会において口腔内スキャナーに
関するシンポジウムやハンズオンセミナーを開催して
きたが，口腔内スキャナーの精度，スキャンスピード，
操作性などの性能向上は著しく，数年前よりもさらに
臨床現場での利便性が増している．それに加えて，口
腔内スキャナーからのスキャンデータを使用する CAD
ソフトウエア，加工機，シミュレーションソフトウエ
アなどの発展によって，デジタルデンティストリーの
応用範囲が広がり，幅広い臨床家が口腔内スキャナー
に興味をもち診療室への導入を検討するようになって
きた．
　そこで，本シンポジウムでは，日常臨床で口腔内ス
キャナーを活用する 3 名の臨床家の先生に，それぞれ
異なる 3 機種の最新の口腔内スキャナーを実際にどの
ように診療室で運用してるのか，従来の印象法と比較
して診療室やスタッフの作業がどのように変わったの
かなど，臨床を通じて得られた知見をお話しいただく．

トピックス
●口腔内スキャナー
●臨床応用
●デジタルデンティストリー

口腔内スキャナのインプラント・補綴治療
での活用ポイント
丸尾勝一郎
東京支部

Tips of intraoral scanners in implant and 
prosthodontic treatment
Katsuichiro Maruo
Tokyo Branch

　近年世の中のデジタル化が進む中，歯科においても
チェアサイドでのデジタル化が浸透しつつある．特
に，直接口腔内をスキャンする口腔内スキャナの登場
によって，これまで歯科医療従事者側が受けていたデ
ジタルの恩恵が，患者側にも大きなメリットをもたら
している．口腔内スキャナは単なる印象の代替ではな
く，患者とのコミュニケーションツールとしての用途
も非常に有効であり，その可能性は今後ますます広
がっていくことが予想される．一例として，治療後の
イメージをシミュレーションできる機能があるが，審
美補綴修復治療において，最終的なゴールを視覚的に
患者と共有できることは，非常に有効である．また，
インプラントのシミュレーションなどにおいても，ソ
フトウエア上で CBCT から得られた DICOM データと
重ね合わせることで，非常に簡便に埋入シミュレー
ションが可能となる．しかしながら，新しい技術を活
用する際には，その技術の原理やデメリットなども十
分に知っておく必要があり，その技術特有のコツなど
も存在する．そこで本講演では，口腔内スキャナを使
用する際の注意点やコツ，印象以外の活用法などにつ
いて，当院での取り組みとともにご紹介したい．

トピックス
●デジタル
●口腔内スキャナ
●インプラント補綴
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口腔内スキャナーがもたらす一般歯科診療
DX（デジタルトランスフォーメーション）
北道敏行
きたみち歯科医院

Digital transformation at intraoral scanner
Toshiyuki Kitamichi
Kitamichi Dental Clinic

　光学印象装置が考案されてからあと数年で半世紀を
迎えようとしている．内側性窩洞修復から始まった IOS
の臨床使用は，近年では総義歯補綴への応用やインプ
ラント診査診断，上部構造製作まで多岐にわたる．IOS
の普及は我々歯科医師や歯科医療従事者のみが恩恵を
うける時代は既に過去のものとなり，近年では IOS か
ら得られたデジタルデータを患者カウンセリングや口
腔内経過観察，あるいは一般歯科修復治療や補綴領域
において X 線診査と併用した初期隣接面カリエス診断
への応用など，一般開業歯科医師と受診患者への多大
な恩恵をもたらす様に進化してきている．これからの
時代 IOS に求められるのは総合力である．今回，一般
歯科診療所を運営する立場から見た iTero の歯科診療に
おける総合力やIOSを使用したデジタルトランスフォー
メーション（DX）に関してご報告したい．

トピックス
●光学印象の応用
●光学印象 DX
●即日修復

IOS はシリコン印象材の代わりとなり得るか？
一般歯科医院における IOS 活用の現状
佐々木英隆
エスデンタルオフィス

Can IOS replace the silicone impression?
Current status of using IOS in general
dental clinic
Hidetaka Sasaki
Es Dental Office

　日本の歯科界にデジタルデンティストリーという単
語が囁かれ出してからはや数年が経過し，この言葉は
その核となる機器，つまり IOS の普及とともに現在で
は一般的にも用いられるようになった．
　1980 年代より臨床応用が開始された IOS は現在では
大きな進化を遂げ，一般の歯科医院にも普及されつつ
ある．IOS を使用した口腔内直接光学印象法は，時短効
果，術式の簡易化，患者ストレス軽減，感染防止など
さまざまな利点を有し，また単純なデータ処理である
ため，印象材と石膏を使用する従来法であれば留意し
なければならなかった重合収縮や硬化膨張に対しても
特段の留意を必要としない．そしてチェアサイドに加
工機を置いて医院内で補綴物を製作する場合のみなら
ず，歯科技工所へ技工物製作を依頼する際においても，
劣化のないデータ送信にて迅速に依頼が完了するため
歯科技工所との連携という観点においても非常に有用
性が高い．また，IOS を使用した口腔内直接光学印象に
よって得られた口腔内の印象データにはさまざまな利
用用途があり，単純に歯冠補綴修復に利用するだけで
なく，インプラント治療時のプランニング，矯正治療，
画像診断など多岐にわたり，これらを利用することに
よって歯科治療を円滑に進めることができる．言うな
れば今まで石膏模型で行っていた口腔内情報のデータ
移行は避けられない変化であり，口腔内データ化の第
一歩となる IOS の使用は一般歯科医院においても重要
かつ不可欠なものとなっている．そこで今回のシンポ
ジウムでは一般的な開業歯科医院においての IOS 使用
の現状について報告する．

トピックス
●口腔内スキャナー
●デジタル印象
●デジタルデンティストリー
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機構認証を目指す日本補綴歯科学会専門医の認定制度，
研修機関と研修の概要

Outline of specialist system, training institution and training 
system of Japan Prosthodontic Society aiming for Japanese 

dental specialty board accreditation

機構認証を目指し改定された日本補綴歯科
学会の専門医制度：マクロの視点
河相安彦
日本大学松戸歯学部有床義歯補綴学講座

Newly revised Japan Prosthodontc Society 
specialist system aiming accrediation by Japanese 
dental specialty board: A macro perspective
Yasuhiko Kawai
Departmnnt of Removable Prosthodontics & 
Geriatric Oral Health, Nihon University School of 
Dentistry at Matsudo 

　2002 年に医療制度改革と医療機関の広告規制緩和に
基づき，厚労省告示（専門医告示）により広告可能な
専門医資格を認定する団体が定められ，歯科領域では
2003 年に日本口腔外科学会が広告可能な専門医資格と
して初めて認定された．2017 年に（公社）日本歯科医
師会，有識者および（一社）日本歯科医学会連合から
なる「歯科専門性に関する協議会（歯科医師専門医制
度構築のための第三者機構設立作業部会）」が設置され，
新たなる歯科専門医のあり方について協議され，（一社）
日本歯科専門医機構（以下，機構）が発足した．そし
て，2021 年 9 月に広告することができる事項の一部を
改正する告示が施行され，機構が行う専門性の認定を
受けた旨が広告開示可能となった．
　上記の経過の中で，国民に益し，しかも継続的に歯
科医療の向上に資するものであることを観点とした基
本方針が既に機構から示され，その基本方針に沿って，
歯科専門医の理念，考え方，制度の枠組みなどの検討
が，既に専門医資格が広告可能となっている５学会と，
新たな５領域で進んでいる．補綴歯科学会もその領域
の一つとして，基本方針に則り，複数回の意見交換会
を機構側と重ね，本学会の制度設計と認定・研修要件
について 2022 年 4 月から運用し機構の整備委員会を
経て，正式な認証に向け進んでいるところである．本
講演は，新たに改定された制度をマクロ的に概説し会
員諸氏に提供できる情報をわかりやすく説明すること
を念頭にしている．

トピックス
●専門医制度
●広告開示
●日本歯科専門医機構

座長
井野　智
神奈川歯科大学歯学部歯科補綴学講座有床義歯補
綴学分野

Chairperson
Satoshi Ino 
Department of Removable Prosthodontics, 
Kanagawa Dental University 

　本講演では，日本補綴歯科学会専門医制度の改訂に
あたり，これまでの取り組みと今後調整しなければな
らない詳細について，マクロの視点，ミドルの視点，
ミクロの視点という流れでご講演いただく．
　まず河相先生には，本学会修練医・認定医・専門医
制度委員会のお立場から，歯科専門医の理念，考え方，
制度の枠組みなど，日本歯科専門医機構と複数回の意
見交換会を重ねた状況と，それを踏まえた本学会の制
度設計と認定・研修要件について，新たに改定された
制度をマクロ的に概説していただく．つづいて木本先
生には，本学会修練医・認定医・専門医認定委員会の
お立場から，「認定研修機関の要件および認定基準」に
ついて，基本症例数（装置数）（症型分類の Level Ⅰ・
Ⅱ）と難症例数（Level Ⅲ・Ⅳ及び専門性の高い臨床技
能を有する補綴症例）に分類し，必要（適正）な症例
数などについて，各研修機関の事情に応じて総合的に
評価されることなど，専門医研修機関の認定制度の要
点についてご解説していただく．最後に鮎川先生には，
本学会教育問題検討委員会のお立場から，補綴歯科専
門医に求められる基本知識，診察・検査，診断，治療・
管理等の基本研修をベースにコンピテンスベースと
ケースシリーズベースの二本立てとした補綴歯科専門
医育成のための教育プログラムについてご説明いただ
くとともに，今般作成いただいた，各研修者の研修記
録や専門医取得までの進捗を一元管理できる「補綴歯
科専門医研修評価記録」をご供覧いただき，その運用
方法等，詳細についてご解説いただく．

トピックス
●補綴歯科専門医
●認定制度
●専門医研修
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機構認証を目指し改定された専門医・研修
機関の認定：ミドルの視点
木本克彦
神奈川歯科大学歯科補綴学講座クラウンブリッジ
補綴学分野

Newly revised accreditation of specialists and 
training institutions toward a Japanese dental 
specialty board: A middle perspective
Katsuhiko Kimoto 
Department of Fixed Prosthodontics, Kanagawa 
Dental University

　公益社団法人日本補綴歯科学会は，広告開示可能な
補綴歯科専門医（仮称）に関して，一般社団法人日本
歯科専門医機構（機構）との複数回に及ぶ意見交換会
を経て，2022 年 4 月から認定研修施設（甲・乙）の代
表指導医を中心に新制度の運用を開始し，正式な認証
に向けて準備を進めている．
　新制度における「専門医資格・更新の要件および認
定基準」については，旧制度に比べて，取得しなけれ
ばならない要件や単位数が増え，指導医・専門医の更
新・これから専門医を新たに申請する先生方によって
認定基準や更新・申請時期は個々に異なる．また，専
門医共通研修や新制度専門医の認定試験も新たな要件
として加わり，すでに新制度専門医の認定試験につい
ては，Web 形式にて記述試験が開始された．
　一方，「認定研修機関の要件および認定基準」につい
ても認定基準が新たに改定された．特に各認定研修機
関に求められる補綴症例は，基本症例数（装置数）（症
型分類の Level Ⅰ・Ⅱ）と難症例数（Level Ⅲ・Ⅳ及び
専門性の高い臨床技能を有する補綴症例）に分類され，
必要（適正）な症例数については，各研修機関に所属
する「専門研修医数」および「指導医・専門医数」と
補綴症例の難易度によって総合的に評価される．
　本講演では，会員の先生方に対して新たに改定され
た専門医・研修機関の認定制度の要点について解説し，
現時点での最新情報も併せて提供する．

トピックス
●補綴歯科専門医
●研修機関
●認定試験

機構認証を目指し改定された補綴歯科専門
医研修カリキュラム：ミクロの視点
鮎川保則
九州大学大学院歯学研究院口腔機能修復学講座

Newly revised curriculum for board certified 
prosthodontists aiming accreditation by Japanese 
dental specialty board: A micro perspective
Yasunori Ayukawa 
Division of Oral Rehabilitation, Faculty of Dental 
Science, Kyushu University

　専門医資格を広告表示可能にするためには，各学会
の専門医制度が（一社）日本歯科専門医機構（以下，
機構）の認証を受ける必要があることが厚生労働省告
示によって定められた．機構が掲げる専門医制度の基
本的理念として，プロフェッショナルオートノミーに
基づいた歯科専門医および歯科医療従事者の質を保証・
維持できる制度であること，国民に信頼され，受診先
の選択に際し良い指標となる制度であることが求めら
れ，（公社）日本補綴歯科学会ではこの理念に沿った補
綴歯科専門医の育成と生涯研修の制度を関係各委員会
の議論によって構築し，機構に認証を求めてきた．そ
の結果，本学会が提出した制度設計や認定要件につい
て，今年度から実際に運用しながら機構の整備委員会
の審査を受け，正式認定を目指すこととなった．
　補綴歯科専門医育成のための教育プログラムは，基
本知識，診察・検査，診断，治療・管理等の基本研修
をベースにコンピテンスベースとケースシリーズベー
スの二本立てとし，コンピテンスはマイルストーンに
より，ケースシリーズはルーブリックによって評価が
行われる．教育問題検討委員会では，各研修者の研修
記録や専門医取得までの進捗を一元管理できる「補綴
歯科専門医研修評価記録」を作成した．本講演では，
歯科補綴学初学者が専門医資格を得るための流れ，必
要な研修内容，評価記録の使用法等について概説する．

トピックス
●補綴歯科専門医
●教育カリキュラム
●補綴歯科専門医研修評価記録
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追加発言：専門医ケースプレゼンテーショ
ンのための補綴治療の難易度を評価する症
型分類
窪木拓男
岡山大学学術研究院医歯薬学域インプラント再生
補綴学分野

JPS treatment difficulty indices to apply for case 
presentation exam as a partial fulfilment of board 
certified fellow
Takuo Kuboki
Department of Oral Rehabilitation and 
Regenerative Medicine, Faculty of Medicine, 
Dentistry and Pharmaceutical Sciences, Okayama 
University

　専門医ケースプレゼンテーション試験において必須
な患者情報として，日本補綴歯科学会が定めた補綴治
療の難易度を評価する症型分類がある．本年 4 月より
機構認定専門医制度が試行期間に入り，会員各位より
具体的な症型分類の対応方法について説明してほしい
との意見を多々いただくようになったため，ご説明し
たい．現時点では，機構認定専門医の申請における暫
定猶予期間（2022 年～ 2029 年）においては，旧バー
ジョンの症型分類を使用することになっている．した
がって，この暫定猶予期間においては，旧バージョン
の症型分類を用いて症例の難易度を評価し，記載して
ほしい．この旧バージョンの症型分類は，治療が終了
した後からでも，術前の状態を振り返り評価できるた
め大変簡便である．日本補綴歯科学会は，将来に向け
て，症例データベース（リポジトリ）を他学会に先駆
けて構築しようとしている．このリポジトリにおいて
は，専門医ケースプレゼンテーションを行って頂いた
症例を電子的に保管できるが，この際，新バージョン
の症型分類も同様に記録でき，自動評価ができる様に
構築する予定である．この新バージョンは術前に必ず
患者の口腔関連 QOL を記録する必要があるため，振り
返って評価することはできない．したがって，これま
で治療されたケースを後ろ向きに評価することには向
かない．これからの申請を考えておられ，治療前の評
価が可能な会員各位におかれては，新バージョンにも
トライしていただき，将来のリポジトリに貢献してい
ただきたい．本内容は，鮎川先生のご講演の追加発言
として情報提供させていただく予定である．

トピックス
●症型分類
●難易度
●専門医申請
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座長
松香芳三
徳島大学大学院医歯薬学研究部顎機能咬合再建学
分野
藤澤政紀
明海大学歯学部機能保存回復学講座クラウンブ
リッジ補綴学分野

Chairpersons
Yoshizo Matsuka
Department of Stomatognathic Function and 
Occlusal Reconstruction, Institute of Biomedical 
Sciences, Tokushima University Graduate School
Masanori Fujisawa
Division of Fixed Prosthodontics, Department 
of Restorative & Biomaterials Sciences, Meikai 
University School of Dentistry

　診療ガイドラインは，健康に関する重要な課題につ
いて，医療利用者と提供者の意思決定を支援するため
に，システマティックレビューによりエビデンス総体
を評価し，益と害のバランスを勘案して，最適と考え
られる推奨を提示する文書である．また，指針は，エ
ビデンスが確立していないものの，現時点での最適と
考えられる推奨を示す文書である．このように，診療
上の決定には診療ガイドラインや指針を参考にする必
要がある．日本補綴学会診療ガイドライン委員会では，
これまで医療提供者と患者のために有益な診療ガイド
ラインを作成し，発表してきた．いくつかは日本歯科
医学会や日本医療機能評価機構（Minds）のガイドライ
ンライブラリに掲載されている．
　今回の診療ガイドライン委員会セミナーでは，「補綴
歯科治療過程における感染対策指針 2019」と「ブラキ
シズムの診療ガイドライン　睡眠時ブラキシズムの治
療（管理）について」を紹介するとともに，保険収載
されたブラキシズムに対する睡眠時筋電図検査に関し
まして解説していただく．會田先生には感染対策指針
ならびにコロナ禍の補綴歯科治療に関する感染対策を
解説していただく．水口先生には睡眠時ブラキシズム
の管理方法に関する診療ガイドラインを解説していた
だく．山口先生には保険収載されたブラキシズムに対
する睡眠時歯科筋電図検査に関して解説していただく．
本セミナーが皆様の診療の参考になることを期待して
いる．

トピックス
●感染対策
●睡眠時ブラキシズム
●診療ガイドライン

「補綴歯科治療過程における感染対策指針」
の改編について
會田英紀
北海道医療大学歯学部高齢者・有病者歯科学分野

Update of “Guideline of infection prevention 
practices in prosthodontic treatments”
Hideki Aita
Division of Geriatric Dentistry, School of Dentistry, 
Health Sciences University of Hokkaido 

　本指針は，市川哲雄理事長時代（2017-2019 年度）
に当時の診療ガイドライン委員会（小野高裕委員長）
と学術委員会（馬場一美委員長）が中心となって，旧
版を 12 年ぶりに改編したものである．改編にあたっ
て，診療ガイドライン（Clinical Practice Guideline）と
して作成することも検討したが，推奨を決定するため
のエビデンスが不足しているという判断から，旧版と
同様に指針（Guideline）としてまとめた．
　米国の CDC（Centers for Disease Control and Prevention）
が 作 成 し た 感 染 対 策 指 針「Summary of Infection 
Prevention Practices in Dental Settings」が既に広く浸透
しているものの，補綴歯科治療に焦点を当てた指針を作
成して，その指針を社会に向けて発信していくことは本
学会の責務であると考える．また，改編版では参考文献
のアップデートに加えて，
　1）ユニット表面の清拭消毒
　2）歯科用ユニット給水系の水質管理
　3）ハンドピースの滅菌
　4）口腔内スキャナーの消毒・滅菌
　5）廃棄物の処理
などの新たな項目も掲載されている．
　本指針が公開された翌月に日本で初の新型コロナウ
イルス感染者が報告され，その後の COVID-19 パンデ
ミックにより歯科医療を取り巻く環境も大きく変わっ
てしまった．本セミナーでは本指針の解説に加えて，
コロナ禍における補綴歯科治療における感染対策につ
いても考えてみたい．

トピックス
●感染対策指針
●歯科用ユニット給水系の水質管理
●口腔内スキャナーの消毒・滅菌

診療ガイドライン委員会セミナー　Clinical Practice Guideline Committe Seminar

知っておきたい感染対策，睡眠時ブラキシズム治療

Infection control and sleep bruxism management that we 
should know
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睡眠時ブラキシズムの管理方法に関する診
療ガイドライン
水口　一
岡山大学病院歯科・口腔インプラント科部門

Clinical practice guidelines for management of 
sleep bruxism
Hajime Minakuchi
Department of Oral Rehabilitation and 
Implantology, Okayama University Hospital

　睡眠時ブラキシズム（SB）は歯科補綴治療における
リスク因子として認識されてきたが，これまで評価方
法や治療法について充分なコンセンサスは得られてい
ない．一方，口腔機能の改善，維持，向上を目的とす
る日本補綴歯科学会会員は，SB 管理に関するエビデン
スを十分理解したうえで科学的合理性の高い診療を行
う必要がある．
　この「科学的合理性の高い診療」を行うため，我々
は教科書や学術雑誌，学会等に参加することにより最
新の研究成果の習得に努めている．しかし数多くの研
究成果が続々と報告されている現状では，個人の学習
努力で得られる情報には限界がある．さらに自己流の
解釈では，研究成果を恣意的に判断してしまう場合も
あり，最新エビデンスと実臨床の乖離を改善すること
は難しい．
　そこで導入されたのが診療ガイドライン （CPG） であ
る．この CPG では，最新のエビデンスを網羅的に検索
し，それらを科学的に判断することで，エビデンスに
基づいた最善の診療を実施するための推奨を提案する．
そのため，それを活用することで効果的に臨床レベル
の向上を図ることが可能となる．
　これまで診療ガイドライン委員会では，種々の CPG
の策定に取り組んできた．今回，睡眠時ブラキシズム

（診断編）につづき（管理編）を策定し，日本医療評価
機構の Minds（EBM 普及推進事業）ライブラリーに収
載された．そこで本セミナーにて，皆様に本 CPG 策定
の基盤となったエビデンスを紹介するとともに，SB 管
理方法の CPG について解説を行う．

トピックス
●診療ガイドライン
●睡眠時ブラキシズム
● Systematic Review

保険収載されたブラキシズムに対する睡眠
時歯科筋電図検査
山口泰彦
北海道大学大学院歯学研究院口腔機能学分野冠橋
義歯補綴学教室

Dental electromyography during sleep for bruxism 
covered by the public insurance
Taihiko Yamaguchi
Department of Crown and Bridge Prosthodontics, 
Division of Oral Functional Science, Faculty of 
Dental Medicine, Hokkaido University

　睡眠時ブラキシズム（SB）の臨床における診断・評
価は，歯ぎしり音の指摘や咬耗などの臨床所見に委ね
られてきた．しかし，その客観性や正診率の不十分さ
が指摘されており，実際には SB を行っていない患者が
SB 患者と診断され，不要なスプリント治療などが施行
される場合も少なくない．また，逆に SB が見逃され，
本来であれば適用を控えるべき治療が施されるリスク
もある．そこで，筋電図による客観的で定量的な検査
が SB 評価法として期待されてきた．しかし，宿泊の睡
眠ポリグラフ検査は研究が主体であった．また，携帯
型筋電計については，医療機器認証され SB 測定に適し
たものがほとんどなかった．そのような中，2018 年
12 月にデータロガー型のウェアラブル筋電計（株式会
社ジーシー，以下 W-EMG）が医療機器認証を取得し，
その後 2020 年 4 月には，SB に対する筋電図検査が
“ 睡眠時歯科筋電図検査 ” として保険収載されるに至っ
た．W-EMG では，全測定時間の波形を記録，表示でき
るため，波形の形態的特徴を観察し，その患者の睡眠
時筋活動の傾向を可視化できる．装置の着脱や操作は，
患者自身が自宅で簡単に行うことができる．一晩の波
形数も専用ソフトにより自動抽出，カウントすること
ができ，SB の多寡の評価を簡便に行うことができる．
　講演では，ウェアラブル筋電計の使用法，測定され
た筋電図波形の観察法，波形の定量的解析結果の評価
法など，睡眠時歯科筋電図検査を臨床で活かすための
要点をお話しする．

トピックス
●ブラキシズム
●ウェアラブル筋電計
●睡眠時歯科筋電図検査
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臨床スキルアップセミナー　Clinical Skill-up Seminar

インプラント補綴の勘所

Essentials for the implant prosthesis

座長
細川隆司
九州歯科大学口腔再建リハビリテーション学
越智守生
北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系ク
ラウンブリッジ・インプラント補綴学分野

Chairpersons
Ryuji Hosokawa
Division of Oral Reconstruction and Rehabilitation, 
Kyushu Dental University
Morio Ochi
Division of Fixed Prosthodontics and Oral 
Implantology, Department of Oral Rehabilitation, 
School of Dentistry, Health Sciences University of 
Hokkaido

　このセミナーでは，『インプラント補綴の勘所』と
題して，お二人のエキスパートの先生から，臨床にお
いて基本的かつ重要なテーマをエビデンスに基づいて
ご講演いただき，議論を深めることでインプラント補
綴治療に携わる先生方の明日の臨床のスキルアップに
役立つ内容が用意されています．まず，鮎川保則先生

（九州大学）より「インプラント補綴治療に求められる
印象採得の知識」という，極めてベーシックかつ一つ
として疎かにできないテーマについて，ご講演いただ
きます．インプラントと天然歯の印象の違い，アバッ
トメントレベルでの印象採得とインプラントレベルで
の印象採得の違い，さまざまな症例における印象方法
の選択，上部構造の設計におけるスクリューリテイン
とセメントリテインの選択などについて，エビデンス
に基づいた議論を深めていただくことになっています．
続いて，樋口大輔先生（松本歯科大学）からは「メイ
ンテナンスの勘所（－その上部構造は外しますか？－）」
という，興味深いテーマについてご講演いただきます．
補綴的偶発症（チッピング，セメントリテインの上部
構造におけるアバットメントスクリューの緩み，隣接
面コンタクトの緩み）への対応，メンテナンス時に外
した上部構造の粘膜面の観察など，多彩な臨床例を提
示していただきながら，改めてスクリュー固定の優位
性や，メインテナンス時の上部構造着脱の意義といっ
た古くて新しい臨床的なテーマについても議論して行
きたいと思っています．一人でも多くの先生方にご参
加いただき，さまざまな角度から議論を深めることが
できれば幸いです．

トピックス
●印象方法の選択
●上部構造の設計
●術後管理

インプラント補綴治療に求められる印象採
得の知識
鮎川保則
九州大学大学院歯学研究院口腔機能修復学講座

Essentials for the impression of implant prosthesis
Yasunori Ayukawa
Division of Oral Rehabilitation, Faculty of Dental 
Science, Kyushu University

　インプラント補綴治療は補綴装置を装着する対象が
規格化されているため，スキャンボディと口腔内ス
キャナー（IOS）を用いることによって三次元的な位
置を精度よく獲得することが可能であるなどデジタル
デンティストリーとの親和性が非常に高い治療といえ
る．一方で，多くの歯科医師にとって IOS は必ずしも
アクセシブルではなく，またそのような機器へのアク
セスが容易な大学所属の歯科医師でも，代診先では従
前の治療法を採らざるを得ないことは一般的であろう．
デジタルの手法を用いないインプラント補綴では印象
材を用いた印象採得が必須であるが，その際天然歯と
同じ材料を用いて同様の手技で印象採得を行うため，
天然歯と同じような考え方で印象採得を行うとピット
フォールに落ちる危険性が高い．特に，複数のインプ
ラント体を連結する補綴装置の場合の誤差は致命的で
あり，連結部の切断と口腔内での常温重合レジンによ
る仮連結，鑞着を繰り返して先に進まない経験をする
こともある．
　インプラント補綴の印象採得を行う際，インプラン
ト体を印象採得する場合とインプラント体に装着した
アバットメントの印象採得を行うケースがある．これ
らには選択基準があり，適切でない手法で印象採得を
行うと必ずといってよいほど補綴装置の不適合を招く．
また，補綴装置の固定をセメントで行うか，スクリュー
で行うかの違いも求められる印象の精度と関連する．
　本講演では，インプラント補綴の印象採得を中心に，
印象採得に関連した補綴装置の設計や装着について基
本的な内容をまとめてみたい．

トピックス
●インプラント補綴
●印象採得
●設計・装着
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メインテナンスの勘所
－その上部構造は外しますか？－
樋口大輔
松本歯科大学歯科補綴学講座

Essentials for the maintenance. How do you care 
for an implant prosthesis?
Daisuke Higuchi
Department of Prosthodontics, Matsumoto Dental 
University 

　インプラント治療は上部構造装着後の期間が非常に
長いことが特徴である．その長い予後の間には，私た
ちも患者もさまざまな偶発症を経験する．そしてその
程度によっては，上部構造を撤去し，修理や再製作が
必要となることがあることから，スクリュー固定の優
位性は多くの論文で指摘されている．しかし撤去の際，
問題となるのがドライバーの規格である．1990 年代よ
りこれまで，日本国内では 200 種類以上のインプラン
トが販売されてきた．この結果，転院した患者につい
ては，インプラントの特定から始める必要があり，さ
らに特定ができても既製のドライバーが適合しないこ
とがある．これは近年，臨床応用されている角度補正
が可能なスクリューの登場が１つの理由である．また
撤去後，上部構造の粘膜面，そして歯肉粘膜面を観察
すると，明らかに材料による違いが認められることか
ら，上部構造の設計，特に材料の選択は，インプラン
トの予後に大きく影響することが考えられる．
　本講演では，インプラント補綴の術後管理における
偶発症やメンテナンスのために撤去した上部構造の粘
膜面の観察症例を提示したい．そして，メインテナン
ス時の上部構造着脱の意義といった古くて新しい臨床
的なテーマについて，議論を提案できれば幸いである．
特に今回は，これからインプラントを始める若手歯科
医師に向けて，基本的な事項を臨床例を交えてお話す
る予定である．

トピックス
●術後管理
●上部構造
●設計・材料
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臨床リレーセッション 1　Clinical Lecture Series 1

部分床義歯の設計を極める
－支持・把持を高めるために何を考えるのか－

Mastering removable partial prosthodontics design 
- What is the proper approach to enhance support and bracing? -

支持と把持を考慮した部分床義歯の基本設計
武部　純
愛知学院大学歯学部有床義歯学講座

Basic concept and design of removable partial 
dentures: Support and bracing consideration
Jun Takebe
Removable Prosthodontics, School of Dentistry, 
Aichi Gakuin University

　部分床義歯補綴においては，義歯に加わる咬合圧に
抵抗して沈下を抑制する（支持）作用，水平力に抵抗
して水平的動揺を抑制する（把持）作用，離脱力に抵
抗して浮上を抑制する（維持）作用に則り，支持・把
持・維持の順番に設計を考えることが重要である．具
体的には，レスト・義歯床・小連結子，隣接面板・大
連結子・支台装置維持部（クラスプ）の設計手順とな
る．これにより，動揺の少ない義歯の設計を図ること
ができ，義歯への機能圧負担を支台歯と欠損部顎堤粘
膜の両者に配分させることが可能となる．
　実際，日常臨床にて経験することの多い遊離端義歯
の症例では，歯列弓内で支台歯間線が複数になるよう
に多角化を考慮して複数歯へレストを配置すること，
適切な義歯床形態，支台歯の負担軽減，小連結子・隣
接面板と平行なガイドプレーンを支台歯軸面部へ設定
することにより把持作用の向上を図ること（義歯着脱
方向の規制，義歯側と支台歯軸面部との摩擦維持効果），
大連結子による支持・把持作用の向上を図ることなど，
これらの要素が十分に発揮できるように設計を工夫す
ることで，義歯の安定が期待できると考える．
　そこで，「部分床義歯の設計を極める」と題する本
セッションでは，「義歯の動きを抑える」ために重要
な支持・把持作用の効果をどのように義歯設計の中で
捉えて部分床義歯補綴臨床へ活かしていけばよいのか，
症例を提示するとともに，設計原則について国内外で
活用されている部分床義歯補綴の書籍を再確認しなが
ら述べていきたいと考えている．

トピックス
●支持・把持
●部分床義歯
●基本設計

座長
山下秀一郎
東京歯科大学パーシャルデンチャー補綴学講座
谷田部　優
東京支部

Chairpersons
Shuichiro Yamashita
Removable Partial Prosthodontics, Tokyo Dental 
College
Masaru Yatabe 
Tokyo Branch

　部分床義歯の設計原則は，動揺の最小化，予防歯学
的配慮，破損の防止，および生体追従性の４点に集約
される．動揺の最小化をはかるためには，リジッドサ
ポートの概念が一般的であるが，これを実現するため
にはコーヌステレスコープに代表される連結強度の高
い支台装置が必要となる．しかし，すべての症例でコー
ヌステレスコープを用いることができるわけでなく，
大多数がクラスプ義歯である．残念ながら，クラスプ
義歯を用いた場合には，どうしても「高い連結強度」
イコール「強い維持力」と考えられがちである．
　支持を担う組織が多岐にわたる部分床義歯では，動
揺を抑制するための「強い維持力」は誤りであり，義
歯の可動方向を限定し支台歯に対する負担過重を軽減
する設計が要件となる．義歯の動揺を抑制するとはど
ういうことなのか，それを実現するためにどのような
工夫が必要なのか，さらに支台歯への負担過重をどの
ように軽減するのかなど，疑問は尽きない．
　この企画では２名の本学会指導医と歯科技工士を交
えて，両者の立場から議論を行いたい．武部　純先生
からは，国内外で活用されている部分床義歯補綴の書
籍をもとに義歯の設計原則について，加藤光雄先生か
らは，義歯構造の水平的配置のみならず「高さ」を考
慮に入れた立体的設計の概念の重要性について，さら
に，青木　勇先生からは，適切に機能する支台装置の
実現に向けた理論と実践についてご講演をいただく予
定である．
　多くの先生方が，「外れにくく，外しやすい義歯」と
いう概念を正しくご理解いただけることを願ってやま
ない．

トピックス
●部分床義歯
●設計
●連結強度
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立体的設計の概念に基づく最小限の維持
加藤光雄
東京支部

Minimal retention based on the concept of three 
dimensional design
Mitsuo Kato
Tokyo Branch

　部分床義歯の設計は，欠損様式を分類し名の知れた
支台装置を理想的に配置することという誤解が蔓延し
ている．一人の患者の欠損様式は個性であり，欠損自
体は疾患とは限らない．そこにお仕着せの理想的設計
の義歯を装着すると，機能回復どころか傷害にも繋が
る．“「パチン」と入る義歯 ” や “ バネ，締めときまし
た ” は支台歯の喪失，欠損の拡大を招く．コーヌステ
レスコープ義歯の装着で，リムーバーを患者に手渡し
てはならないのである．患者の幸せな一生に寄与する
のは，「外れにくく，外しやすい義歯」の実現である．
　クラスプ義歯の設計手順で，支持・把持・維持の順
に各義歯構造を設定していく技法は広まってきている
と信じたい．「外しやすい義歯」は，支台装置の維持力
を最小化することによってのみ実現可能となる．この
最小の維持力でさえも支台歯への為害性があり，これ
を最小化する技法を第 130 回学術大会で提案した．こ
れは義歯構造の水平的配置に加えて「高さ」を考慮し
た立体的設計への概念の拡大である．義歯設計を三次
元空間座標で標点を元に展開することで三次元 CAD へ
の応用の門戸が開かれる．
　使用中に「外れにくい義歯」を実現するためには，
最小化した「維持」を増すことなく，「把持」で機能的
な安定を実現しなくてはならない．義歯の機能時の動
態における離脱への対応が必要であり，ここでも立体
的設計の概念が有効性の決め手となる．「維持」の増強
に頼らない義歯の設計の手順があってこそ，補追され
るインプラントを義歯の支台に有効に参画させる手法
が拓ける．

トピックス
●クラスプ義歯
●立体的設計
●最小限の維持

レシプロカルエーカースクラスプ
―外れにくく外しやすい義歯をめざして―
青木　勇
東京支部／有限会社ライズアオキ

Reciprocal akers clasp -Theory and practice of 
removable partial denture design that is hard to 
come off but easy to remove-
Isamu Aoki
Tokyo Branch/RISEAOKI Co.

　部分床義歯のフレームワークの製作に携わる中で，
かねてより気になっていたことがあった．調整作業中
のメタルフレームを作業用模型から着脱する際，程度
の差こそあれ必ずと言っていい程，左右側の支台装置
の位置をシーソーのようにかわるがわるずらしていく
ような，ギクシャクした動きになってしまう．すべて
の支台装置をスムーズな動きの中で決められた方向に
着脱できていない状況が生じていた．
　ある時，その動きの中で維持力の強弱を判断してい
る事に疑問を抱いた．「そもそも歯科医師もこのような
動きは想定していないはず．なぜ設定した方向通りに
着脱できないのか？どうしたら設計の意図を具現化す
ることが出来るのか？」そこからクラスプ製作の試行
錯誤が始まった．
　超高齢社会を迎えた我が国においては，部分床義歯
のニーズは高まるばかりである．高齢者歯科学の教科
書には，部分床義歯に求められる要件として，着脱が
容易であることという内容が必ずあげられている．誤
解していただきたくないのは，着脱が容易であっても
咀嚼運動中には義歯が動揺することなく適切に機能し
ていることが重要なのである．
　本シンポジウムでは，機能時の意図しない離脱の動
きには適切に抵抗し，一方，着脱は最小限の力と動き
でスムーズに行えることを目指したクラスプ製作の現
在地を，エーカースクラスプを例にとり理論編と実践
編に分けて解説する．聴衆のみなさんと「外れにくく，
外しやすい義歯」の進化に向けた議論が深められるこ
とを期待する．

トピックス
●外れにくく外しやすい義歯
●拮抗作用
●レシプロカルエーカースクラスプ
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臨床リレーセッション 2　Clinical Lecture Series 2

補綴医が知っておきたい歯科訪問診療の基礎知識

Basic knowledge for prosthodontists regarding home-visit 
dental treatment

座長
會田英紀
北海道医療大学歯学部高齢者・有病者歯科学分野
古屋純一
昭和大学歯学部高齢者歯科学講座

Chairpersons
Hideki Aita
Division of Geriatric Dentistry, School of Dentistry, 
Health Sciences University of Hokkaido
Junichi Furuya
Department of Geriatric Dentistry, Showa 
University School of Dentistry

　歯科診療の対象者や診療の場の多様性は増しており，
それに対応することが補綴医にも求められている．特
に訪問診療の場では，外来診療とは異なる対象者と環
境で専門性を発揮する必要がある．
　歯科訪問診療では外来診療と比較して不確実性が高
いとも言い換えることができるが，安全な医療が第一
であるのは言うまでもない．訪問診療の対象者には多
くの疾患が併存しており，また，身体的予備能力が低
下していることが多い．そこで，まず猪越正直先生に
は，訪問診療で対応する頻度が高い疾患を中心に，補
綴医が必要となる全身状態の評価と具体的な対応方法
についてご講演いただく．
　一方で，訪問診療における補綴治療は，単に治療方
法や器具が外来診療と異なるというだけではない．歯
科治療のゴール設定も外来とは異なる考え方が必要に
なる．患者の潜在的ニーズを的確にとらえ，口腔機能
の回復を通じて，補綴医としてどのようなアプローチ
ができるかについて，猪原　健先生にご講演いただく．
　本臨床リレーセッションを通じて，訪問診療におけ
る補綴治療が，より安全に，かつ，より患者の生活の
質を向上させるものになることが期待される．

トピックス
●訪問診療
●全身管理
●有床義歯

症例から学ぶ：歯科訪問診療で知っておき
たい全身疾患とその注意点
猪越正直
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科高齢者
歯科学分野

Learning from cases: Mandatory knowledge 
regarding systemic diseases on home-visit dental 
treatment
Masanao Inokoshi
Department of Gerodontology and Oral 
Rehabilitation, Graduate School of Medical and 
Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental 
University

　超高齢社会を迎えた日本では，高齢者の人口は増加
し続けている．このような背景から，歯科訪問診療の
需要も高まっている．歯科訪問診療の現場では，歯科
医院に通院不可能な患者の歯科診療を行うため，院内
での診療よりもリスクの高い有病高齢者を診療する場
面が非常に多い．一方で，高齢者の歯科診療では，抜
歯やその後の欠損歯列に対する補綴歯科処置が必要と
されるケースに多く遭遇することから，補綴歯科専門
医が活躍できる場面が多いと考える．
　歯科訪問診療の現場では，さまざまな全身疾患，全
身状態の患者を診療する必要があるため，適切な全身
疾患の知識や全身管理の方法を理解していないと危険
な場面もあり得る．また，服用薬剤が歯科治療に影響
する場合もあり，薬に関する知識も必要となる．この
ように，歯科訪問診療で遭遇することの多い疾患やそ
れに関連する薬剤や偶発症への対応に関する知識を整
理しておく必要があると考える．
　本講演では，歯科訪問診療で実際に対応した症例を
いくつか供覧しながら，脳血管・循環器疾患，認知症・
神経難病といった全身疾患の中でも代表的なものをい
くつかご紹介し，歯科訪問診療では欠かすことができ
ない医科担当医との連携や，歯科訪問診療を行ううえ
で注意するべき点について整理しお話しする予定であ
る．

トピックス
●全身疾患
●全身状態評価
●補綴歯科処置
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在宅療養者への生活サポートを行う手段と
しての補綴診療と社会的アプローチ
猪原　健
中国・四国支部

Prosthodontic practice and social approach as a 
means of supporting whole life of homebound 
patients
Ken Inohara
Chugoku & Shikoku Branch

　「 為 す べ き か， 為 さ ざ る べ き か， そ れ が 問 題 だ 」
シェークスピア・ハムレットの有名なセリフだが，在
宅療養者への補綴を考える際，いつもこの言葉が頭を
よぎる．補綴の治療計画の立案以前の問題として，そ
もそも補綴介入すべきなのか，もっと言うと補綴介入
をしてよいのか，を考えなければならない．例えば，
脳卒中による手指の巧緻性の低下などにより自力での
義歯の着脱が困難，独居で家族の介助も期待できない，
ヘルパーも週 1 回の介入のみでデイサービスにも行っ
ていない．こんなケースでは，一度装着してしまった
義歯は，二度と外して洗浄されることはないだろう．
義歯は細菌繁殖の温床となり，顎堤粘膜は赤くただれ，
誤嚥性肺炎の原因となってしまう．補綴を行うことに
よって食事に関する機能の回復を十分期待できるよう
なケースであっても，適切な継続介入が出来ず，補綴
による為害作用の方が今後大きくなることが予想され
る場合，あきらめざるを得ないこともある．しかし，
それでよいのだろうか．
　補綴は手段であって目的ではない．患者が人生の最
後まで豊かな生活を送れるようにサポートするのが医
療者の務めであり，その時どきで必要かつ有効な「手
段」を用いて，長期的な視野での寄り添いが必要とな
る．そのためには，個々の患者の抱える医科疾患に対
する適切な知識と，本人の意向や家族を含めた生活背
景の十分な把握が必要不可欠である．そしてそれを踏
まえたうえで，狭義の医療だけでなく，生活面や社会
的アプローチまで行うことで，対人援助職である歯科
医師の任を果たしたこととなる．

トピックス
●生活支援
●補綴介入
●社会的アプローチ
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インプラント治療後に生じた欠損歯列の評
価とリスクの予測
内田剛也
西関東支部

Clinical evaluation and risk analysis for partially 
edentulous after treatment with implant-
prostheses
Takeya Uchida 
Nishi-kanto Branch

　欠損補綴の手段としてのインプラント補綴は，咀嚼
効率の向上や残存歯保護の観点から大きな利益をもた
らしたといえる．しかし普及に伴い，インプラント周
囲炎や対合歯の破折等のトラブルも問題となってきて
いる．このようなトラブルの原因のひとつとして，荷
重負担となる外傷性咬合の関与が大きいと感じている．
本講演ではインプラント補綴後に，新たに生じた欠損
の病態の様相から，症例をカリエスタイプ・ペリオタ
イプ・パワータイプの病因に分類し，治療後の経過を
提示する．また歯周治療後のメインテナンス時に抜歯
となる原因の第 1 位が歯根破折であるいう Axelsson ら
の報告から，関連性が疑われる TCH（Tooth Contacting 
Habit: 上下歯列接触癖）・態癖・習慣性咀嚼側，下顎前
歯叢生を伴うパワータイプの症例を提示する．特に習
慣性咀嚼側については，片側顎関節円板前方転位側と
習慣性咀嚼側との一致性についての Minagi らの報告に
基づき，習慣性咀嚼側に生じる補綴装置の損耗や，動
揺を伴う進行した歯槽骨吸収，歯の病的移動や歯肉退
縮との外傷的な咬合力との関連性ついてご参加の先生
方とともに考えたい．最後に症例タイプの誤診からイ
ンププラント治療 13 年後に欠損の拡大進行が生じ，補
綴装置を部分床義歯に変更するに至ったパワータイプ
症例の 21 年の経過を通して，治療後の安定した予後の
ためにも，内在するリスクや兆候を見逃がさないこと
の重要性を認識した症例を自己反省の意味からも報告
したい．

トピックス
●外傷性咬合
●パワータイプの症例
●習慣性咀嚼側

座長
荻野洋一郎
九州大学大学院歯学研究院口腔機能修復学講座ク
ラウンブリッジ補綴学分野
和田誠大
大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座
有床義歯補綴学・高齢者歯科分野

Chairpersons
Yoichiro Ogino
Section of Fixed Prosthodontics, Division of Oral 
Rehabilitation, Faculty of Dental Science, Kyushu 
University
Masahiro Wada
Department of Prosthodontics, Gerodontology and 
Oral Rehabilitation, Osaka University Graduate 
School of Dentistry

　インプラント補綴治療は単なる欠損回復ではなく，
口腔機能の回復と残存組織の長期的な保全を目指すも
のであることは言うまでもない．インプラント補綴治
療の普及に伴い，インプラント補綴装置を有する患者
に新たな欠損が生じ，補綴介入が必要となるケースも
増えてきている．インプラント補綴装置の特異性や患
者の個々の条件を考慮した場合，我々は何を考え，そ
してどのように対応すべきであろうか？
　本セッションでは，インプラント補綴治療に造詣の
深い 3 名の講師の先生にご登壇いただく．内田剛也先
生にはさまざまな内在リスクを抱える長期経過症例を
通して，インプラント補綴治療適用後に生じる口腔内
の変化について提示いただき，そのリスク評価や欠損
の拡大を生じさせないポイントを紐解きたい．さらに
近藤祐介先生ならびに永田浩司先生には，インプラン
ト補綴装置を有する患者に生じた新たな欠損に対し，
実際に行った補綴介入についてその背景と勘所を提示
していただくとともに，将来的な再介入までを考慮し
た補綴設計についても解説いただく．患者に生涯にわ
たりインプラント補綴治療の有効性を最大限提供でき
るよう，患者のライフステージの変化に応じた治療計
画の立案や治療介入に関してさまざまな切り口で本
セッションを掘り下げたい． 

トピックス
●外傷性咬合
● IARPD
●戦略的抜歯

臨床リレーセッション 3　Clinical Lecture Series 3

インプラント補綴患者に生じる欠損歯列：
次の補綴介入は何を選択するのか？

Which prosthodontic interventions can be selected 
when the patients with dental implants lose their teeth?
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再補綴治療介入 - 既存インプラントを使っ
た次の一手を考える -
近藤祐介
九州歯科大学口腔再建リハビリテーション学分野

Prosthodontic retreatment -Consideration of the 
next move with remaining dental implants-
Yusuke Kondo
Division of Oral Reconstruction and Rehabilitation, 
Kyushu Dental University

　インプラントは欠損補綴において有効な治療オプ
ションとして確立され，広く用いられている．補綴治
療が長期間機能し次の補綴治療介入が必要ないに越し
たことはないが，実際にはインプラント治療をすでに
受けた患者に新たな欠損歯列が生じ，再び補綴治療介
入を必要とする機会に多々遭遇する．再度の補綴治療
介入となった場合，なぜインプラントがすでに口腔内
に存在すると悩むことになるのか？その理由としてイ
ンプラント治療の特殊性，例えば，長期に機能するこ
と，上部構造にリトリバビリティを与えることができ
ること，高額な治療費が必要なことなどが挙げられる．
またインプラントシステムによって治療オプションに
制限があったり，患者の全身状態やライフステージに
より選ぶべき方法も異なる．インプラントの特性を理
解し多くの治療オプションを準備し，すでに口腔内に
存在するインプラントを有効に用いて次の補綴治療介
入ができれば，患者と歯科医師の両者にとって非常に
有益な結果となるはずである．しかしそのストラテジー
が十分に確立されているとは言い難く，これからの補
綴治療のため解決しなければならない課題である．
　本講演では，すでにインプラントが口腔内に存在す
る患者に再び補綴治療介入する際の考え方や治療オプ
ションだけでなく，将来起こりうる次の補綴治療介入
を考慮したインプラント治療について症例と文献的考
察を交えて提示したい．ご参加される先生方とディス
カッションを行い，明日からの臨床に役立つ内容とな
れば幸いである．

トピックス
●インプラント
●カンチレバー
● IARPD

インプラント治療時の戦略的抜歯
既存補綴装置の改変と追加埋入の考え方
永田浩司
東京医科歯科大学生体補綴歯科学分野

Strategic teeth extructions for implant-supported 
prosthetic rehabilitations
Kohji Nagata
Department of Advanced Prosthodontics, Tokyo 
Medical and Dental University

　インプラント治療は，欠損補綴治療として広く認知
され普及している．そのため，すでにインプラント治
療が行われた患者に対して，追加でインプラント治療
を行う機会は増加している．追加のインプラント治療
は，外科的侵襲を伴うことや経済的理由，既存の補綴
装置の修理改変が難しいことから，初回のインプラン
ト治療よりも，臨床医が感じる治療の難易度は高い．
こうした追加のインプラント治療の頻度は，予後不良
歯のみならず健全歯も含めた戦略的抜歯をインプラン
ト治療前に行うことで，減少させられる可能性がある．
しかし，戦略的抜歯の基準や追加のインプラント治療
の治療指針は情報が不足しておりコンセンサスが得ら
れていない．そのため本講演では上記トピックスに対
し，戦略的抜歯を選択した診断基準と追加のインプラ
ント治療の注意事項を症例を交えながら文献的な考察
を加え概説する．
　講演の中で，初回のインプラント治療後に追加の欠
損が生じ，残存する予後不良歯のみならず健全歯も含
め戦略的な抜歯を行い，追加のインプラント治療と補
綴装置の修理改変で対応した３症例を提示する．戦略
的抜歯を補綴介入に先立ち行うことで，一生涯におけ
る合計のインプラント埋入本数，治療回数，経済的負
担の軽減を図ることができ，補綴治療の難易度を下げ
ることができた．今後，増加していくインプラント治
療後の難症例に対し , 本講演で共有する知見やデシジョ
ンツリーが，会員の皆様の日常臨床の一助となれば幸
いである．

トピックス
●即時荷重
●即時修復
●戦略的抜歯
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磁性アタッチメントの保険収載と診療ガイ
ドライン
秀島雅之
東京医科歯科大学病院 義歯科 （専）快眠歯科（い
びき・無呼吸）外来

Dental insurance system and clinical practice 
guidelines for magnetic attachment
Masayuki Hideshima
Dental Clinic for Sleep Disorders (Apnea and 
Snoring),　Tokyo Medical and Dental University 
Hospital

　歯科用磁性アタッチメント（Magnetic Attachmennt，
以下 MA）は 2021 年 9 月より，C2 区分（新材料・新
技術）にて保険収載され，2022 年度の歯科診療報酬改
定でも新設事項として紹介されています．ただ，その
適応症等の詳細は，「実施に当たっては関連学会の定め
る基本的な考え方を参考とする．」とのみ記載され，日
本歯科医学会のホームページに「磁性アタッチメント
を支台装置とする有床義歯の診療に対する基本的な考
え方」として，適応症，義歯設計の要点，診療手技，
MRI 検査時の注意点等が紹介されています．
　日本磁気歯科学会では 2009 年より医療委員会で，
学会員宛に MA の保険導入の是非に関するアンケート
調査と，診療ガイドライン策定に取り組み，保険収載
は反対意見が多かったため見送りましたが，診療ガイ
ドラインは臨床上の疑問（CQ: Clinical Question）のア
ンケート調査から代表的な CQ 12 題を選定し，各施設
に依頼して策定を進め，「磁性アタッチメントの診療ガ
イドライン 2013」として，日本歯科医学会の診療ガイ
ドラインライブラリーに収載されました．
　その後，保険収載についても会員の了承を得たた
め，日本補綴歯科学会と連携し，2018 年に補綴学会よ
り「MA を用いた義歯の支台装置」の医療技術評価提案
書を申請しました．また診療ガイドラインについては
MRI の CQ1 題と，国際標準化の ISO 13017 の改訂版
を加え，「MA の診療ガイドライン 2018」として発行
したので，その概要を紹介します．

トピックス
●磁性アタッチメント
●保険収載
●診療ガイドライン

座長
大川周治
明海大学
大久保力廣
鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座

Chairpersons
Shuji Ohkawa 
Meikai University
Chikahiro Ohkubo
Department of Removable Prosthodontics, 
Tsurumi University School of Dental Medicine

　磁性アタッチメントは支台歯へのダメージが少なく，
維持力が恒常的に持続し，取り外しも容易な魅力ある
可撤性支台装置である．しかしながら，約 30 年前に
本アタッチメントが登場しメディアにも大きく取り上
げられた際には，多数の適用があったにもかかわらず，
適切な使用方法が十分準拠されなかったことから低く
評価され，その後は使用数が減少してしまったという
苦い歴史がある．
　昨年 9 月に磁性アタッチメントが C2 区分保険収載
されたことを機に，前回と同じ轍を踏まないためにも，

（公社）日本補綴歯科学会と日本磁気歯科学会が共同で
治療指針ともいえる「磁性アタッチメントを支台装置
とする有床義歯の診療に対する基本的考え方」を編纂
した．せっかく保険適用された有効な医療技術であっ
ても，適切な症例選択や可撤性義歯本来の設計原則，
精度の高い技工と臨床術式の実践がなければ，失敗例
が先行することも危惧されるからである．
　そこで，秀島雅之先生に「診療ガイドライン」を基
に，磁性アタッチメントの特徴と適応症，設計や生じ
うるトラブルを概説していただき，大山哲生先生には
天然歯に対する保険適用された磁性アタッチメントの
特徴や注意すべき点と勘所を，田中譲治先生には，本
アタッチメントを応用したインプラントオーバーデン
チャーの考え方と臨床操作をご講演いただき，磁性ア
タッチメントの正しい術式と注意点を改めて整理した
いと考えている．本セッションにより，磁性アタッチ
メントが適切に臨床応用されることにより，さらなる
普及につながることを期待している．

トピックス
●磁性アタッチメント
●保険収載
●知識と技能

臨床リレーセッション 4　Clinical Lecture Series 4

補綴医に必要な磁性アタッチメントの知識と技能

Knowledge and skills of magnetic attachment for prosthodontists
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磁性アタッチメントを用いた義歯補綴の臨床
大山哲生
日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅱ講座

Clinical practice of denture prosthetics with 
magnetic attachments
Tetsuo Ohyama
Department of Partial Denture Prosthodontics, 
Nihon University School of Dentistry 

　義歯補綴症例は，その設計原則をとして，①義歯の
動きの最小化，②破折の防止，③予防歯学的配慮，④
生体追従性に対して十分配慮することが重要である．
なかでも義歯の動きを最小化することが，咀嚼能力の
向上には有効である．また義歯の機能は，支持機能，
把持機能，維持機能が重要であり，義歯全体としてそ
の機能のバランスが非常に重要である．また，特に義
歯の構成要素として重要な機能を担う支台装置は，従
来数多くの種類が開発され臨床応用されてきた．なか
でも磁性アタッチメントは，半永久的な維持力の持続
等の優れた特徴を有するだけではなく，日本がその ISO
規格を有する等，その開発は日本歯科界が世界をリー
ドしている． 
　また，磁性アタッチメントは，磁石構造体とキーパー
から構成されるアタッチメントであり，それを用いて
各種の製作方法にて支台装置を製作することが可能で
あり，それぞれ付与される機能が異なる特徴がある．
しかし，その取り扱いを誤ると維持力が適切に発揮さ
れなくなったり，義歯の破折を惹起してしまう等のト
ラブルを誘発してしまう場合がある．
　そこで，特に天然歯に対する磁性アタッチメントの
応用に際して，その特徴や注意すべき点，勘所等を解
説することで，適切な義歯補綴への応用の一助とした
い．

トピックス
●磁性アタッチメント
●磁石
●義歯

磁性アタッチメント支台インプラントオー
バーデンチャーの有用性と活用法
田中譲治
東関東支部

Usefulness and utilization of implant overdentures 
with magnetic attachments
Jyoji Tanaka
Higashi-kanto Branch

　超高齢社会を迎え外科的侵襲や経済面から少数のイ
ンプラントで高い治療効果のあるインプラントオー
バーデンチャー（以下 IOD）に関心が向けられ，その
支台装置として取り外しが楽でメインテナンスしやす
い磁性アタッチメント（Magnetic Attachment：以下
MA）が再注目されている．そこで，その有用性をさま
ざまな長期症例にて示すとともに，活用における三つ
の重要ポイントについて述べてみたい．
　MA は機械的維持力発現機構を利用している通常のア
タッチメントと異なり，磁力という特殊な維持力のた
め使用に伴う維持力の減衰がなく，マトリックス（雌
部）が平面であることなどから，多くの利点があげら
れる．また，『把持なしで維持力が出る』という他の支
台装置にはない特性があるので，維持（Retention）の
み目的とした使用法（Type R）や，支持（Support）と
維持を期待する使用法（Type SR），義歯内面とキーパー
側面に間隙を設けず把持（Bracing）と支持と維持を期
待する使用法（TypeBSR）に使い分けられるが，臨床
的観点から『支台の保全（優しさ）』『義歯のバリアフ
リー（使いやすさ）』『審美補綴（美しさ）』の３大利点
がありユニバーサルサポートに最適なアタッチメント
と考えている．また，構造がシンプルで維持力が数値
として示せるのでデジタル支台装置ともいえよう．そ
して，特に IOD への使用では，顎堤保全に有利，咬合
支持の改善に優れる，埋入方向不良でも適応可能，天
然歯との併用が容易など高い有用性がある．

トピックス
●磁性アタッチメント
● IOD
●インプラント治療
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専門医研修会　Specialist Seminar

補綴難症例に対する補綴歯科専門医の解決策を共有する（その 1）
すれ違い咬合，高度顎堤吸収，摂食機能障害

Prosthodontists share solutions for the challenging prosthetic 
cases: Part1; 

Eichner classification C1, severe residual ridge resorption, dysphagia rehabilitation

座長
河相安彦
日本大学松戸歯学部有床義歯補綴学講座
井野　智
神奈川歯科大学歯学部歯科補綴学講座有床義歯補
綴学分野

Chairpersons
Yasuhiko Kawai
Department of Removable Prosthodontics, Nihon 
University School of Dentistry at Matsudo
Satoshi Ino
Department of Removable Prosthodontics, 
Kanagawa Dental University

　補綴歯科専門医には「基本的な症例」の確実な実施
を基盤に「補綴歯科の難症例」に対応できる知識と技
能の修得が求められる．本研修は学会で例示している

「難症例の病態」の中から①すれ違い咬合，②著明な顎
堤吸収，③摂食機能障害について，30 年以上にわたり
取り組んで来られた 3 名の補綴歯科専門医に臨床上，
修得すべき知識，技能などについてご解説をいただく．
　大久保力廣先生には，部分欠損症例の中でも難度が
高い「すれ違い咬合」について，その病態に関する加
速因子，装着後の義歯の回転変位による問題点とその
対応について部分床義歯の設計を中心にご解説いただ
く．
　鱒見進一先生には「高度顎堤吸収症例への対応」に
ついて側方圧を義歯の維持圧として下顎全部床義歯の
安定に寄与させる記録法であるフレンジテクニックに
よる製作過程にと，製作過程の誤差にダイナミック印
象を用いた修正方法についてご解説いただく．
　小野高裕先生には，多様化する患者の口腔，歯科疾
患や歯の欠損に加え，脳卒中，認知症などで食事や会
話が困難な高齢者の摂食機能障害に対して考えられる
多岐の補綴的アプローチにおいて補綴歯科専門医が貢
献できる義歯治療についてご解説をいただく．また主
治医やリハビリテーション医療従事者との緊密な連携
とリスク管理などについてご解説いただく．
　本研修が補綴歯科専門医の資質の向上に役立ち，国
民の健康長寿に貢献できれば幸いである．

トピックス
●すれ違い咬合
●高度顎堤吸収
●摂食機能障害

すれ違い咬合の問題点とその対応
大久保力廣
鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座

Refractory points and how to approach eichner 
classification C1
Chikahiro Ohkubo
Department of Removabel Prosthodontics, 
Tsurumi University School of Dental Mecdicine

　部分欠損に対する有床義歯治療における難症例とは
「通常の義歯設計や製作を行ったとしても患者の満足が
得られない症例群」と定義づけられ，「すれ違い咬合」
はその最たるものと認識されている．すれ違い咬合の
病態を加速する因子としては，①歯根膜反射を利用し
た咀嚼の制御が困難，②過大な咬合力の発現，③悪習
癖やパラファンクション等が列挙され，それらが咬合
崩壊の進展に寄与している．その結果，義歯装着後の
問題点として，①義歯の相互回転変位，②義歯の不適
合と維持力低下，③欠損側隣接歯の動揺と喪失，④顎
堤の異常吸収，⑤義歯の変形，破損，⑥下顎位の変化
等が挙げられる．なかでも最大の難題は，装着後の「義
歯の回転変位」である．前後すれ違い咬合では矢状面
的，左右すれ違い咬合では前頭面的な義歯の回転変位
が，支台歯間線を軸に極めて早期に発現する．その結
果，顎堤粘膜の疼痛や褥瘡性潰瘍，義歯床や可撤性支
台装置の不適合，義歯の破損，維持力不足による義歯
の離脱，顎堤吸収，支台歯の喪失等を惹起する．たと
えパーシャルデンチャーの設計原則を遵守しても，す
れ違い咬合における義歯の回転変位を完全に抑止する
ことは，従来のクラスプデンチャーでは極めて困難で
はないだろうか．
　そこで，本講演ではすれ違い咬合の問題点を再考し，
分類（前後，左右，複合）とそれぞれの特徴について
概説するとともに，すれ違い咬合に対するパーシャル
デンチャーの設計指針を提示し，治療上の注意点とイ
ンプラント支持の有効性，義歯装着後の回転変位への
対応について解説したい．

トピックス
●すれ違い咬合
●相互回転変位
●義歯設計
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摂食機能障害に対する補綴的アプローチ
小野高裕
新潟大学大学院医歯学総合研究科包括歯科補綴学
分野

Prosthodontic approach in dysphagia rehabilitation
Takahiro Ono
Division of Comprehensive Prosthodontics, 
Niigata University Graduate School of Medical and 
Dental Sciences

　地域包括ケアシステムにおいて，歯科的介入を必要
とする患者の口腔の状態，全身的な背景，生活環境は
ますます多様化している．特に医療施設や介護施設で
は，歯科疾患や歯の欠損に加えて，脳卒中，神経疾患，
廃用，認知症などで食事や会話が困難な高齢者が多く
見られる．摂食嚥下リハビリテーションにおける歯科
的アプローチは多岐にわたるが，今回はその中でも補
綴専門医が特に貢献できる義歯治療に焦点を当て，要
点を解説したい．
　こうした介護・医療の現場での歯科医師の仕事は，
まず患者の全身状態，咀嚼・嚥下機能の問題点を把握
するところから始まる．そして，義歯を使用すること
で食事のレベルが向上し栄養状態を改善することが期
待できる場合は，まず使用中の義歯の調整と修理を行
い，口腔内で安定させる必要がある．
　次に，通常の義歯に加えて，リハビリテーションに
特化した口腔内装置の使用を検討する．舌接触補助床

（PAP）は，舌の動きが悪く，食塊の形成や嚥下が困難
な症例，あるいは構音障害を有する症例に適している．
軟口蓋挙上装置（PLP）は，構音時の鼻咽腔閉鎖が不完
全なために会話中に呼気が鼻に漏れる症例に用いられ
る．これらのアプローチは，主治医やリハビリテーショ
ン医療従事者（特に言語聴覚士）と緊密に連携して診
断・治療計画を立て，治療中は常にリスク管理を行い
ながら適用される．
　口腔機能管理の重要性は広く認知されているが，歯
科補綴的アプローチの普及はまだまだ不十分な現状が
ある．補綴歯科専門医のより積極的な参加が望まれる
領域であることを強調したい．

トピックス
●摂食嚥下障害
●補綴的アプローチ
●舌摂食補助床（PAP）

高度顎堤吸収症例への対応
鱒見進一
九州歯科大学

Dealing with cases with severe residual ridge 
resorption.
Shin-ichi Masumi
Kyushu Dental University

　機能時に義歯に加わる側方圧は，唇舌的，頰舌的に
平等に加わることは少ない．舌圧が強すぎても，唇頰
圧が強すぎても義歯の脱離傾向は大きくなる．そこで，
義歯床面積が上顎に比べて小さく，可動組織が周囲を
取り囲んでいる下顎全部床義歯を安定させるためには，
可及的に側方圧を義歯の維持圧に利用するために，デ
ンチャースペースの動態を記録し，これに調和した義
歯を製作することが高度顎堤吸収症例には非常に有効
である．デンチャースペースの記録法としては，ニュー
トラルゾーンテクニック，フレンジテクニック，ピエ
ゾグラフィーなどがある．
　一方，義歯製作時にいかに正確に精密印象採得が行
われたとしても，その後の操作によって，作業用模型
の粘膜面および辺縁部は完成義歯に正確には再現され
ない．その理由としては， 辺縁形成時の機能運動と患
者自身の日常咀嚼時に使用する運動との不一致，重合
時のレジン収縮による歪み，重合後継続する寸法変化，
重合による内部応力や残留モノマー，咬合採得・人工
歯排列・歯肉形成時の誤差等が考えられる．これらの
原因で生じる粘膜面および辺縁部の形態的歪みは，直
接的に義歯の維持安定に影響を及ぼすものであるため，
僅かな歪みといえども修正する必要がある．この修正
に行われる術式が完成印象ともいわれるダイナミック
印象である．
　本講演では，デンチャースペースの代表的な記録法
について紹介し，とくにフレンジテクニックを用いた
全部床義歯製作過程ついて詳細に解説するとともに，
ダイナミック印象の臨床術式についても解説する所存
である．

トピックス
●デンチャースペース採得
●フレンジテクニック
●ダイナミック印象
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座長
小峰　太
日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座
三浦賞子
明海大学歯学部機能保存回復学講座クラウンブ
リッジ補綴学分野

Chairpersons
Futoshi Komine 
Department of Fixed Prosthodontics, Nihon 
University School of Dentistry
Shoko Miura
Division of Fixed Prosthodontics, Department 
of Restorative & Biomaterials Sciences, Meikai 
University School of Dentistry

　ジルコニアは歯科導入されて以来，臨床応用の機会
が増加し，現在では補綴歯科治療において必要不可欠
な材料となりつつある．その理由のひとつに，従来は
ジルコニアをフレームワーク材料として陶材築盛する
ことで補綴装置を製作しなければならなかったのに対
し，透光性が向上したジルコニアやマルチレイヤージ
ルコニアの登場により，臼歯部だけでなく前歯部にお
いてもジルコニア単一材料（モノリシック）での臨床
応用が可能となったことが挙げられる．一方でモノリ
シックジルコニア製補綴装置は，強度と審美性を兼ね
備えているものの，前歯部における天然歯との色調調
和が困難であることや，臼歯部での対合歯の摩耗，適
切な接着技法など留意すべき点も多い．したがって，
標準化された治療法の確立と長期予後の獲得に向け，
ジルコニア製補綴装置に関する最新のエビデンスを整
理するとともに，臨床応用における現時点でのコンセ
ンサスの確認，および今後の課題と展望についての議
論が必要と考える．
　本セッションでは，ジルコニアの臨床に精通した歯
科医師と歯科技工士の先生方をお招きした．近藤尚知
先生には歯科医師の立場から，モノリシックジルコニ
アクラウンの効率の良い咬合調整や装着方法について
ご講演いただく．また大川友成先生には歯科技工士の
立場から，接着を考慮したカンチレバー接着ブリッジ
の設計について，症例を供覧しながら長期予後を得る
ための留意点を分かりやすく解説していただく．本セッ
ションを明日からの臨床に役立つ有意義な時間にした
い．

トピックス
●モノリシックジルコニア
●接着ブリッジ
●装着方法

歯科技工士セッション　Dental Technician Session

歯科医師・歯科技工士の視点から考えるジルコニア製補綴装置の課題と展望
歯科医師・歯科技工士それぞれの視点から

Challenges and prospects of zirconia prosthesis: 
the perspective from both of dentists and dental technicians

モノリシックジルコニアクラウンの臨床応
用の現状
近藤尚知
岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座

Current status of clinical application of monolithic 
zirconia crown
Hisatomo Kondo
Department of Prosthodontics and Oral 
Implantology, School of Dentistry, Iwate Medical 
University 

　ジルコニアは，単なる白くて硬いという材料から脱
却し，強度と審美性を兼ね備えた有用な材料として，
各種補綴装置に広く臨床応用されている．モノリシッ
クジルコニア製補綴装置の普及におけるひとつのター
ニングポイントは，臼歯部欠損に対するオールセラミッ
ク修復を可能としたことであり，とりわけオールセラ
ミックブリッジの臼歯部への現実的な適用は，欠損補
綴における金属材料の縛りを解消し，補綴治療の限界
をまたひとつ打破した革新的な進歩と言える．
　一方で，ジルコニアは天然歯と比較して硬いため，
対合歯を過度に咬耗させてしまうのではないかという
懸念もあり，その臨床使用に踏み切れない歯科医師も
少なくなかった．さらに，別の観点からは，強度が高
いすなわち硬いため，装着時の咬合調整と研磨に関し
ては，金属材料やポーセレンと比較してかなり大きな
労力が必要である．感覚的には，材料表面が切削によっ
て舐められることがほとんどないため，数マイクロメー
トル単位の，より精度の高い調整をすることも可能で
ある．それ故に，印象採得以上に咬合採得が重要で，
そのずれと咬合器装着のくるいが，咬合調整に割く時
間を大きく左右することを改めて痛感している．
　さまざまな局面はあるものの，効率よく緻密な咬合
調整を行うためには，種々のバーと研磨用ペーストな
どを組み合わせて使用する必要がある．本講演におい
ては演者らが日常行っている咬合調整の方法を紹介し
ながら，モノリシックジルコニア製補綴装置の装着方
法について議論し，その確立に寄与できれば幸いであ
る．

トピックス
●モノリシック
●ジルコニア
●咬合調整
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ドイツにおけるジルコニア製補綴装置の臨
床応用
大川友成
東海支部／Organ Dental Technology Hamburg

Clinical application of zirconia prosthesis 
treatments in Germany
Tomonari Okawa
Tohkai Branch/Organ Dental Technology Hamburg

　近年，日本ではモノリシックジルコニア製補綴装置
について話題となり，高透光型や混合組成積層型ジル
コニアのディスクの開発も著しく，天然歯に近づける
には透光性を向上させ着色や蛍光性等を考慮しなけれ
ばならない．しかし，透光性が強すぎると口腔内で暗
くなる傾向があるため，モノリシックジルコニア製補
綴装置の表面ステインのみでは審美性に劣る．
　ドイツにおける課題として，前歯部の補綴装置にお
ける患者の審美的要求は高くモノリシックジルコニア
製補綴装置では全ての患者に万能ではない．特に前歯
部の補綴装置の場合，ポーセレンを多色築盛すること
で臨在歯との調和を回復している．
　ドイツにおける展望として，ジルコニア製補綴装置
の審美的な要素を解決する術式の一つにカンチレバー
接着ブリッジが挙げられる．この補綴装置の場合，リ
テーナー部の厚さを 0.7 mm まで薄くすることが可能
となり，十分な強度を保つことで臨床的に可能となっ
た．
　今後の課題としては，患者主体の歯科医療として重
要な要因の一つに，接着後の長期経過にて脱離しない
ことが挙げられる．ジルコニア製補綴装置が脱離しな
いためには必ず接着技法を要するために，歯科技工士
は製作過程において歯質とジルコニアの接着面を意識
し設計することが大きな課題となる．そこで接着を前
提としたジルコニア製補綴装置の設計に着目した．
　課題と展望についてジルコニアカンチレバー接着ブ
リッジの症例を閲覧しながらジルコニア製補綴装置の
本質について論じていく．

トピックス
●ジルコニアカンチレバー接着ブリッジ
●審美
●接着
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歯科衛生士セッション　Dental Hygienists’ Session

補綴装置を長期維持管理するために必要な歯科衛生士のスキルとは？

What skills are needed for a dental hygienist for long-term 
maintenance of prostheses?

座長
二川浩樹
広島大学大学院医系科学研究科口腔生物工学研究
室
田中譲治
東関東支部

Chairpersons
Hiroki Nikawa
Department of Oral Biology & Engineering, 
Graduate School of Biomedical and Health 
Sciences, Hiroshima University
Jyoji Tanaka
Higashi-kanto Branch

　超高齢社会を迎え，ますます口腔機能の重要性が認
識されてきている．そして，口腔機能回復のためには
補綴装置を吟味することが不可欠であり，いかにして
補綴装置を長期に維持管理していくかが肝要となる．
その重要な役割の多くを歯科衛生士が担っている．し
かし，歯科衛生士の役割を補綴治療と関連付けて議論
されることは少ない．補綴装置が装着された時がゴー
ルでなく，装着時が始まりであることを再認識する必
要がある．そこで歯科衛生士がどのようなスキルが必
要かを整理するとともに，具体的な実践方法やノウハ
ウを提示していただき検討する．
　補綴装置を長期維持管理するためには，全身の健康，
全身疾患，生活背景を把握する必要があり，甘い食品・
固い食品を好むなど嗜好品までも知ることが大切であ
る．その意味で患者と一番身近な存在にあり患者に寄
り添って要望をも知ることができる歯科衛生士の役割
は奥深い．補綴装置の長期維持に直接関連する TCH，
クレンチング，グランディング，さらには，審美性と
清掃性をいかに両立させるかについても知識を持つ必
要がある．歯冠形態についてもカントゥアや歯間空隙，
そして，メインテナンスにあたりさまざまな補綴装置
の種類について材質なども知る必要がある．
　補綴装置を通して，全身と口腔の健康を長期維持す
るためには歯科医師・歯科技工士，そして歯科衛生士
の連携が非常に重要となる．歯科衛生士だからこそ気
づけることがあり，知識とスキルを身に着けることで，
患者の QOL 向上，そして豊かな人生をも導けるといえ
よう．

トピックス
●補綴装置
●長期維持管理
●歯科衛生士

補綴装置の長期維持管理のために
川崎律子
長谷川歯科医院

Long-term maintenance for prosthodontic device
Ritsuko Kawasaki
Hasegawa Dental Clinic

　今や，口腔機能の回復を目的とした歯科医療の概念
は『歯の健康』から『全身の健康』にシフトされ多く
の全身疾患の改善や予防に貢献できるようになりまし
た．特に歯科補綴治療は Primary endpoint は咀嚼機能
の回復であり，Secondary endpoint は “ 真の endpoint”
として患者さんの栄養状態の改善，代謝改善，代謝性
疾患予防，そして健康づくり，と全身の健康増進に不
可欠な治療です．すなわち補綴治療は装着して終了で
はなく，その後の人生において健康を維持し家族や友
人たちと長きにわたって大切な時間を過ごすための第
一歩と言えます．
　私たち歯科衛生士は歯科医師の的確な診断のもと精
密に行われる治療において各ステージごとに確実なア
シスタントワークが必要とされます．そして長期維持
管理のために欠かすことのできないステージがメイン
テナンスです．
　歯科衛生士は口腔内に入った補綴装置を守るために
日々奮闘しながらメインテナンスを行っています．し
かしながら口腔内は温度，湿度，唾液，口腔内細菌，
食物，咬合力など補綴装置にとって惨憺たる環境下に
ありどんなにすばらしい補綴装置でも口腔内に入った
瞬間から経年劣化が始まります．なおかつ歯や咬合，
歯周組織，そして生体は高齢化とともに刻々と変化し
補綴装置を含む口腔内を良好な状態で長期に維持する
ことは大変難しいことと痛感しています．
　今回は歯科衛生士の立場から補綴装置の長期維持管
理のための補綴治療に対する関り方や，メインテナン
スの How to について考察してみたいと思います．

トピックス
●歯周治療
●補綴形態
●メインテナンス
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超高齢社会におけるインプラントメインテナ
ンス～その注意点と実践のポイント
柏井伸子
有限会社ハグクリエイション

Key points of the way of maintenance for patients 
with dental implants in super aging society
Nobuko Kashiwai
HAG Creation Ltd.

　我が国は 2010 年の段階で，65 歳以上の高齢者の割
合が人口の 21％を超える「超高齢社会」となり，厚
生労働省からは 2025 年には 30% を，さらに 2040 年
には 35% を超えるというデータが示されている．高齢
化率と並行して有病率も増加しており，高血圧症では
1,200 万人がコントロール下にありながら，1,250 万人
が治療中でも目標未達であったり 450 万人が認識しつ
つも受領していないという実情が報告されている．
　また筋肉量およびその機能や強度の喪失が問題とな
るサルコペニアに関しては，体重減少・筋力低下・疲
労感増加・歩行速度低下・身体活動低下を判断基準と
するフレイルに伝播し，骨粗鬆症や慢性心不全等の各
種疾患との関連性が指摘され，歯科外来への通院の影
響も考慮しなければならない．
　インプラント治療を受けた患者の長期的安定のため
には，インプラント粘膜炎やインプラント周囲炎の発
症を予防または進行抑制を目的として，日常的なセル
フケアに加え定期的なプロケアとしてのメインテナン
スが必要不可欠である．しかしながら全身疾患への薬
物療法では，口渇や歯肉増殖等，口腔領域への影響が
指摘されており，メインテナンス時の口腔衛生指導に
反映する必要がある．
　本講演ではこのような現状および歯科に対する社会
的要求を踏まえ，歯科用インプラントによる咬合の安
定により健康寿命延伸に繋がるようなメインテナンス
について，その実践方法や患者への指導内容について
臨床例を供覧しながら検討する．

トピックス
●インプラントメインテナンス
●プロケア
●超高齢社会
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ハンズオンセミナー 1　Hands-on Seminar 1

磁性アタッチメントを習得する
～技工操作から取り付けまで～

鈴木恭典
鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座

Skill up the magnetic attachment 
–laboratory and clinical procedure –
Yasunori Suzuki
Department of Removable Prosthodontics, 
Tsurumi University School of Dental Medicine 

　超高齢社会において可撤性有床義歯を装着する患者
は確実に増加することが予測される．それに伴いクラ
スプのみならずアタッチメント，インプラントを支台
装置に用いた可撤性有床義歯の多様化が求められてい
る．磁性アタッチメントは他のアタッチメントのよう
な機械的な維持機構でないため，有害な側方力や回転
力を支台歯に伝達せず，義歯の維持，安定に寄与でき
ることが大きな特徴である．この特徴は，超高齢社会
において受け入れやすい義歯の支台装置と考えられる．
磁性アタッチメントは通常の機械的維持力発現機構と
異なり，磁力を用いているため，小型でシンプルな形
状で，取り扱いが容易であることなど多くの利点があ
る．しかし取り付けの不備は吸着面間のギャップによ
る維持力（吸引力）の著しい低下をもたらすため，義
歯床に組み込まれる磁石構造体と根面板に含まれる
キーパーを正確に位置付け固定することが重要である．
取り付け操作の失敗には吸着面へのレジンの迷入や重
合収縮によるエアギャップなどの磁石構造体の位置ず
れが挙げられる．磁石構造体とキーパーの位置ずれに
関しては，垂直的に 0.1 mm のエアギャップが生じる
と吸引力は約 1/3 に，水平的に 0.5 mm ずれると約
2/3 に減少すると報告されており，技工操作や義歯へ
の取り付けには特有なスキルが必要となる．磁性アタッ
チメントは 2021 年 9 月より保険収載されたことから，
補綴医としてはぜひ身に付けていただきたい臨床技能
であり，本ハンズオンセミナーは，そのスキルを習得
していただきたく企図したものである．
　尚，本セッションは株式会社モリタ，株式会社ケディ
カ，株式会社キクタニの協賛にて行われる．

トピックス
●磁性アタッチメント
●吸引力
●可撤性有床義歯

ハンズオンセミナー 2　Hands-on Seminar 2

口腔内スキャナーの実践 Ver.4

疋田一洋
北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系デ
ジタル歯科医学分野
樋口大輔
松本歯科大学歯科補綴学講座

Practice of intraoral scanner Ver.4
Kazuhiro Hikita
Division of Digital Dentistry, Health Sciences 
University of Hokkaido
Daisuke Higuchi
Department of Prosthodontics, Matsumoto Dental 
University

　歯科医療現場ではデジタルデンティストリーに関連
する技術や機器が普及拡大を続けており，その中でも
口腔内スキャナーを用いたデジタル印象は次世代印象
法として注目されている．口腔内スキャナーは，当初
インレーなどの単独の歯冠修復に使用されていたが，
計測システムの改良やスキャンデータの処理能力の向
上によって，精度，スピード，操作性が著しく改善し，
印象材を使用した従来の印象法よりも短時間かつ高精
度に歯列全体をスキャンすることも可能となった．そ
のような総合的な性能向上とともに，口腔内スキャナー
はクラウンブリッジなどの歯冠補綴治療，インプラン
ト補綴治療，矯正歯科治療にも拡大し，さらには取得
したスキャンデータを活用して治療計画作成のための
シミュレーションや患者とのコミュニケーションツー
ルなど多様な臨床応用が行われており，患者，術者，
歯科スタッフにとって臨床現場で有益かつ信頼性のあ
る機器となっている．本学会では過去に 3 回の学術大
会においてハンズオンセミナーを行ってきたが，その
後，口腔内スキャナはさらに機能が発展し，進化した
後継機へと移行している．
　そこで今回は，最新の 3 種類の口腔内スキャナー
と し て，CEREC Primescan，iTero element 5D Plus，
TRIOS 4 を実際にご使用いただき，それぞれの口腔内
スキャナーの特徴や使用方法について理解を深めてい
ただく．
　なお，本セミナーは，本学会の賛助会員であるイン
ビザライン・ジャパン株式会社，株式会社松風，デン
ツプライシロナ株式会社（五十音順）の協力を受けて
行われる．

トピックス
●デジタルデンティストリー
●口腔内スキャナー
●デジタル印象
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ハンズオンセミナー 3　Hands-on Seminar 3

口腔機能測定から食事指導へ

上田貴之
東京歯科大学老年歯科補綴学講座

Dietary counselling after oral function assessment
Takayuki Ueda 
Department of Removable Prosthodontics and 
Gerodontology, Tokyo Dental College 

　補綴治療の目的の一つは，咀嚼機能の回復をして適
切な栄養摂取を可能にすることである．そのため，補
綴治療の術前には，栄養状態の評価が必要である．歯
科の外来で簡便に利用できるのは体重である．身長と
ともに Body Mass Index（BMI）を算出し，栄養状態
の評価に用いることができる．また，体重の経時的変
化を追うことで，低栄養を見つけることができる．現
在，国際的な低栄養の評価基準は，Global Leadership 
Initiative on Malnutrition（GLIM 基準）である．これ
は，スクリーニングツールでリスクがありと判定され
た場合に，表現型と病因の両者が存在する場合に低栄
養と診断するものである．
　低栄養や栄養摂取状態に問題がある場合の対応と
して，摂取する食品の品目数を増加させる指導があ
る．これに適した方法として，摂取食品多様性スコア

（Dietary Variety Score; DVS）がある．10 種類の食品
群の 1 週間の摂取状況からスコアをつけるものである．
スコアが低い場合には，糖質が中心の食事となり，ス
コアが高い場合には栄養素密度が高く，たんぱく質が
豊富な食事となる．このスコアを増加させるような指
導を行うとよい．DVS を高めた食事を継続して摂取す
るために，AI を用いたスマートフォン用のアプリが開
発され，歯科における食事指導の支援ツールとして実
用化されている．本セッションでは，これらを実演す
る予定である．
　なお，本セッションは株式会社クリニコの協賛にて
行われる．

トピックス
●栄養評価
●食事指導
●摂取食品多様性

ハンズオンセミナー 4　Hands-on Seminar 4

包括的補綴歯科治療に必須なペ
リ オ ド ン タ ル プ ラ ス テ ィ ッ ク
サージェリー

小田師巳，園山　亘
関西支部

Periodontal plastic surgery required for 
comprehensive prosthodontic treatment
Norimi Oda, Wataru Sonoyama
Kansai Branch

　患者が求める「軟組織を含めた審美」は高度化して
おり，補綴歯科治療の機能と審美の長期的な安定のた
めには，補綴装置だけではなく，周囲軟組織に対する
配慮が求められる．軟組織が経年的に変化することは
経験的にも明らかであり，特に軟組織の薄い gingival 
phenotype は外傷や炎症に対する感受性が高く，歯肉
退縮のリスクが高いことが知られている．補綴歯科治
療に着目した場合，クラウン装着そのものや歯肉縁下
への介入によっても歯肉退縮のリスクが高まることが
報告されており，長期的に安定した周囲軟組織を得る
には，軟組織の厚みを確保することがひとつの重要な
要素であると考える．
　軟組織への介入手段であるペリオドンタルプラス
ティックサージェリーは，適切な診断に基づいて，適
切な手技を用いれば，その効果はたいへん大きい．そ
のうち，上皮下結合組織移植（connective tissue graft：
CTG）は，軟組織の厚みを増すための最も効果的な手
技とされており，CTG によって造成された軟組織が長
期的に安定しうることも多く報告されている．したがっ
て，我々が CTG を必要に応じて患者に適応できるスキ
ルを持つということは，我々が行う補綴歯科治療が，
患者に長期的に高い審美レベルで受け入れられるため
に必須であると言っても過言ではない．
　そこで，本セミナーでは，補綴前処置としての CTG
を用いた “ 天然歯根周囲の歯肉造成術 ” を取り上げ，そ
の背景と手技の再確認を行いたい．また，同様の手技
で対応可能な “ 欠損部位に対する歯槽堤増大術 ” も合わ
せて取り上げ，これらの手技を，実習を通して習得し
ていただきたいと考えている．
　尚，本セミナーは，本会の賛助会員である株式会社
松風，ペントロンジャパン株式会社の協力を受け，本
学術大会の主催で実施される．

トピックス
●上皮下結合組織移植
●歯肉造成術
●歯槽堤増大術
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ハンズオンセミナー 5　Hands-on Seminar 5

部分床義歯完全デジタルワーク
フローのためのボックスジョイ
ントテクニック

中野田紳一
中国・四国支部／株式会社インサイドフィールド

The box-joint technique for fully digital workflow 
in removable partial denture fabrication
Shinichi Nakanoda
Chugoku & Shikoku Branch/insidefield Co,Ltd.

　本セミナーでは，汎用 CAD と WEB 版 3D モデラー
を使って，部分床義歯の構成要素（以下，構造体）の
すべてをサイバー空間でデザインする．構造体は，粘
膜面部，研磨面部，人工歯部，および連結子部に分類
される．これらはボックスジョイント（以下，BJ）テ
クニックと呼ばれる新たなアイデアによって，相互に
位置を固定するようデザインされる．BJ 形状の自由度
は高い．例えば，3 か所以上の最小接触領域によって
一つの並進自由度方向のみに構造体が移動するように
デザインする．本法によれば，機械加工された BJ の
組み立てによって，作業用模型を全く使うことなく義
歯を正確に完成できる．本法は，単に工数や来院回数
の低減に寄与することのみならず，構造体の接着前
に，装置の完成後に対処すべき課題について，構造体
個々に詳細な検討を可能にする．その結果，サイバー
フィジカルシステム（Society 5.0）として，フィジカ
ルでは，的確な臨床診断を助け，サイバーではエンジ
ニアに対して，構造体ごとの具体的な情報提供を実現
することでデジタルデンティストリーユニークな臨床
的高付加価値化に寄与する．本セミナーでは，サージ
カルガイドを排したガイデッドサージェリーを可能に
する新たなシステムにおける汎用 CAD の有用性につい
ても紹介する．以下に案内を掲載した（https://www.
dentics.net/prosth_131.php）．本セミナーは，こばや
し歯科クリニック，株式会社プラトンジャパン，株式
会社コアデンタルラボ横浜，株式会社六甲歯研の協力
を得て実施される．

トピックス
●可撤性義歯
●デジタルワークフロー
●歯科技工

ハンズオンセミナー 6　Hands-on Seminar 6

ラミネートベニア審美補綴治療
の最前線

土屋賢司，大河雅之，北原信也
東京支部／日本臨床歯科学会

The current concept of esthetic restorative 
treatment in laminate veneers
Kenji Tsuchiya, Masayuki Okawa, Nobuya Kitahara
Tokyo Branch/Society of Japan Clinical Dentistry

　現在，審美補綴治療はバイオミメティック（生体模
倣）アプローチという考え方が浸透し，できるだけエ
ナメル質と歯の構造を保存する間接法のセラミック接
着修復（ラミネートベニア）が世界的に潮流となって
きている．接着技術の進化とインプラントの登場の恩
恵によりクラウンやブリッジ修復における従来型の保
持形態，抵抗形態付与のためのアグレッシブな支台歯
形成は，前歯のみならず臼歯においても，今やそれら
の再治療時のみに用いられるべきであると考える．つ
まり現段階では歯の硬組織と歯髄の臨床的な再生が困
難である以上，治療侵襲は必要最小限にとどめ，残存
する歯の構造と組織を温存し天然歯固有の優位性を最
大限に生かすことにより生物学的，構造力学的，機能
的，審美的特性を天然歯に近似させ再現させることが
審美補綴修復治療の目的となる．
　本ハンズオンでは① MI を考慮した包括的審美補綴治
療計画立案とボンデッドセラミックレストレーション

（BCR）の中長期的予後についての考察．② BCR にお
けるマイクロスコープの有効性．③ラミネートベニア
の接着の考え方とその術式④最新のデジタルテクノロ
ジーを応用した MI エステティックベニアリハビリテー
ションのプロトコール．など審美補綴治療の最前線に
ついてそのロジックと臨床症例発表を用いてのの講演
とマイクロスコープを使用したラミネートベニアの支
台歯形成と接着の手技についてのハンズオンを行いた
い．
　尚，本セッションは本会の賛助会員である株式会社
ニッシンとペントロンジャパン株式会社と（株）モリ
ムラ（五十音順）の協力を受け本学術大会の主催で実
施される．

トピックス
●べニアの応用範囲
●形成限界
●ボンデッドレストレーション
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イブニングセッション 1　Evening Session 1

付加製造法による補綴装置製作の現状と未来

Current status and future prospects of prosthesis applying 
additive manufacturing

コーディネーター
三浦賞子
明海大学歯学部機能保存回復学講座クラウンブ
リッジ補綴学分野
発表者
新保秀仁
鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座
金澤　学
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔デ
ジタルプロセス学分野 

Coordinator:
Shoko Miura
Division of Fixed Prosthodontics, Department 
of Restorative & Biomaterials Sciences, Meikai 
University School of Dentistry
Presenters:
Hidemasa Shimpo
Department of Removable Prosthodontics, 
Tsurumi University School of Dental Medicine
Manabu Kanazawa
Digital Dentistry, Graduate School of Medical 
and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental 
University (TMDU)

　デジタル技術の飛躍的な進歩により，切削加工法に
代わる方法として，近年注目され研究が進められてい
るのが付加製造法である．付加製造法は 3D プリンタを
使用して，材料を一層ずつ積層・結合させて三次元形
状を造形する手法である．切削加工法では再現できな
い複雑な形状の造形が可能であるため適応範囲が広く，
また材料のロスが少なく環境への負荷が小さいのが付
加製造法の利点である．歯科で最も応用されている付
加製造法は，液槽光重合法であり，高分子系材料やセ
ラミックスの加工が可能である．一方金属系材料の加
工方法は，チタンやコバルトクロムを用いた粉末床溶
融結合法である．いずれの方法においても，歯科応用
としてはあらゆる材料に対する加工方法が確立されて
いないことや臨床エビデンスが不足していることなど，
歯科応用拡大に向けて解決しなければならない問題が
多く残されている．
　本セッションでは，現時点におけるジルコニアを用
いたクラウンブリッジ，金属系材料および高分子系材
料を用いた有床義歯などの各補綴装置の製作方法や臨
床応用についての知見を整理し，各材料に対する製作
方法の確立，さらに臨床エビデンスの集積に向けて，
今後どのような研究を進めていくべきかなどの議論を
行いたいと考えている．

新保秀仁
　有床義歯分野においても CAD/CAM 技術の活用によ
り均質かつ再現性の高い補綴装置の製作が可能となり
つつある．現在，CAM による補綴装置の製作は強度や
精度を考慮して，ほとんどが切削加工によって行われ
ている．しかし，補綴装置の大きさや造形材料によっ
てはコスト高，切削屑の廃棄，生産効率が悪いなどさ
まざまな問題も挙げられている．一方，3D プリンタに
よる付加製造法（積層造形法）はこれまで切削加工で
は困難とされていた複雑な形状も造形可能であるため，
可撤性補綴装置の製作に関しては有用性が高いと考え
られる．パーシャルデンチャーでは主にメタルフレー
ムワークの製作に 3D プリンタが利用されており，微細
な曲面やアンダーカットを有する複雑な構成要素も多
いことから，付加製造法による製作が最も期待されて
いる．しかし，3D プリンタによる製作は造形後の表面
性状が粗造であることから，その後の仕上げ研磨が適
合精度に大きく影響するなど，高精度の補綴装置を製
作するには解決しなくてはならない問題もある．
　有床義歯分野における 3D プリンタの利用は 70 年以
上踏襲されてきた有床義歯製作方法に大きな変革を与
える．しかし，依然として多くの課題が残されている
ことから，本セッションでは現在の金属材料における
付加製造法の問題点を提起し，これからの展望につい
て議論したい．

金澤　学
　全部床義歯は義歯床と人工歯からなり，構造物の種
類の少なさから部分床義歯と比較して，3D プリンタに
よる造形がしやすい補綴装置であると言える．日本で
は 2019 年に義歯床用アクリル系レジン，歯冠用硬質
レジン，および歯科適合試験用材料として，3D プリン
トによる全部床義歯用材料の薬事承認が得られている．
当分野では 2019 年より鶴見大学と 3D プリンタを用い
た全部床義歯と従来型全部床義歯を比較する多施設無
作為化臨床研究を実施している．本臨床研究では，3D
プリンタにより，義歯床と人工歯をそれぞれ別々に造
形し，3D プリンタ用の義歯床用アクリル系レジンを用
いて，義歯床と人工歯を接着して，全部床義歯を完成
している．今回のセッションでは，この臨床研究にお
ける症例を紹介しながら，現状での 3D printed detnure
の利点と限界，そしてこれからの可能性に関して議論
したい．

トピックス
● 3D プリンタ
●液槽光重合法
●粉末床溶融結合法
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イブニングセッション 2　Evening Session 2

ジルコニアは完成したのか，それとも更なる発展を遂げるのか

Zirconia reached the goal as a dental material? Or achieves the 
further development?

コーディネーター
原田光佑
東京支部
発表者
大谷恭史
関西支部
藤田崇史
明海大学歯学部機能保存回復学講座クラウンブ
リッジ補綴学分野
吉原久美子
中国・四国支部

Coordinator:
Kosuke Harada
Tokyo Branch
Presenters:
Takafumi Otani
Kansai Branch
Takafumi Fujita
Division of Fixed Prosthodontics, Department 
of Restorative & Biomaterials Sciences, Meikai 
University School of Dentistry
Kumiko Yosihara
Chugoku & Shikoku Branch

　ジルコニアが歯科界に登場してからしばらくの月日
が経過した．当初はホワイトメタルと称され，透過性
の低さからもフレーム材として用いられ，それまでク
ラウンブリッジのスタンダードだった PFM（porcelain 
fused to metal crown）からジルコニアフレームに陶材
を焼き付ける PFZ（porcelain fused to zirconia crown）
の臨床応用が進んだ．現在までにジルコニアは発展を
続け，とくに透過性の向上やジルコニアディスクにあ
らかじめグラデーションが付与されたことでより高い
審美性の再現が可能となり，またデジタル化の波によ
り世界的にモノリシック修復が大きく普及した．現在
では，さまざまなタイプのジルコニアを臨床ごとに使
い分けることでクラウンブリッジの分野では全ての
ケースで対応が可能になったと言えるのではないだろ
うか．
　では，ジルコニアは今後どのように発展するのだろ
うか．それとも，材料学的に完成されたのだろうか．
もしくは，何か将来的に危惧されることがあるのだろ
うか．本セッションでは臨床的・基礎的観点からジル
コニアの現在と将来について参加者と議論し，会員の
研究計画に寄与できれば幸いである．

大谷恭史
　歯科にジルコニアが導入されて以来，これまでさま
ざまな開発研究がなされ，高透光性ディスクやマルチ
レイヤーディスクなどが登場することで，症例に応じ
た幅広いディスクの選択が可能となった．前歯部など
の高度に審美性が要求されるような症例では，未だ陶
材の多層築盛が必要であるが，臼歯部においてはモノ
リシックデザインによる長期的に安定した審美的機能
回復が可能となり，日々の臨床において不可欠なマテ
リアルの一つとなった．
　本セッションでは，今後のジルコニア研究の一助と
なれるよう，臨床家としての立場から今後期待する改
善点について述べさせていただき，ぜひ研究者の皆様
とディスカッションをしたい．

藤田崇史
　ジルコニアは当初，セラミック修復におけるコーピ
ング用材料，あるいは臼歯部におけるモノリシックク
ラウンとして使用されていた．しかし，近年では酸化
イットリウムの割合を増加させることで，透光性が向
上し，前歯部においてもモノリシッククラウンとして
適応されるようになってきている．今回，第一世代の
従来型 3Y-TZP，第二世代の高強度 3Y-TZP，そして第
三世代の高透光性 5Y-PSZ といった各世代の臨床的エビ
デンスを提示し，現在までのジルコニアに対する臨床
評価と，今後の展望について討論していきたい．

吉原久美子
　高透過ジルコニアやマルチレイヤージルコニアなど，
審美性の高いジルコニアの開発によって，モノリシッ
クのクラウンやブリッジが使用できるようになり，陶
材焼付ジルコニアを含め，補綴臨床でジルコニアを使
用する機会が増えた．補綴装置の予後は，補綴物自体
の永続性に加え，接着が大きな影響を及ぼす．これま
で行ってきた接着についての化学分析や界面観察など
基礎的な研究知見から，本セッションでは，ジルコニ
アの接着について，最新のエビデンスを紹介したい．
また，現在歯科用ジルコニア補綴物は半焼成ジルコニ
アを CAD/CAM での切削加工によって作製されている
が，今後は 3D プリンターによる積層造形も増加してく
ると考えている．現在進めている 3 次元造形ジルコニ
アについても紹介したい．

トピックス
●ジルコニア
●モノリシック
●接着歯学
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イブニングセッション 3　Evening Session 3

口腔機能の低下に対する補綴歯科の可能性
～嚥下・構音・睡眠時呼吸～

Potential of prosthodontics for oral hypofunction 
-Swallowing, articulation, and sleep breathing-

コーディネーター
鈴木善貴
徳島大学大学院医歯薬学研究部顎機能咬合再建学
分野
発表者
真柄　仁
新潟大学医歯学総合病院摂食嚥下機能回復部
服部麻里子
東京医科歯科大学病院顎顔面補綴外来
奥野健太郎
大阪歯科大学高齢者歯科学講座
大阪歯科大学附属病院睡眠歯科センター

Coordinator:
Yoshitaka Suzuki
Department of Stomatognathic Function and 
Occlusal Reconstruction, Institute of Biomedical 
Sciences, Tokushima University Graduate School
Presenters:
Jin Magara
Unit of Dysphagia Rehabilitation, Niigata 
University Medical & Dental Hospital
Mariko Hattori
Clinics for Maxillofacial Prosthetics, Tokyo 
Medical and Dental University Hospital
Kentaro Okuno
Department of Geriatric Dentistry, Osaka Dental 
University
Center for Dental Sleep Medicine, Osaka Dental 
University Hospital

　老化やオーラルフレイルによって口腔機能が低下し
ていくと，咀嚼を始めとして嚥下・構音・唾液分泌・
感覚などの機能が円滑に遂行できなくなる．また，口
腔機能低下による舌や軟口蓋の筋緊張の低下により睡
眠中の呼吸障害も助長される可能性が高い．補綴歯科
医は欠損補綴を行い，咀嚼機能の回復に貢献できるが，
その他の口腔機能の回復においても寄与できるところ
は多い．
　嚥下，構音，呼吸は口腔だけでなく，咽頭から気道・
食道に至るまで関与する活動であり，3 者は互いに影
響し合っている．これらは口腔内装置や筋機能訓練な
どによって機能低下を回復させることができるが，一
つ治療によって複数の機能の回復を見込める可能性も
ある．このことから，現在行われているそれぞれの治
療法を整理し，複数の機能回復を見込めるものを見出
すことで，効率的に治療を行うことができる．
　本セッションは，補綴歯科医として口腔機能低下に
よって引き起こされる嚥下，構音，呼吸障害にどう関
われるか？これら複数の障害に対処可能な効率的な治

療法はあるか？現状の治療の限界や将来性などを含め，
各専門領域で活躍されている先生方とそれぞれの視点
から口腔機能の低下に対する補綴歯科の可能性につい
て考えていきたい．

真柄　仁
　摂食嚥下障害患者における口腔機能低下に対し，補
綴歯科領域では，補綴装置の装着や運動訓練により，
食物粉砕のみならず食塊移送を含む咀嚼機能を改善す
るアプローチがとられる．一方で低下した嚥下機能か
らみると，嚥下しやすい食塊形成や，低下した嚥下運
動に協調した口腔からの食塊移送が求められ，補綴歯
科的な対応が摂食嚥下機能の改善に寄与するところは
大きい．本講演では，口腔機能へのアプローチがいか
に嚥下機能改善にも寄与するかについて，基礎研究や
症例を通じて考察したい．

服部麻里子
　正常な発話を行うためには，脳からの指令により，
肺，気管支，気管，喉頭，咽頭，下顎，舌，歯，口唇
を適切に用いて発声し，それを耳で聴いて脳にフィー
ドバックするという流れの繰り返しが必要である．こ
のうち歯科医師が関わることができるのは咽頭から口
唇までの構音器官である．本講演では発話に関して，
高齢者に起こりやすい障害についてまとめ，その評価
法を紹介する．また各機能に関する訓練の方法と，補
綴装置や補助装置によるリハビリテーションについて
考察していく．

奥野健太郎
　睡眠時無呼吸に対する補綴治療として口腔内装置は，
下顎前方維持により咽頭気道を開大させる．このこと
は，嚥下機能にとっては収縮させるべき咽頭が開大す
るため不利に働くことから，呼吸機能と嚥下機能は相
反する関係性にある．一方，病因の観点では，老化や
オーラルフレイルによる口腔機能低下が咽頭気道維持
や収縮を困難にし，嚥下・呼吸の両機能に影響を及ぼ
す可能性が考えられる．口腔機能低下に対する訓練的
なアプローチは，嚥下・呼吸だけでなく構音機能にお
いても，改善を見込める可能性があるのではないだろ
うか．本講演では，睡眠時呼吸障害という観点から，
皆様と議論を深めたい．

トピックス
●嚥下
●構音
●睡眠時呼吸
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イブニングセッション 4　Evening Session 4

科学的・臨床的側面から考える補綴医主導型移植・再植治療の
実現に向けて

Prosthodontists-driven autotransplantation and tooth 
replantation from a scientific and clinical perspective

コーディネーター
兒玉直紀
岡山大学病院歯科・補綴歯科部門
発表者
大島正充
徳島大学大学院医歯薬学研究部顎機能咬合再建学
分野
新名主耕平
東京支部

Coordinator:
Naoki Kodama
Department of Prosthodontics, Okayama 
University Hospital
Presenters:
Masamitsu Oshima
Department of Stomatognathic Function and 
Occlusal Reconstruction, Institute of Biomedical 
Sciences, Tokushima University Graduate School
Kohei Shinmyouzu
Tokyo Branch

　歯の移植・再植は欠損補綴歯科治療または欠損を拡
大させないための治療として利用できる治療法である．
しかし，（公社）日本補綴歯科学会専門医症例報告（認
定医ケースプレゼンテーション含む）によると，移植・
再植に関する報告件数は僅か数件しかない．つまり，
移植・再植が補綴医にとって，欠損補綴歯科治療のオ
プションにはなり得ていないと言える．その理由は，1）
口腔インプラント治療が広く発展，普及している，2）
移植・再植における生物メカニズムを含めた研究エビ
デンスが十分解明されていない，3）補綴医が移植・再
植を選択し成功させるための臨床エビデンスが不足し
ている，からであると考える．
　そこで本セッションでは，再生医療研究ならびに移
植・再植治療の最前線で活躍している補綴医 2 名に講
師をお願いし，1）生物学的観点ならびに歯科再生医療
研究からみた移植・再植治療の課題と再生医療応用の
可能性，2）長年の臨床経験に基づいた移植・再植治療
成功のための勘どころ，を披露していただく．その後，
3）補綴医主導型の移植・再植治療を行ううえで必要な
こと，について臨床・研究両面からのエビデンスを基
に参加者とともに討論したい．

大島正充
　究極の補綴歯科治療とも考えられる歯の再生は，発
生生物学や幹細胞生物学を基礎として研究が進められ
てきた．我々は，歯胚発生プログラムを利用した研究
戦略から，歯と歯周組織を包括的に再生可能な「再生
歯ユニット」，ならびに歯周組織を有する「バイオイン
プラント」の技術開発を行い，実験動物の口腔内に移
植することにより生着・機能することを実証してきた．
これらの歯科再生研究を通して，歯そのものを再生す
ることよりも，生物学的に顎骨と結合し，歯の生理機
能の発現や顎顔面領域との連携を確立することが本質
的な歯科再生治療を達成するために重要と考えており，
そのためには歯周組織の有効利用と効果的な再生技術
が望まれる．現在，我々は抜歯窩に残存する歯根膜組
織を利用した実用化型のバイオインプラント移植技術
の開発を進めており，天然歯と同等の歯周組織がイン
プラント周囲に結合・機能することを実証している．
本セッションでは，歯科再生治療における歯周組織の
重要性と臨床利用の可能性について呈示させていただ
き，移植・再植治療の有用性について議論を深めたい．

新名主耕平
　歯の移植・再植は古くは 1950 年代の Apfel, Miller
らの報告にあるようにインプラントの登場よりも遥か
昔から臨床応用されている術式である．生体内におい
て，マイナスに帯電する生体不活性材料であるインプ
ラント表面と比較して，天然歯では自己由来細胞を生
かした治療計画が建てられる反面，ドナー歯の感染や
歯根表面細胞群の欠落，母材である歯質の破折・感染
など注意すべき点が存在する．演者の渉猟しうる限
り，歯の移植・再植に関しての明確な診断基準やコン
センサスはなく歯学部卒前教育においても十分である
とは言い難い．筆者は，過去の移植医療の報告をもと
に，移植・再植ドナー歯において，健全表面（Intact 
surface），病的表面（Morbid surface）を口腔外で判断
し，病的表面を骨縁上に配置するように，また，咬合
力に抵抗しなければならない部位においては，残存歯
質の厚い部位を同部位に配置するべく処置を行うよう
にしている．また，歯根未完成歯の歯の移植に関して，
Morrees らの分類を参考に，術後，歯髄の生着を起こ
しうる時期を判断し処置を行なっている．本講演では，
演者が日々行っている術式において，補綴主導型の歯
の移植（幼若永久歯，歯根完成歯）の臨床の勘所，破
折歯，根尖破壊歯に対する歯の再植の勘所，術後の合
併症，限界点について，実際の症例を提示し解説する．

トピックス
●歯の移植
●再植
●補綴医主導
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イブニングセッション 5　Evening Session 5

CAD/CAM 技術を応用したパーシャルデンチャーの試み

An attempt at removable partial denture using CAD/CAM 
technology

コーディネーター
田坂彰規
東京歯科大学パーシャルデンチャー補綴学講座
発表者
岡野日奈
東京歯科大学パーシャルデンチャー補綴学講座
髙市敦士
東京医科歯科大学生体補綴歯科学分野
飯田雄太
中国・四国支部

Coordinator:
Akinori Tasaka
Department of Removable Partial Prosthodontics, 
Tokyo Dental College
Presenters:
Haruna Okano
Department of Removable Partial Prosthodontics, 
Tokyo Dental College
Atsushi Takaichi
Department of Advanced Prosthodontics, Tokyo 
Medical and Dental University
Yuta Iida
Chugoku & Shikoku Branch

　パーシャルデンチャーの製作に CAD/CAM 技術が応
用されつつある．現在，CAD にて設計したデータから
フレームワークを製作する方法には，次の 3 つが主に
臨床応用されている．①金属ディスクからミリングマ
シンにて削り出す方法，② 3D プリンタにてフレームパ
ターンを積層造形し，そのパターンを埋没，鋳造して
製作する方法，および③金属積層造形により製作する
方法である．しかし，フレームワークに人工歯および
義歯床を結合させる製作方法は確立されていない．さ
らに，遊離端欠損に対する口腔内スキャナーを応用し
た印象採得法については，検討の余地が残されている． 
　本セッションでは，このような現状の課題を踏まえ
CAD/CAM 技術を応用したパーシャルデンチャーの試み
について発表していただき，会員の皆様と議論を深め
今後のパーシャルデンチャーのデジタル化の将来展望
について考える場としたい．

岡野日奈
　選択的レーザー焼結法（SLS）により製作したパー
シャルデンチャーのフレームワークは，鋳造法と比較
して優れた耐疲労性および機械的特性を示すことが報
告されている．これまで発表者らは，製作精度が構成
要素によって異なり，造形角度によって影響されるこ
とを明らかにした．また，SLS は内部構造の付与が可
能であるが，この技術をフレームワークに応用するた
めの基礎的研究にも取り組んでいる．本セッションで
は，これまで行ってきた CAD/CAM 技術を応用したフ
レームワークの研究成果についてご紹介し，今後の可
能性についても提案したい．

髙市敦士
　パーシャルデンチャー製作の工程のうち人工歯排列
と義歯床製作のデジタル化は人工歯形状のカスタム化
や義歯床の機械的性質の向上など明確なメリットが期
待できる一方で，メタルフレームワークと樹脂材料で
ある人工歯や義歯床とを一体化させる工程はこれまで
にいくつかの手法が試行されているが確立はしていな
い．今回は発表者らが 2021 年に発表したパーシャル
デンチャーのデジタル化に関するシステマチックレ
ビューに基づきこれまでに試行されている手法を紹介
するとともに，今後の課題を整理したい．

飯田雄太
　遊離端欠損におけるパーシャルデンチャーでは，残
存歯は解剖学的印象，欠損部顎堤粘膜は加圧印象を採
得する必要がある．口腔内スキャナーを用いたパーシャ
ルデンチャーの症例報告はあるが，遊離端欠損症例に
おける報告は少ない．そこで発表者らは，下顎遊離端
欠損症例において，残存歯の口腔内スキャナーによる
解剖学的印象とオルタードキャストテクニックによる
顎堤粘膜の加圧印象を応用し，パーシャルデンチャー
を製作した．今回の発表では，この手技のステップ，
また考察や今後の課題に関して整理していく．

トピックス
●パーシャルデンチャー
● 3D プリンタ
●金属積層造形
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大野充昭
岡山大学学術研究院医歯薬学域分子医化学分野
岡山大学病院歯科・口腔インプラント科部門

New perspectives on prosthodontic medicine 
using single cell biology
Mitsuaki Ono
Department of Molecular Biology and 
Biochemistry, Faculty of Medicine, Dentistry and 
Pharmaceutical Sciences, Okayama University
Department of Oral Rehabilitation and 
Implantology, Okayama University Hospital

　近年，細胞の性質を 1 細胞レベルで理解する「シ
ングルセルバイオロジー」技術が発展し，分子生物学
研究において必須の手法となりつつある．なかでも，
transcriptome 解析である single cell RNA-seq （scRNA-
seq）解析は，従来行われてきた細胞集団の平均解析で
は難しかった細胞集団の不均一性の検出や細胞分化経
路の推定解析を可能とし，広い分野で新たな知見を
提供し続けている．現在我々は，Bulk RNA-seq 解析
に scRNA-seq 解析を組み合わせ，歯や口腔粘膜の発
生，骨の老化や創傷治癒のメカニズムの解明に取り組
んでいる．さらに，scRNA-seq 解析では細胞を単一化
する過程で細胞の位置情報が失われてしまうため，位
置情報を含む transcriptome 解析として，Visium （10X 
Genomics 社 ） を 用 い た Spatial RNA-seq 解 析 も 試 み
ている．本講演では，我々の研究内容をベースに，
scRNA-seq 解析を行ううえで必要な細胞の単一化から
ライブラリー調整，データ解析に至るまでの一連のプ
ロセスを紹介し，シングルセルバイオロジーが補綴歯
科学研究において本当に有用なのか，皆様と議論した
い．また，我々は Bulk RNA-seq データの自動解析プロ
グラムを構築し，共同研究として受託解析を開始した．
講演の後半に，本システムについても簡単に紹介させ
ていただきたい．

トピックス
● 1 細胞解析
● RNA-seq
●補綴歯科学

Lunch & Learning

シングルセルバイオロジーが切り拓く Prosthodontic Medicine

New perspectives on prosthodontic medicine using single cell 
biology

座長
秋葉陽介
新潟大学大学院医歯学総合研究科生体歯科補綴学
分野
大島正充
徳島大学大学院医歯薬学研究部顎機能咬合再建学
分野

Chairpersons
Yosuke Akiba
Division of Bio-Prosthodontics, Faculty of Dentistry 
& Graduate School of Medical and Dental sciences, 
Niigata University
Masamitsu Oshima
Department of Stomatognathic Function and 
Occlusal Reconstruction, Institute of Biomedical 
Sciences, Tokushima University Graduate School

　Lunch & Learning は他のフォーマルなセッション
やセミナーとは異なります．最新の研究手法や解析技
術について，これらを実際に実施している講師の先生
の講演を聴き，質疑応答を実施します．その中から最
新の研究手法や解析技術の知識を得て，今後の自分
自身の研究に対して応用できる部分を学び，研究を
推し進めるうえでの参考にしようとする professional 
development や skill building のための企画になります．
　今回は岡山大学学術研究院・医歯薬学域・分子医化
学分野の大野充昭先生を講師にお迎えし，先生が現在
実施しているシングルセルバイオロジー技術を用いた
いくつかのご研究をご紹介いただきます．
　シングルセルバイオロジー技術を組み合わせた研究
をどのように進めているのか，どのような事が解って
くるのか，といったお話に加えて，最新の研究手法が
補綴歯科学研究に何をもたらし得るのか，といったこ
とを，気軽な雰囲気の中で参加者を交えて議論してい
きたい，と考えています．
　シングルセルバイオロジーをご自身の研究に導入し
ている先生，今後導入を考えている先生，だけではな
く，少しでも最新の解析技術に興味を持たれた先生に
は，是非ご参加いただき，活発な議論をしていただき
たいと思います．

トピックス
● Lunch & Learning
●シングルセルバイオロジー
●補綴歯科学
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江草　宏
東北大学大学院歯学研究科分子・再生歯科補綴学
分野

Hiroshi Egusa
Molecular and Regenerative Prosthodontics, 
Tohoku University Graduate School of Dentistry

専門：
　私の得意分野は，「再生歯科補綴学」となります．歯
科補綴学を基礎研究から分子レベルで理解することに
喜びを感じる稀有な補綴歯科医かもしれません．皆様
の中には，大学院生や若手研究者として基礎研究に取
り組んでおられる方もいらっしゃるでしょう．基礎研
究と補綴臨床の関連性に疑問をお持ちの方も少なから
ずいらっしゃるのではないでしょうか．
　本企画では，アカデミアにいるからこそ探究できる

「新しきもの」「面白きもの」を，補綴歯科医の視点か
らディスカッションしてみたいと思います．もちろん，
ご自身の研究で困っている技術的問題や，これからの
方向性についてのブレインストーミングも歓迎します．
また，海外留学に興味はあるけれども踏み切れない方，
留学先を思案されている方，アカデミアでのポストや
要職を目指したいけれども今何をすべきか焦っている
方など，本企画が補綴歯科医 / 科学者としてのキャリ
アパスを思い描く一助となれば幸いです．

略歴：
　1998 年に広島大学卒業後，1999 年香港大学研究助
手．2002 年に広島大学にて歯学博士を取得後，日本学
術振興会特別研究員として米国 UCLA 歯学部に勤務．
　2004 年に大阪大学 歯科補綴学第一教室助手，2007
年に同助教．2014 年から東北大学 分子・再生歯科補
綴学分野主任教授．
　現在，東北大学病院 総括副病院長（歯科診療部門長），
東北大学歯学研究科 歯学イノベーションリエゾンセン
ター長および先端再生医学研究センター長を併任．日
本補綴歯科学会専門医・指導医，日本再生医療学会認
定医，インフェクションコントロールドクター．
　主な受賞は，2002 年に IADR エドワード・ハットン
賞第一位，2004 年に IADR アーサー・フレッチェ最優
秀若手歯科補綴学研究者賞，2012 年に IADR 最優秀若
手科学者賞など．
　スタンフォード大学公開ランキングにて 2020 年科
学者トップ 2% に選出．

Meet the Experts

池邉一典
大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座
有床義歯補綴学・高齢者歯科学分野

Kazunori Ikebe
Department of Prosthodontics, Gerodontology and 
Oral Rehabilitation, Osaka University Graduate 
School of Dentistry

専門：疫学研究，臨床研究
　老年学は，生物学や医学の中の一領域ではなく，あ
くまで社会生活を営んでいる人間を対象とした学問で
ある．老人問題は，経済や医療など一つの分野では解
決が不可能なことは明らかで，総合的・俯瞰的な視野
が必要である．このように，老年学は，人文社会学系，
理工学系，医学系のすべてがかかわる総合科学であり，
領域横断的に取り組むべき課題である．
　私は，紆余曲折を経て，健康長寿，幸福寿命を探求
することを目的とした学際的研究をライフワークとし
た．私自身，学部学生の頃は，他学部のことはほとん
ど関心がなかったが，現在，人間科学研究科や医学系
研究科の先生方とほぼ毎週メールでやり取りし，気に
なることがあればすぐに会って相談している．幸福論，
死生観などについて，文系の考え方も聴けて実に興味
深い．最も重要なことは仲間づくりである．
　今回は，総合大学の特長を活かした学際的研究をご
紹介し，若い先生方に経験を語りたいと思います．

略歴：
1987 年　大阪大学歯学部歯学科卒業
1991 年　同大学院歯学研究科修了
1999 ～ 2000 年　 文部省在外研究員として University 

of Iowa（米国）にて研究に従事
2018 年から大阪大学大学院教授
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丸尾勝一郎
東京支部

Katsuichiro Maruo
Tokyo Branch

専門：
　口腔内スキャナを用いたデジタルデンティストリー
とインプラント治療を専門としております．各口腔内
スキャナの特徴や，コストパフォーマンス，導入につ
いてのご相談などについてお話しできるかと思います．
よろしくお願いいたします．

略歴：
2005年 東京医科歯科大学歯学部卒業
2009年  東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科イ

ンプラント・口腔再生医学分野修了（歯学博
士）

2010年  岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講
座　助教

2011年 同附属病院　インプラント外来医局長
2012年  米国ハーバード大学歯学部インプラント科　

ITIスカラー・研究員
2013年  神奈川歯科大学大学院口腔機能修復学講座咀

嚼機能制御補綴学分野　助教
2015年 神奈川歯科大学附属病院　診療科講師
2017年 日本口腔インプラント学会　専門医取得　
  神奈川歯科大学大学院口腔統合医療学講座補

綴・インプラント学　講師
2018年  神奈川歯科大学大学院口腔統合医療学講座補

綴・インプラント学　非常勤講師
 三軒茶屋マルオ歯科　開院
2019年  ITI（International Team of Implantology） 

Fellow就任
2020年 医療法人社団　プライムエレメント 設立
2021年  神奈川歯科大学大学院口腔統合医療学講座補

綴・インプラント学　特任准教授
  恵比寿マルオ歯科 審美インプラントスタジオ 

開院

松田謙一
関西支部

Kenichi Matsuda
Kansai Branch

専門：
　私は大阪大学歯学部を卒業後，同大第二補綴科（義
歯・高齢）に入局し，大学院生ならびに職員として計
16 年間大学に在籍した．その間，義歯臨床に関する
多くの知見を学び，教育にも携わり，セミナーや執筆
活動も多く行った．大学退職後は，それらの経験を活
かし，義歯診療を専門的に行う医院の院長ならびに，
義歯に関する教育を行う機関で講師を勤めている．
　本企画においては，①義歯に関する難症例への対応
法，②義歯臨床の重要性や高齢者に対する治療計画の
立案，③長く大学等で専門的知識や技術を学んだ後，
それらを活かしたキャリア構築の考え方，④教育者，
あるいは情報の発信者として大切にすべきこと等につ
いて，参加される先生方に情報を共有し，何かアドバ
イスをさせていただければ幸いである．

略歴：
平成15年　大阪大学歯学部卒業
平成19年　大阪大学大学院歯学研究科卒業
平成19年　 大阪大学大学院歯学部附属病院第二補綴科　

医員
平成21年　 大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建

学講座　助教
平成31年　同上　常勤退職，臨床講師
平成31年 4…月　 HILIFE DENTURE ACADEMY 学術統括

責任者 
令和元年10月　ハイライフ大阪梅田歯科医院　院長
令和２年…4…月　 大阪大学大学院歯学研究科　臨床准教

授
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山﨑長郎
東京支部／日本臨床歯科学会

Masao Yamazaki
Tokyo Branch/Society of Japan Clinical Dentistry

専門：
　長く歯科医師として臨床に携わってきたが，一貫し
て補綴治療中心としてその他の分野に補綴治療を成功
させるための初期治療として捉えてきた．その中で自
分自身の治療の遍歴があった．最初は 1970 年代咬合

（ナソロジー）で，1980 年代は二つのペリオの波が
あった．一つはボストン大学のゴールドマン，そして
ペンシルベニア大学のアムステルダムらの米国式ペリ
オ，もう一方はニーマン・リンデ等の原因論とメンテ
ナンスを中心とした北欧型ペリオであった．1990 年代
はインプラントが導入された，そして 2000 年は審美，
2010 年はデジタルに移行してきた．これらを含めて私
がいかに臨床に時代を取り入れたかを解説したい．

略歴：
1945年 長野県生れ
1970年 東京歯科大学卒業
1974年 原宿デンタルオフィス開院
 日本臨床歯科学会　理事長

本多正明
関西支部／日本臨床歯科学会

Masaaki Honda
Kansai Branch/Society of Japan Clinical Dentistry

専門：
　1970 年に大阪歯科大学を卒業し，1973 年に「日本
歯学センター」で，現在の臨床医としての礎となる臨
床力を身につける新たなスタートを切った．元々，咬
合と補綴治療の興味があったため，修行期間はもちろ
ん現在においても自分自身が目指す臨床医への思いが
強かったので，頑張り続けることができている．日本
歯学センターで学んだことは，総合診断・治療計画
に基づく包括治療の実践であった．と同時に “ 良好な
Longevity” を達成するために，インターディシプリナ
リーアプローチが重要であることである．補綴臨床に
おいて 30 歳代半ばから注目してきたことは，アンテリ
ア ガイダンス，バーティカルストップと臼歯咬合面形
態，50 歳代半ばから，歯列の連続性，咬合支持，咬頭
嵌合位，そして 70 歳過ぎから，何故，患者個人の背影
の変化に目を向けるようになったかについて話してみ
たい．

略歴：
1945年 大阪府出身
1970年 大阪歯科大学卒業
1978年 東大阪市にて本多歯科医院開設
2021年  大阪歯科大学大学院口腔インプラント学講座

卒業
  大阪歯科大学口腔インプラント学講座　臨床

教授

─ 134 ─

日補綴会誌　14・131 回特別号，2022Meet the Experts



ランチョンセミナー 1　Luncheon Seminar 1

必要不可欠になりつつある口腔内スキャ
ナーならではのさまざまな臨床応用
田中譲治
東関東支部

Various clinical applications of unique intraoral 
scanners under increasing need for prosthodontics 
appliances
Jyoji Tanaka
Higashi-kanto Branch

　汎用性の高い精度の優れた口腔内スキャナー（以下
IOS）が開発され，補綴製作が大きく変わろうとしてい
る．そこで，注目されている IOS である TRIOS および
リーズナブルな MEDIT i700 を用いた口腔内スキャナー
ならではのさまざまな臨床応用を紹介する．
　天然歯において，IOS は歯肉縁下の印象は難しく審美
補綴には適応が限られるという見解もあるが，演者が
提唱する『エアー法』を用いることで，自由診療にお
いては特殊な症例を除いて，すべて IOS を用いている．
また，インプラント補綴においては規格されているた
め，より IOS と相性が良く，少数歯のみならずフルアー
チの症例もほぼすべて IOS データにより製作して良好
な結果を得ている．
　患者への不快感を解消できるだけでなく，選択した
形態や色にて補綴修復した状態を各個人の顔写真に簡
便に映し出せるなどコンサルとしても威力を発揮する．
補綴製作においては，術前データの利用やプロビジョ
ナルレストレーションの忠実な再現に加えて，フルアー
チにおける上下顎間関係の再現，また，口腔外で既存
義歯の全周スキャンする「IOS デンチャーコピー法」に
よる新しい義歯製作法，また水を使用しないため在宅
診療にも非常に有用である．さらに，フェイススキャ
ンの利用で，患者本人があたかもいるような状況で技
工製作が可能となり，カンペル平面設定や感性をも使っ
た審美補綴，さらには顎運動までも再現できるように
なりつつある．まさにパラダイムシフトで，IOS は歯科
補綴において必要不可欠となってきている．

トピックス
●口腔内スキャナー
●デンチャーコピー
●フェイススキャン

ランチョンセミナー 2　Luncheon Seminar 2

CPC 含有洗口液によるデンチャープラーク
の抑制
馬場一美
昭和大学歯学部歯科補綴学講座

Clinical application of mouth rinse contained 
cethlypyridinium chloride in patients with 
removable denture
Kazuyoshi Baba
Department of Prosthodontics, Showa University

　令和元年度人口動態統計によると日本人の死因の第
3 位は肺炎であり，高齢者に限ると肺炎の 7 割以上が
誤嚥性肺炎である．また，我が国における可撤性有床
義歯の使用率は年々高まっており，後期高齢者の約半
数が可撤性有床義歯を使用している．可撤性義歯は形
態の複雑さや義歯床部レジンの吸水性の高さによりそ
の表面にデンチャープラークが形成されやすく，デン
チャープラークは口臭や残存歯の齲蝕，歯周炎，さら
に誤嚥性肺炎の原因になる可能性がある．デンチャー
プラークのコントロールのためには義歯用ブラシによ
る機械的清掃と義歯洗浄剤による化学的清掃が併用さ
れるが，近年洗口液の有効性が注目を集めている．洗
口液は薬機法上，口臭予防を目的とした化粧品と歯周
病，虫歯の予防を目的とした医薬部外品とに分けられ
る．後者の中でも CPC（塩化セチルビリジニウム）製
剤を含有する洗口液は殺菌作用と界面活性作用により
口腔内のプラーク形成を抑制することが知られており，
デンチャープラークに対しても同様の効果が期待でき
る．
　本セミナーでは CPC 含有洗口液の特徴を解説し，当
講座で実施している CPC 含有洗口液ハビットプロ®

（アース製薬）によるデンチャープラーク抑制効果，並
びに次世代シークエンサーを用いたデンチャープラー
ク内細菌叢の変化について示し，義歯装着患者の口腔
衛生管理における CPC 含有洗口液の意義について考察
する．

トピックス
●デンチャープラーク
●誤嚥性肺炎
● CPC 含有洗口液
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ランチョンセミナー 3　Luncheon Seminar 3

保険適用された CAD/CAM インレーの接着
と「セラスマート HT シェード」の有効性
苅谷周司，島村直起
株式会社ジーシー

New national health insurance coverage “CAD/
CAM inlay”
Cementation and “Cerasmart HT shade”  efficacy
Shuji Kariya
Research & Development Department, GC 
CORPORATION
Naoki Shimamura
Marketing Department, GC CORPORATION

　歯科材料の進化とデジタルデンティストリーの発展
により，歯科用 CAD/CAM システムを用いた補綴物製
作が自費診療だけでなく保険診療でも活用され，臨床
現場において普及と拡大を続けている．保険診療に目
を向けると，2014 年に小臼歯部での CAD/CAM 冠保険
適用から，第一大臼歯，前歯部と徐々に適用拡大され，
単冠補綴材料はメタルから CAD/CAM 冠へと移行して
臨床実績を重ねている．特定保険医療材料の定義で定
められた基準値より高い数値を有しているという物性
面だけでなく，特に前歯部においては層構造といった
審美的な要素も求められ，各社より物性と審美性を併
せ持つバランスのとれた材料が販売され，CAD/CAM 冠
は幅広い症例に使用されている．
　2022 年 4 月には CAD/CAM インレーが保険適用と
して新設された．それに伴い，弊社ジーシーからはイ
ンレー症例に適したハイブリッドレジンブロックであ
る「ジーシー セラスマート HT 色」の追加販売を開始
した．「ジーシー セラスマート」は弊社独自技術の「ナ
ノフィラーテクノロジー」を更に進化させた「FSC テ
クノロジー」の採用により，微細なフィラーを高密度
に充填させることで高い物性を有している．この技術
により艶の維持，加工時のチッピングリスクを低減さ
せているため，設計データに従った精度の高い補綴物
を得ることが可能である等の特長も有している．
　本セミナーでは，CAD/CAM インレーに使用可能な

「ジーシー セラスマート」を中心に，製品特長や臨床例
だけでなく，形成にお奨めしたいダイヤモンドバーや
接着のポイントをご紹介し，皆様がより安心してお使
いいただく一助となれば幸いである．

トピックス
●デジタルデンティストリ―
● CAD/CAM インレー
● CAD/CAM 用高靭性ハイブリッドブロック

ランチョンセミナー 4　Luncheon Seminar 4

多様化する補綴材料・補綴手法に対応する
レジンセメント
佐藤洋平
鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座

Resin cement systems for diversified prosthetic 
materials and methods
Yohei Sato
Department of Removable Prosthodontics, 
Tsurumi University School of Dental Medicine

　デジタル技術の隆盛とジルコニアを中心としたセラ
ミックス材料の開発は，単にこれまでの歯冠修復技法
や材料の置き換えではなく，新たな治療手法を確立し
た．従来技術では加工が困難であったジルコニアもシ
ングルリテーナーの接着ブリッジやラミネートベニア
など高い精度が要求される補綴装置製作も実現できる
ようになった．
　CAD/CAM により製作したジルコニア補綴装置，二ケ
イ酸リチウムガラスに代表されるシリカ系ガラスセラ
ミックス補綴装置などを症例に応じて使い分けること
で，個々の症例に適切な治療方法を選択できる．これ
らの多様化した補綴手法は，接着歯学の発展および各
種材料へ高接着性を有するレジンセメントの登場によ
り，積極的な臨床使用が可能となった．
　セメントに求める要件として，これまでは接着強さ
のみにフォーカスを当てていたように思う．精密な補
綴装置になればなる程，ハンドリング（操作性）も重
要となる．多数歯の接着に際して，鼓形空隙に溢出し
たレジンが強固に固まってしまったり，補綴装置を十
分にシーティングする前にデュアルキュアのセメント
が硬化し始めて浮いてしまったり…．と，苦労したこ
とはないだろうか？接着という概念の中に確実なシー
ティングや余剰セメントの除去も考慮されなければな
らないだろう．シーティングの難しい補綴装置の接着
には，光重合型のレジンセメントを応用することで，
治療の確実性が高くなったと実感する場面も多い．本
セミナーでは，多様化する補綴手法を症例供覧しなが
ら解説するとともに，セメント選択の勘所を示したい．

トピックス
●レジンセメント
●光重合型セメント
●ラミネートベニア
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ランチョンセミナー 5　Luncheon Seminar 5

義歯安定剤の利用ガイドライン
村田比呂司
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科歯科補綴学分
野

Guideline for use of denture adhesives
Hiroshi Murata
Department of Prosthetic Dentistry, Nagasaki 
University

　義歯安定剤は維持，安定の不良な義歯の機能改善を
目的として患者自身によって用いられる市販材料です．
本剤は作用機序により，唾液の粘性を高める義歯粘着
剤〈クリームタイプ，粉末タイプ，シート（テープ）
タイプ〉と義歯床との不適合の改善をはかるホームリ
ライナー〈クッションタイプ〉に分類されます．
　かつては義歯安定剤の使用に否定的な見解が大多数
を占めていましたが，義歯粘着剤に関しては適切な症
例に正しく使用すれば，義歯の管理に有効であるとの
見解が国内外の研究で報告されています．米国歯科医
師会（J Am Dent Assoc 2011; 142: 1S-20S）及び日本
補綴歯科学会（補綴誌 2000; 44: 565-569）も義歯粘
着剤の有用性を示しています．義歯安定剤は不適合義
歯に使用されるものと認識されていますが，義歯の適
合性が良好であるにもかかわらず，維持力の低い症例

（顎堤の形態が不良な症例など）に適用するのが基本的
な見解になっています．しかしながら，本剤は患者さ
ん自身がドラッグストアなどで入手できるため，患者
さんの理解不足による誤使用の弊害も懸念されます．
　本ランチョンセミナーでは日本義歯ケア学会が行っ
た義歯安定剤のガイドライン作成のための多施設共同
研究（11 大学：日本大学松戸歯学部，岩手医科大学，
東北大学，愛知学院大学，東京医科歯科大学，神奈川
歯科大学，鶴見大学，大阪歯科大学，徳島大学，長崎
大学，鹿児島大学；プロジェクトリーダー：河相安彦
教授）の成果を紹介し，義歯安定剤の基本的な事項と
正しい患者指導を解説します．本セミナーが患者さん
の義歯管理にお役に立てれば幸いです．

トピックス
●義歯安定剤
●義歯の管理
●患者指導

ランチョンセミナー 6　Luncheon Seminar 6

ウェアラブルデバイスがもたらすブラキシ
ズムへの新たなアプローチ
飯田　崇
日本大学松戸歯学部クラウンブリッジ補綴学講座

A new proposal to bruxism brought by wearable 
devices
Takashi Iida
Department of Oral Function and Fixed 
Prosthodontics, Nihon University School of 
Dentistry at Matsudo

　歯科補綴治療における力のコントロールは治療計画
の立案時，良好な経過を得るための重要な因子となる
ことが示唆されている．力のコントロールに関する検
討の対象として睡眠時ブラキシズムおよび覚醒時ブラ
キシズムがあげられ，これらに対して多くの臨床医は
対応に苦慮をする．これまでに睡眠時ブラキシズムに
ついて多くの研究報告がされており，それらの知見が
臨床現場へフィードバックはされているが，睡眠時ブ
ラキシズムの診断法，ブラキシズムの抑制を目的とし
た対応が確立していないことも事実であった．近年，
ウェアラブル機器の発展に伴い，歯科臨床においても
ウェアラブル筋電計を用いた睡眠時ブラキシズムの診
断が可能となった．また，ウェアラブル機器の発展は
これまで測定が困難であった日中の咀嚼筋筋活動測定
も可能としており，今後覚醒時ブラキシズムを含めた
日中における非機能的な下顎運動の解明も期待がされ
る．一方，臨床で多く用いられているスタビライゼー
ション型オーラルアプライアンスの睡眠時ブラキシズ
ムに対する効果とその限界についても明らかとなって
おり，ブラキシズムの抑制を目的としたさまざまな対
処法が提唱されている．そのなかで，臨床研究レベル
であるが，バイオフィードバックを用いたブラキシズ
ムの抑制が有用であり，今後，臨床応用の可能性が示
唆されている．今回は，ウェアラブル筋電計を用いる
ことによって得られた覚醒時ブラキシズムに関する最
新の知見，将来的に予想されるブラキシズムの抑制を
目的とした新たなマネジメント方法等について紹介す
る．

トピックス
●ブラキシズム
●ウェアラブル
●バイオフィードバック
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ランチョンセミナー 7　Luncheon Seminar 7

X-GuideⓇの有機的な活用方法について
城戸寛史
福岡歯科大学咬合修復学講座口腔インプラント学
分野

Various and coordinated uses of the X-GuideⓇ

Hirofumi Kido
Section of Oral Implantology, Department of Oral 
Rehabilitation, Fukuoka Dental College

　インプラントの埋入位置はインプラント治療の成功
の成否に関与する重要な因子の一つである．前歯部の
インプラント治療では良好な審美性を達成するために，
臼歯部では良好な対抗関係を構築するために正確なイ
ンプラントの埋入位置が必須条件といえる．インプラ
ント体が適正な位置に埋入されない場合，審美性や力
学的に問題を生じるだけでなく，インプラントの安全
性に関わる重大な問題となる．
　正確なインプラントの埋入位置を達成する方法とし
て，静的ガイド（CAD/CAM によって製作されたドリル
ガイド）と動的ガイド（X-Guide のようなナビゲーショ
ンシステム）が利用されている．近年，デジタル技術
の導入が進み，3D プリンタなどの CAD/CAM システ
ムが比較的安価に利用できるようになったため，CAD/
CAM によるガイデッドサージェリーは広く臨床に普及
しつつある．一方，開発当初のナビゲーションシステ
ムは非常に高価であったため，臨床応用の普及はかな
り遅れたが，近年，現実的なコストで利用できるよう
になった．インプラントナビゲーションシステムは，
CT データと患者の顎骨をコンピューターのモニター上
で重ね合わせ，歯列とハンドピースに装着されたトレー
サーをカメラで位置を検出して，リアルタイムに顎骨
内のドリルの位置を表示するシステムであり，ドリル
ガイドと同等の埋入精度が報告されている．
　本セミナーでは，ナビゲーションシステム（X-Guide，
NobelBiocare）の基本的な使用方法から，多数歯欠損
への応用方法，教育効果等について，有機的な利用方
法を解説する．

トピックス
●ナビゲーションシステム
●インプラント
●埋入精度
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ランチョンセミナー 8　Luncheon Seminar 8

3D デジタル技術を使用した咬合再構成を考
える
植松厚夫
東京支部／日本臨床歯科学会

Consideration for occlusal reconstruction using 
3D digital technology
Atsuo Uematsu
Tokyo Branch/Society of Japan Clinical Dentistry

デジタル技術の進歩・発展に伴い，Intraoral…Scanner…
(IOS) や Cone…Beam…CT…(CBCT) から得られた 3D デー
タを咬合再構成の検査・診断に使用することで，アナ
ログ的に歯科治療をおこなっていた時に視認不可能で
あった部分を可視化することが可能になってきてい
る．
　口腔内の状態を IOS を使用してデジタル化すること
は，色調再現性の高いデジタル印象，患者固有の正確
な咬合採得を補綴治療へ役立てることが可能である．
また CBCT で採得した DICOM データを IOS データと
統合し，軟・硬組織が一体となったデジタルバーチャ
ル模型は，デジタル作業で特有なコピー & ペースト
やスーパーインポーズを利用して，石膏模型とは全く
異なる作業模型として応用できる．　
　今回は，これまで咬合再構成に使用されてきたさま
ざまな基準を可能な限り３次元で再現し，どこまでデ
ジタル歯科治療に役立てることができるか考えてみた
い．

トピックス
● 3D デジタル
●カンペル平面
●生理的顆頭安定位

ランチョンセミナー 8　Luncheon Seminar 8

デジタル技術をもちいた包括的治療
貞光謙一郎
関西支部／日本臨床歯科学会

Comprehensive treatment with digital technology
Kenichiro Sadamitsu
Kansai Branch/Society of Japan Clinical Dentistry

　歯科治療は口腔内全体を検査・診断し，現症に至っ
た原因を究明した後に包括的な概念のもとで診断をお
こなわなければならない．そこで治療咬合が必要であ
れば安定した顆頭位を採得し，適正な咬合高径と水平
的な顎位のもとで臼歯部の咬合安定と歯列の連続性を
もち，最適な前歯部誘導路を付与するとした先人の功
績により包括的な治療体系は確立され，その永続性や
予知性も明確化されている．
　そこで私たちは顎口腔系を機能的な一単位として捉
えて治療しデジタルデータをもちい，より精度の高い
包括的治療を目指そうと考えた．
　つまり咬合を動的・静的概念のなかで考慮する事を
目的に，動的概念を下顎運動機能装置にて静的概念を
歯接触分析装置を応用し，数値的・視覚的・経験的に
データを評価し臨床に生かすことを考えた．
　しかしながらデジタルデータを採得するもデータを
分析し読み取りことも難しい事も事実であった．
　そこで現在は顎機能異常者と正常者のデータを検討
し臨床的評価を下している．
　今回は発展する歯科デジタル化を如何に咬合で臨床
応用しているかを見ていただき，皆様にご意見がいた
だければと思う．

トピックス
●デジタル
●包括的治療
●下顎運動測定装置
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市民フォーラム 2022　Citizen's Forum 2022 of the Japan Prosthodontic Society

皆さんといっしょに学ぼう！
補綴歯科イノベーションがもたらす健康社会

Let's learn together,
about healthy lifestyles with the help of innovation in prosthodontic dentistry!

メタルフリー修復がもたらす健康社会
小峰　太
日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座

Metal-free restorations bring a healthy society
Futoshi Komine
Department of Fixed Prosthodontics, Nihon 
University School of Dentistry

　金属を使用しない歯冠補綴装置を用いた “ メタルフ
リー修復 ” は，審美性に優れ，また金属アレルギー患
者さんにも適応することが可能です．そのため，患者
さんの求める審美的要求に対応可能であり，さらに患
者さんの口腔内の健康維持に寄与します．
　メタルフリー修復において，セラミック材料とレジ
ン系材料が広く臨床応用されています．セラミック材
料を用いたセラミック修復は，優れた審美性，生体親
和性および化学的安定性を有しています．それらの優
れた特徴を生かして，高い審美性が求められる前歯部
や，優れた生体親和性を活用してクラウンやブリッジ
などが歯肉に接する症例において効果的に臨床応用さ
れています．さらに，近年のデジタルデンティストリー
の発展に伴い，臨床における需要が高まっています．
　レジン系材料として，ハイブリッドレジン（二種類
以上のフィラーが含有されているレジン）が主流です．
近年では，歯科用 CAD/CAM システムを用いて，ハイ
ブリッドレジンブロックを削り出して製作される，い
わゆる “CAD/CAM 冠 ” が保険導入され，多くの国民に
提供されるようになりました．
　今回は，セラミック材料およびレジン系材料を用い
たメタルフリー修復の概要や特徴を簡潔に紹介いたし
ます．その中でも，歯科用 CAD/CAM システムで製作
されるジルコニアと CAD/CAM 冠について説明します．

トピックス
●メタルフリー修復
●セラミックス
● CAD/CAM 冠

座長
飯沼利光
日本補綴歯科学会社会連携委員会
島田　淳
東京支部

Chairpersons
Toshimitsu Iinuma
Japan Prosthodontic Society, Social Liaison 
Committee
Atsushi Shimada
Tokyo Branch

　AI（Artificial Intelligence）やデジタル技術の活用は，
これからの歯科医療にさまざまな変化をもたらすこと
が予測されます．とりわけ，補綴歯科修復物の製作方
法や，これに用いる治療材料に及ぼす影響は大きいと
考えています．しかも，これらの技術革新の効果はす
べて患者さんへの，より安全かつ安心な歯科医療に資
するものでなくてはなりません．そのため，このデジ
タル技術をはじめとする，補綴歯科医療での技術革新
がもたらすさまざまな効果については，歯科医師のみ
ならず，患者さんも大いに知識を深め，お互いが情報
の共有をすることが大切だと考えています．
　そこで，今回の市民フォーラムでは補綴歯科イノベー
ションがもたらすさまざまな効果について，専門家に
わかりやすく解説をしてもらい，その効果を日常臨床
の場において多くの患者さんが享受していただくきっ
かけになればと考えています．
　とくに今回のフォーラムでは，昨年秋，新たに保険
収載されました有床義歯への磁性アタッチメントに加
え，すでに 2020 年 9 月 1 日から保険での適用範囲が
広がった，CAD/CAM 冠を用いた補綴歯科治療について
専門家から分かりやすく解説をしていただきます．
　これまでの市民フォーラムは，イベント会場での対
面式による講演形式をとってきましたが，今回はイノ
ベーションがテーマとなっていますので，今回初めて
ウェブを用いた動画配信により皆様に情報の発信を行
いたいと考えております．進行役を務める私たちも，
これまでとは違う切り口でフォーラムのまとめを務め
させていただこうと考えています．
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ピタッとくっつく磁石の入れ歯で美味しく
食べよう！
大山哲生
日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅱ講座

Eat well and comfortably with youre magnetic 
dentures!
Tetsuo Ohyama
Department of Partial Denture Prosthodontics, 
Nihon University School of Dentistry 

　日本の医療の根幹をなす健康保険制度は，国民の健
康に大きく寄与しています．しかし，全ての医療行為
をカバーする事はできません．そのため，時代のニー
ズに合わせて毎年改定作業が続けられています．また，
多くの医療関係者のご尽力や， 8020 運動などの啓蒙活
動が功を奏して，現在では喪失している歯の本数はか
なり減少しています．しかし，未だ入れ歯が必要な患
者さんも非常に多くいらっしゃいます．しかも色々な
事情でなかなか来院する機会が無く，適切に調整され
ていない入れ歯を使用しているために，上手に咬めな
くて困っている患者さんも沢山いらっしゃいます．ま
た，食事は問題なく行えても義歯の針金が目立つため
に思いっきり笑えないと感じている患者さんも多いと
思います．それらを解決する義歯に組み込む装置の一
つに磁石を利用した装置があり，昨年 9 月より一部保
険診療への導入が認められました．しかし，磁石を利
用すると MRI 検査に影響があるなどのデメリットもあ
ります．
　そこで，本市民フォーラムでは，磁石を利用した義
歯の基本的な構造からメリットやデメリットを分かり
やすく解説することで，皆さんが明るく笑え，快適に
お食事を楽しめる生活を再び取り戻すお手伝いをした
いと考えています．
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