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ま え が き

　日本歯科医学会は、日本歯科医師会との協力体制の下、日本歯科医師会会員のために、歯科

医学に関する科学ならびに医療技術の進歩・発展を広く提供することを目的とした学術講演会

を、1981 年（昭和 56 年）に神戸国際会議場で第 1 回を開催して以来、本年度で 32 回目を迎

えるに至りました。

　歯科医療は食や会話を通して『人の人らしさを支えていく』、いわゆる「生活を支える医療」

であるというところに、その重要な意義があります。そこで今回の第 32 回学術講演会では、

わが国が突入した超高齢社会において、8020 運動の最も重要なコンセプトである「『機能する

歯・歯列』を『安定した咬合状態』で『長く維持する』」をどのように実践していくかに焦点を

当て、「国民が求める歯科医療をめざして―今、改めて歯の保存を考える―」をメインテーマと

して企画いたしました。

　基調講演は「歯を守るための補綴治療の条件」としました。「いかに歯を守るか、残すか、抜

歯するか？」これは歯科医療に携わる我々歯科医師の永遠のテーマであることに疑いはありま

せん。口腔の機能状態を確保するためにどのように個々の歯を残し、または戦略的に抜歯し、

修復・補綴治療を実行し、安定した歯列を構成していくかについて、特に補綴治療に焦点を当

てながら練達の臨床医である講師に解説していただきます。

　サブテーマ 1 は「今日の保存治療」としました。個々の歯の保存を図る歯内治療に関する最

新情報について、歯列全体の保全と咬合・咀嚼の機能維持という観点から、1．MI 修復の基本、

2．効率的で確実な歯内療法、3．歯を守る最新歯内療法のスタンダード、4．歯内療法の基本

的技術から難症例への対応、5．歯髄保護と抜髄、6．歯内－歯周混合病変といったキーワード

を含めて経験豊かな演者に解説していただきます。

　サブテーマ 2 は「今日の歯周治療」としました。個々の歯の保存を図る歯周治療に関する最

新情報について、歯列全体の保全と咬合・咀嚼の機能維持という観点から、1．患者への動機

づけ、2．清掃性のよい歯周環境の確立、3．歯周炎の診断と治療方針、4．歯周組織によい咬

合のコントロール、5．良好な長期予後を目指した歯周治療、6．歯内－歯周混合病変といった

キーワードを含めて経験豊かな演者に解説していただきます。

　この日本歯科医学会学術講演会は、無料で、日本歯科医師会生涯研修事業の一環として位置

づけられており、受講により 7 単位が取得できます。また、開催都道府県所属以外の会員の方

でも聴講できますので、ご希望の方は開催都道府県の歯科医師会学術係まで事前にお申し込み

ください。多数の先生方のご来場を心よりお待ち申し上げます。

 平成 25 年 4 月　　　　　　

 常任理事　　一戸　達也　　
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＜抄　録＞

　1 ．「歯を守る」という意味

　歯の喪失した欠損歯列は程度の差はあっても「これからも歯を失うリスクを抱えている」と

覚悟すべきだろう。徐々に悪化する「欠損歯列」のなかで「歯を守る」という意味は「歯の有

無・存非」というだけでなく、一つには歯を失っても「歯の喪失スピードを抑えゆっくりさせ

たか」そして歯が喪失しても「歯列を重症化させなかったか」という問いのなかで歯の保存や

喪失を捉えるべきだろうと思っている。私はレベル・パターン・スピードという 3 つの側面か

ら歯の保存や喪失の意味を捉えるようにしている。

　2 ．欠損歯列と欠損補綴の分離

　『義歯つまり治療手段が思考と行為の中心をなすことは避けるべきで…』これは藍稔訳「欠

損歯列の補綴」1980 年の言葉だった。それまで混在していた「欠損歯列」と「欠損補綴」の 

2 つをしっかり分けるべきだと教わった。欠損補綴は義歯という“物”だが欠損歯列の対象は

患者という“者”になる。「歯を守る」とはもちろん「欠損歯列の病態」側の視点だが大切な

のは「歯を守る」ことが「欠損歯列のなにを守る」ことなのかを意識することだろう。

　3 ．欠損歯列の主病態

　欠損歯列の病態は歯が失われた歯列と考えるより、臨床では歯の喪失によって引き起こされ

る咬合支持の損傷あるいは咬合支持の不全と捉えるべきだと思っている。そのため、まず咬合
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東京都会員（東京歯科大学臨床教授）

歯を守るための補綴治療の条件

旨要演講
メインテーマ

国民が求める歯科医療をめざして　今、改めて歯の保存を考える

2606生涯研修コード

［略歴］
昭和 46 年　東京歯科大学卒，大学院修了（解剖学専攻）
昭和 47 年　東京都千代田区開業
平成 19 年　九州大学歯学部非常勤講師
平成 21 年　東京歯科大学臨床教授
平成 23 年　岩手医科大学歯学部非常勤講師
平成 24 年　大阪大学歯学部非常勤講師
［学会活動等］
日本歯科医師会　学術・生涯研修委員長
日本補綴歯科学会　監事
日本歯科補綴学会　理事
［著者・論文等］
�欠損歯列の臨床評価と処置方針．医歯薬出版，1998．
�症例でみる欠損歯列・欠損補綴．医歯薬出版，2011．
�欠損歯列の評価とリスク予測―上下顎歯数のアンバランスとその
リスク．補綴誌 5 巻 1 号，2013．



支持（噛み合わせ）の悪化レベルを的確に掴むことが欠損歯列としての現状や将来リスクを把

握することにつながってくる。この将来リスクは「歯を守るため」の基礎情報となる。

　4 ．欠損歯列の悪化レベルと歯の喪失リスク

　歯の喪失で臼歯部の支持が不足してくると歯列全体が不安定になり、残りの「歯に力の集中」

が発生し、歯の喪失リスクは確実に高くなる。「歯の喪失」はそのこと自体も問題だが、同時

に次の喪失を呼び込み、二の矢・三の矢が襲ってくる。歯列の喪失圧力は常に加速度を増す。

　5 ．歯の喪失速度

　欠損歯列は“一つの継続した病態”すなわち“コース”として捉えることが大切だ。とくに

年齢的に欠損歯数の多い患者は、「速い速度のコース」を辿ってきたはずで、そのままなら「速

いコース」を進むはずで、過去のコースを的確に把握するとその後の歯の喪失リスクを予測す

ることが可能になる。少なくてもそういう危険性を患者と術者は共有しておく必要がある。

　6 ．咬合再建と歯の喪失リスク

　咬合支持の悪化レベルや喪失のスピードが問題だと思える患者には、しっかりとした臼歯部

での咬合再建が必要になる。力の集中を再分散することを目指す。しかし欠損補綴には咬合回

復に伴う補綴後のリスクが発生することを常に覚悟しておくべきだろう。補綴後のリスクで予

測可能なものはあらかじめ「二の矢が継げる」補綴設計が望ましい。

　7 ．終末パターンと歯の保存

　欠損歯列は“一つの連続したコース”を流れて行くが、どのコースを通るかの予測は難しい。

しかし、単純化すればいくつかの終末パターンに向かってそれほど多くはないコースを進むこ

とは確かで、どの終末パターンが臨床的に問題なのかをイメージしておくことが大切になる。

微妙なのは「歯の保存」と「望まれる終末パターン」の方向性が一致しているとは限らず、「歯

の保存」が終末パターンの悪化を増長させる事態では、なにを優先すべきか判断に迷うことが

少なくない。

　8 ．歯を守るための補綴治療の条件

　歯列が安定している場合は、個々の歯の修理修復を長期に繰り返すことが基本になるが、歯

列の病態レベルや進行スピードから、歯の喪失リスクが高まったと判断したときは、歯列全体

の咬合安定が優先上位にくる。欠損悪化が中等度に進行したときは、将来どの終末パターンに

向かいそうかを予測し、もし「歯の保存」と競合するときは「歯列を重症化させない」という

基本方針を患者に提示する。
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＜抄　録＞

　固定性補綴治療は、一歯から全顎に亘る複雑な修復治療を含む優れた治療法であり、口腔機

能、審美性を大きく改善するとともに、長期的に良好に機能する快適で健康的な咬合を確立さ

せることができる。私共が一定の場所で Practice を始めて 30 年が経過した。その間、過去に

一旦、固定性補綴治療が行われているにも関わらず、再び問題を起こした症例の再治療に多く

の時間を費やしてきた。このような再治療のケースでは、しばしば対応の難しい新たな問題を

抱えることになり、その対応が当初の治療以上に複雑且つ困難となる場合が多い。
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東京都会員（九州歯科大学臨床教授，東京医科歯科大学臨床教授）

歯を守るための補綴治療の条件

旨要演講
メインテーマ

国民が求める歯科医療をめざして　今、改めて歯の保存を考える

2606生涯研修コード

［略歴］
昭和 45 年　九州歯科大学口腔外科大学院卒，歯学博士
昭和 51 年　インディアナ大学歯学部 Fixed & Removable Prosthodon-

tics 大学院卒
MSD 称号，米国補綴専門医
フロリダ大学 Occlusion & Crown Bridge 科助教授

昭和 52 年　フロリダ大学 Crown Bridge 科主任，フロリダ大学補綴科
レジデンスコース主任

昭和 53 年　フロリダ大学最優秀臨床教授賞受賞
昭和 56 年　藤本研修会主宰，東京都中央区開業，東京医科歯科大学第

三補綴学非常勤講師
平成　9　年　日本補綴学会評議員
平成 11 年　東京医科歯科大学疼痛制御学非常勤講師
平成 12 年　九州大学歯学部補綴学非常勤講師
平成 18 年　The American Academy of Fixed Prosthodontics 学会招待

講演
平成 19 年　九州歯科大学臨床教授
平成 22 年　東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科全部床義歯補

綴学分野臨床教授
その他　　　チューリッヒ大学，ジュネーブ大学，フロリダ大学等でポ

ストグラデュエートコース，日本歯科医師会生涯研修セミ
ナー講師等担当

［著書・論文等］
�Contemporary Fixed Prosthodontics 4 th Edition. Mosby Company，U.　

S.　A.，2006．（共著）
�The Function of Teeth―現代咬合論の原点―．医歯薬出版，2007．（監
訳）
�クラウンブリッジの臨床　国内第 3 版．医歯薬出版，2010．（著，
訳）

　他



　何故、再度の治療が必要になるのであろうか。現実的には術前の診査、診断と治療計画立案

上の問題、顎位決定をはじめとする咬合条件付与の失敗、補綴前処置及び術後の管理など様々

な理由が考えられる。補綴治療結果の良否は、特定することの難しい条件が臨床上数多く存在

するため、判定が難しい。その様な意味で長期追跡調査は、行われた治療結果を評価するうえ

で大変有効な手段である。その際、行われた治療が理論的、技術的に一定のスタンダードに沿っ

たものであればある程、客観性の高いものとなる。

　私共の医院において行われた治療の 30 年程度の追跡調査から、“予知性の高い補綴治療を実

践する為の重要な条件”として私共が学び得たものは、1．咬合の安定、2．精度の維持、3．術

前・術後の管理である。この技術的に熟練を要する歯科臨床の中でもとりわけ厳しい分野で、

予知性の高い成功を得る為には、“Principle”の正確な理解とそれを患者に正しく適用する為の

“技”、“術”を訓練する事が不可欠であると言える。その結果、はじめて Science（知ること）

と Art（組み合わせること）と言える歯科医療が実現することになる。

　今回は、私共医院における RPD を含めた 20～30 年に亘る長期 Follow up 症例を呈示し、一旦

行われた補綴治療が如何なる理由で再治療が必要となったか、その原因と対応について補綴治

療の見地より、並びに咬合の立場より考察し、補綴治療における Longevity 実現の為の条件に

ついて改めて皆様とともに考えてみたい。
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＜抄　録＞

≪再根管治療を考える≫

　「歯の保存」、「口腔機能の回復・維持」において歯内治療領域の貢献度は高い。また、日常

臨床で対応する機会も多いことから歯内治療の重要性を再認識し、適正かつ効率的な治療の実

施について再考する必要があるものと思われる。

　近年、歯内治療に関する概念、治療機器・機材、薬剤、材料は急速に進歩している。日常臨

床において様々な関連製品が紹介され、これまでと比較して格段の進歩がみられたように思わ

れるが、その反面、その応用法も多様化したことで臨床における使用法や応用症例の選択ミス

による問題も浮上してきている。新規性や効率性のみを追求することで歯内治療の基本を軽視

してしまうという誤った側面も垣間見えてきている。

　本邦においては、歯内治療の大部分は歯科保険治療の対象であることから、大多数の歯科保

険医療機関において対応する件数はきわめて多い。より専門的、高質な歯内治療を提供するこ

とを目的に当該分野治療を歯科保険適用外治療（自費治療）として取り扱う歯科医療機関も増

えてきているが、多くの患者が歯科保険治療での対応を希望していることは否めない。一方、

国民の健康に対する意識向上に伴い、たとえ保険治療であってもこれまで以上により予知性に

富んだ歯内治療を希望する患者数が増加傾向にあることは明白である。患者側が良質な専門的

治療の提供を要望している現状に鑑みれば、歯科医療機関側としてはそれに応えるに必要な設
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日本大学歯学部教授

今日の保存治療

旨要演講
メインテーマ

国民が求める歯科医療をめざして　今、改めて歯の保存を考える

2503生涯研修コード

［略歴］
昭和 54 年　日本大学歯学部卒業
昭和 56 年　日本大学歯学部助手
昭和 63 年　カナダ・トロント大学歯学部留学（～平成 2 年）
平成 14 年　日本大学歯学部助教授
平成 19 年　日本大学歯学部准教授　同教授（同年 12 月～）
［学会活動等］
日本歯科保存学会　理事，保存治療専門医・指導医
日本歯内療法学会　理事，認定指導医
日本口腔インプラント学会　評議員
日本歯科医学教育学会　評議員
［著書・論文等］
�歯内療法学第 4 版（分担執筆）．医歯薬出版，2012．
�第 3 版エンドドンティクス（分担執筆）．永末書店，2010．
�システマチック根管治療－安全性・効率性・確実性の追求．東京都歯
科医師会雑誌別冊，2006．



備・機器備品の整備はもとより、歯科医師もより高度な歯科医学的知識と治療技能を修得し、

それを患者に提供しなければならない。

　ところが、厚生労働省の歯科疾患実態調査報告によれば、歯内治療、とくに根管治療におい

ては「抜髄」よりも「感染根管治療」件数の多いことがわかる。本来、歯髄炎と根尖性歯周炎

は密接な関係を持って病態が進行して発症するものであることから、その実数に大きな差異が

生じるとは考えにくい。演者が所属する歯科専門病院・歯内療法科で対応する症例も初発歯髄

疾患の割合は少なく、急性および慢性の根尖性歯周疾患（炎）を伴った「根管治療歯」の割合

が大きい。すなわち、「感染根管治療」症例における「再根管治療」症例の占める割合が大き

いのである。これまでの疫学的領域を含む研究報告を閲覧すると「再根管治療」の成功率は芳

しいとは言い難い。歯を保存するために実施した「根管治療」が不適切であったことにより歯

の保存自体が危うくなるのである。本来、基本に則った「根管治療」の各ステップを確認しつ

つ治療を進めることで「再根管治療」を回避する割合は増加する。しかしながら、根管系の解

剖学的複雑性、根管内外で形成される細菌バイオフィルムへの対応、歯髄組織を失った歯質の

変化、そして根尖病巣の存在など治療の成否を左右する臨床上確認しにくい各種因子の存在

は、適切な根管治療を遂行する上での障害となり、また対応は困難をきわめることから、術者

側は多くの不安や未確認状況を抱えながら治療を進めることになる。

　「再根管治療」を実施せざるを得ない状況とはどのような状況なのか、「再根管治療」に潜む

リスクファクターに対してどのように対応すればよいのか、そして「再根管治療」はどのよう

に進めればよいのか、さらには「再根管治療」を回避するための適切な根管治療の要点は何か

…。

　そこで、本講演では「歯の保存」という側面から、諸先生方が日常的に経験される「再根管

治療」に視点を当てて、その問題点と「再根管治療」に至らないための対応策を考えてみたい。

参考文献

 1）Torabinejad M., Corr R., Handysides R., Shabahang S.：Outcomes of nonsurgical retreatment and endodon-

tic surgery：a systematic review. J Endod Jul 35（7）, 930－937, 2009

 2）Paik S., Sechrist C., Torabinejad M.：Levels of evidence for the outcome of endodontic retreatment. J 

Endod Nov. 30（11）, 745－750, 2004

 3）Friedman S.：Endodontic retreatment. Alpha Omegan 83（4）, 32－37, 1990
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＜抄　録＞

　1 ．少子高齢社会での保存治療のあり方

　少子高齢化が加速するなか、保存治療についても疾病構造の変化への対応が求められる時代

となっています。う蝕については有病率が低下し、初発症例が減少する一方で、再修復や再歯

内治療といった複雑な症例が増加する傾向にあります。また、歯周病が高い有病率を示すこと

から、これを病因または誘因とする病態（根面う蝕、歯内歯周病変など）への対応が求められ

ます。さらに、高齢者に歯科治療を行う機会も増加していますが、この際は心身への配慮に加

えて、歯髄腔の狭窄や tooth wear など、高齢者特有の歯の変化に対処する必要があります。

　患者の口腔・全身状態の変化を考慮した最適かつ柔軟な対応をいかに行うかは、今日の保存

治療の要点と言えます。そこで本講演ではこの方面に資する話題として、歯内治療における症

例選択と処置法を中心に、近年の臨床の動向を縦軸、患者のライフステージを横軸として、各

世代に応じた保存治療を提供するための考え方と実際を整理して述べたいと思います。
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［略歴］
昭和 59 年　東京医科歯科大学歯学部卒業
昭和 63 年　東京医科歯科大学大学院歯学研究科修了
平成 13 年　新潟大学歯学部附属病院総合診療部教授
平成 15 年　新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔健康科学講座う蝕

学分野教授
平成 22 年　新潟大学医歯学総合病院総括副病院長（歯科担当）
［学会活動等］
日本歯科保存学会　副理事長
日本歯内療法学会　理事
日本接着歯学会　理事
日本歯科審美学会　理事
［著書・論文等］
�失敗しない歯髄保存療法　抜髄する前にもう一度歯髄診断をしよう
（編著）．クインテッセンス出版，東京，2006．
�臨床歯内療法－器材・薬剤・テクニックのコンビネーション－（編
著）．デンタルダイヤモンド社，東京，2008．
�Seltzer and Bender’s dental pulp, 2nd ed.（分担執筆）．Quintessence, 

Chicago, 2012.
�ライフステージと歯内療法（編著）．デンタルダイヤモンド社，東
京，2013．



　2 ．保存治療の動向

　保存修復治療については、接着技法の飛躍的な進歩により minimum intervention（最小限の

侵襲；MI）の時代への転換がなされたことは周知の通りであり、今日の接着性レジン系材料の

良好な接着性・封鎖性が、歯質や歯髄の保存に大きく貢献していることは疑いありません。し

かしながら、これらの材料がテクニックセンシティブな側面を有することは完全には解決され

ていません。最大限の性能を引き出すためには、術中における接着阻害因子の可及的排除、製

品の特性に応じた適切な歯面処理などが要点となります。

　一方、歯内治療の器材・術式にも長足の進歩がみられ、そのグローバルスタンダードも大き

く変貌を遂げています。とりわけニッケルチタンロータリーファイルが根管形成の効率化に貢

献するとともに、手術用実体顕微鏡の導入により根管奥所の異物、レッジ、穿孔などが明瞭に

観察可能となり、難症例への対応に大きな福音がもたらされています。加えて、mineral trioxide 

aggregate（MTA）と呼ばれる新規歯内療法用材料や歯科用 CT の応用など、この方面の話題は

枚挙に暇がありません。歯内療法には「診断」、「根管形態」という二つの大きい障壁が今なお

立ちはだかっていますが、これらを取り除く手段が格段に増えた時代と捉えることも可能で

す。しかしながら、これらの真価はエビデンスに基づいて確立されたトラディショナルな理

念・術式とのコンビネーションにより、はじめて発揮されるとも言えます。

　3 ．ライフステージに応じた保存治療

　若年者では他の世代以上に長期間患歯を機能させる必要があります。従って、歯の構造の温

存が治療の要点であり、MI の概念に則った修復治療、歯髄温存療法による抜髄の回避などが

何よりも有意義な世代と考えられます。歯の外傷とその継発症（歯根吸収など）、根未完成歯

など、この世代で頻度が高く、歯内治療の面で複雑な対応が要求される病態にも留意する必要

があります。

　いわゆる成人では、前述のように過去の治療の経過不良例に対する再治療症例や歯内・歯周

病変などの複雑な症例が相対的に増加しています。また、歯根破折が無髄歯の喪失の主因の一

つと位置づけられるとともに、その診断や回避の方策が世代を問わず重要な課題と認識されて

います。

　さらに高齢者の歯では根管狭窄をはじめとする生理的な加齢変化に加え、硬組織疾患・歯周

疾患・過去の歯科治療などに起因する病的あるいは人為的変化が累積して生じています。心身

の加齢変化の程度や、多病性などの全身的因子の個人差が大きいことにも留意すべきです。

従って、患者や患歯の状態に応じた柔軟な対応を行うことが要点となります。

参考文献

 1）興地隆史：最新歯内療法のグローバルスタンダード．日常臨床で必ず使える！　歯内療法克服の一手―
歯を保存する診断，テクニック，マテリアルのすべて―，クインテッセンス出版，東京，2013：14－27．

 2）興地隆史他編：ライフステージと歯内療法．デンタルダイヤモンド社，東京，2013．
 3）日本歯科保存学会編：う蝕治療ガイドライン．永末書店，京都，2009．

－9－

 サブテーマ 1：今日の保存治療



＜抄　録＞

　歯周病がアタッチメントロスに伴う歯周ポケットの形成と骨破壊を特徴とする、慢性感染性

疾患であることは周知のことです。したがって歯周治療は、従来から原因因子の除去としての

プラークコントロール、歯周ポケットや骨欠損の改善を基本とした治療が一般的に行われてい

ます。そして、そのための新たな検査、診断、治療法、さらには器材等もこれまでに数多く開

発されています。一方、この歯周病を患者の視点で捉えてみた場合、深い歯周ポケットや骨欠

損の存在自体を問題点としてとらえられることは通常はないでしょう。むしろ、歯周病の進行

による、歯の動揺や移動、歯周膿瘍の形成、歯肉の形態変化、それらに付随した疼痛、そして

最終的には歯が喪失することを問題として認識する患者が大多数であると言えます。そしてこ

れらは、正常な口腔機能を阻害するにとどまらず、心理的ストレスを誘発させ、QOL を低下、

さらには健全な社会生活を営む上で大きな障害となることもあるでしょう。このような観点

で、患者の立場から歯周治療の本質を考えた場合、プラークコントロール、歯周ポケットや骨

欠損の減少等は治療のゴールではなく、手段であると言えます。治療のゴールはあくまでも、

歯周治療による口腔機能回復や心理的ストレスの解消であると言えます。

　一方、日本人の歯周病の有病状況を考えてみた場合、2005 年の厚生労働省による歯科疾患実

態調査結果では、成人の 80％以上で何らかの歯周組織の異常が認められていますが、これを進
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平成 20 年　明海大学歯学部附属明海大学病院長
平成 24 年　明海大学歯学部 PDI 統括部長
［著書・論文等］
�臨床歯周病学 第 2 版．医歯薬出版，2013．
�Carranza’s Clinical Periodontology 11th Ed．ELSEVIER，2011．
�歯周外科とインプラント外科手術のための縫合．デンタルダイヤモ
ンド社，2009．

［学会活動］
日本歯周病学会　常任理事，専門医，指導医
日本歯科保存学会　理事，認定医，指導医
国際口腔インプラント会議日本部会（WCOI Japan）　理事
日本顎咬合学会　評議員，指導医



行した歯周病（4 mm 以上の歯周ポケット）に限定した場合、35－44 歳における有病率は 26.6％、

45－54 歳では 42.2％と、80％には及ばないものの、高い有病者率を示し、しかも増齢的に増え

ていることがわかります。（健康日本 21 中間評価作業チームによる『健康日本 21』中間評価報

告書：2006 より）。超高齢化社会を迎えた日本にとっては、今後ますます進行した高齢の歯周

病患者の増加が予測できます。さらに、歯周病は従来から全身疾患や生活習慣、さらに宿主の

遺伝的背景など、種々の因子がその発症や進行に複雑に関与していることがわかっています。

特に近年では歯周病と全身疾患との相互作用のメカニズムが解明され、医科・歯科連携の必要

性が強く認識されてきています。このような背景を踏まえ、今日の歯周治療のあり方を考えた

場合、プラークコントロールを主体とした、歯周ポケットや骨欠損に対する処置だけでは対処

できないケースが今後増加する可能性が高いと考えられます。

　今回の講演では、超高齢化社会を迎えた今日の日本における歯周治療をテーマに、演者の

行っている歯周治療のなかから、特に以下の項目を踏まえて解説したいと思います。

　　1 ．歯周病患者の病態把握と治療方針

　様々な生活環境を有する歯周病患者の病態を把握するための、歯周病に関するリスク因子の

調査や口腔内局所の歯周病検査は、患者の歯周治療を行う場合に大変重要な資料となります。

ここでは、全身状態や生活習慣の調査、歯周病検査による歯周病診断、そしてその診断結果に

基づいた治療方針の策定等について解説します。

　　2 ．歯周ポケットや骨欠損への対応

　ここでは、動的な歯周治療の核となるべき、深い歯周ポケットや骨欠損に対する歯周外科的

対処法として、切除的療法と歯周組織再生療法について解説します。

　　3 ．ソフトティッシュ・マネージメント

　様々な歯肉歯槽粘膜の解剖学的問題への歯周形成手術による対応として、清掃性の向上や審

美改善を目的とした処置法について述べます。

　　4 ．歯周病患者の口腔機能回復治療

　歯周－矯正治療、歯周補綴、さらに骨結合型インプラントを用いた、歯周病患者の口腔機能

回復治療について解説します。

参考文献

 1）Henry Takei，Tomas Han，Perry Klokkevold，申　基　̂ 　編著：ペリオ&インプラントセラピー　変化す
る最新コンセプトと術式のすべて．クインテッセンス出版，東京，2009．

 2）申　基　̂ ，嶋田　淳，安井利一，河津　寛　監訳：Carranza’s クリニカルペリオドントロジー第 9 版
（上・下巻）．クインテッセンス出版，東京，2005．

 3）申　基　̂ ：Perioodontal Flap フラップ手術実践テクニック．デンタルダイヤモンド社，東京，2005．
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＜抄　録＞

≪歯周病とはいかなる病か？≫

　先生方の診療室にも、高齢にもかかわらず多くの天然歯を有する患者が来院する。いわゆる

“8020”と呼ばれる方々で、それらの患者の特徴は通常ペリオはないか、軽度であることであ

る。それと同時に、30 代、40 代、時には 20 代にもかかわらず進行した歯周病を伴った患者が

来院する。どうして歯周病患者はこう多様であるのだろうか？　プラーク・コントトールだけ

がその理由なのだろうか？　歯の保存を考えるためには、まず歯周病とはいかなる病気かを今

一度考えてみよう。

　さまざまな論文がこれについて考察している。曰く、「歯周病患者の 10～20％は重症化する」

のである1,2）。なぜだろうか？　それは歯周疾患が細菌と宿主の因子との相互作用の結果であ

り、重症化する患者では細菌に対して我々の体が、過剰に反応することがその理由であること

が、近年次第に明らかになってきた3）。つまり歯周病患者には“リスク”がある。

－12－

　 

 二 
に

 階 
かい

 堂 　
どう

 雅 　
まさ

 彦 
ひこ

東京都会員（東京歯科大学臨床教授）

今日の歯周治療

旨要演講
メインテーマ

国民が求める歯科医療をめざして　今、改めて歯の保存を考える

2504生涯研修コード

［略歴］
昭和 56 年　東京歯科大学卒業
　～ 59 年　東京歯科大学歯科麻酔学教室助手
平成　9　年　タフツ大学歯学部歯周病学大学院卒業

アメリカ歯周病学専門医
平成 15 年　アメリカ歯周病学ボード認定医

日本臨床歯周病学会指導医
平成 18 年～　東京歯科大学水道橋病院臨床教授
平成 20 年～　東京医科歯科大学歯学部歯周病学分野　非常勤講師
［現在］
医療法人嚆矢会　二階堂歯科医院　理事長（東京都中央区）
日本臨床歯周病学会　副理事長
［所属学会］
日本臨床歯周病学会
日本歯周病学会
日本口腔インプラント学会
アメリカ歯周病学会（American Academy of Periodontology）
アメリカインプラント学会（Academy of Osseointegration）
［著編書］
歯科衛生士のための臨床インプラント講座（分担）．医歯薬出版，2011．
成功する歯周再生治療（分担）．医歯薬出版，2012．
歯周病患者におけるインプラント治療のガイドライン（分担）．クイン
テッセンス出版，2013．



　それらの患者の天然歯保存を図るためにわれわれができることはなんだろうか？　それは患

者の歯周病患者に対するリスクを評価し、個々の歯の予後を考え、“高リスク”と判断される

患者には、全力を挙げそのリスクを排除する治療を行っていくことである。

≪重度歯周炎治療のストラテジー≫

　筆者は重度歯周病患者には具体的に≪4 つの治療戦略≫をあてはめている。まずは患者の

持っているリスク因子、例えば喫煙、糖尿病、咬合性外傷といった因子を極力除外することで

ある。≪�1 　リスク因子の排除≫

　第 2 には重度患者では、主に P.　g. 菌などの嫌気性菌を有することが多く、それらをリアルタ

イム PCR 法などで同定し、病原性の菌を高い割合で有する患者では主に内服による抗菌療法

を用いそれを排除していく。≪�2 　細菌検査と抗菌療法≫

　さらに歯科医師としての腕の見せ所はいかに“確定的治療”、すなわち歯周ポケットや根分

岐部病変を除去していくということである。歯周治療の 70～80％は基本治療で対応が可能であ

るが、確定的治療のためには歯周外科の助けを借りないと達成できないことがある。なかでも

「歯周再生療法」は予後の悪い歯のそれを改善するための非常に有効な手段である。また近年

では、エンド－ペリオ病変に侵され、根尖まで骨吸収が認められるようになった、いわゆる

“Hopeless”な歯に対しても。再生療法を応用することにより天然歯の保存が可能になってきた。

≪�3 　確定的治療≫

　最後の治療戦略は“メインテナンス”である。近年は SPT（サポーティブ・セラピー）とも

呼ばれるこの治療の重要性は当初から患者には理解を知らしめ、歯科衛生士と力をあわせ緊密

なメインテナンスを行っていく。≪�4 　メインテナンス≫

　中等度、軽度歯周炎と診断される患者に対しては、患者リスクを考え、上記の 4 つのストラ

テジーから“引き算”の治療をしていけばよいことになる。

　本講演では上記にのっとり、歯周病の成り立ち、リスク診断、予後判定、重度歯周炎のため

の 4 つの治療戦略につき、文献的エビデンス、症例をまじえ、いかにしたら歯周病に罹患した

天然歯の保存を効果的に行うことができるかを述べていく。さらに近年、ともすれば社会問題

化すらしているインプラント周囲炎についても、歯周炎と対比させながらその特徴と治療につ

いて考えていきたい。
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国民が求める歯科医療をめざして　今、改めて歯の保存を考える
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