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ご挨拶

一般社団法人 日本顎顔面補綴学会　第 36 回総会・学術大会

大会長　佐々木　啓一
東北大学大学院歯学研究科口腔システム補綴学分野　教授

　第 36 回の総会・学術大会は，「リエゾン顎顔面リハビリテーション」をメインテーマとして，2019

年 6 月 28 日（金）・29 日（土）に東北大学星陵キャンパスにおいて開催いたします．2014 年に高橋

哲教授を大会長として開催されました第 31 回大会から 5 年ぶりの仙台での開催となります．

　東北大学では 2005 年 10 月，それまでの医学部附属病院と歯学部附属病院を組織的に統合し，新た

な部局として東北大学病院を創設しました．これに先駆け，同年 4 月に医科歯科連携を具体的に推進

する場として，顎顔面補綴を主な治療内容とする「顎口腔再建治療部」の設立が文部科学省から認可

されました．本大会の実行委員長である小山重人先生が部長を担っている治療部です．以来，本治療

部は，歯科部門内での補綴，口腔外科を中心とする連携，さらに耳鼻咽喉科，形成外科，放射線治療

科等，多くの医科診療科との連携を積極的に展開し，現在では周術期口腔ケアから摂食嚥下リハビリ

テーションまでの頭頸部がんのチーム医療の要となっています．

　元来，本学会のスコープである顎顔面補綴領域は集学的な領域であり，特に補綴的手法という歯科

のアイデンティティを活かしつつ，顎顔面面領域の形態の再建，そして咀嚼・嚥下・発音等，ヒトが

生きるうえで必須の機能の回復，保全を図る極めて重要な医療です．田中貴信先生，瀬戸皖一先生らは，

そのため本会の前身の研究会を設立されたものと拝察しております．これらは頭頸部がんの治療成績

が飛躍的に向上し，超高齢社会となった今日ではますます重要度を増しています．顎顔面補綴に従事

する私どもは，その意味合いをさらに発信し，本領域の要として活躍することが求められています．

　そこで本大会では，私どもに何が求められ，何をなすべきかを再度，会員が理解し，会員相互で共

有することによって本会のさらなる発展を図るべく，周術期からリハビリテーションを含めた顎顔面

補綴におけるリエゾン医療に焦点を当てた企画を考えています．

　また役員懇親会，会員懇親会とも，みちのく仙台らしいものとなるよう準備を進めておりますので，

多数の会員の皆様のご参加をお待ちしております．
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ご案内

１．会　期
2019 年 6 月 27 日（木）11：00 ～ 17：00

28 日（金） 8：50 ～ 17：45（受付開始 8：00 ポスター貼付 8：00 ～ 9：00）
29 日（土） 9：00 ～ 15：50（受付開始 8：00 ポスター撤去 14：40 ～ 15：40）

２．会　場
東北大学 星陵会館　東北大学医学部開設百周年記念ホール 星陵オーディトリアム
〒 980-8573 仙台市青葉区星陵町 2-1

３．主なプログラム
Ⅰ．教育講演 ……… 6 月 28 日（金）　10：00 ～ 11：00

『顔の心理学的機能』
座　長：米原　啓之 先生（日本大学 歯学部 臨床医学講座）
講　師：阿部　恒之 先生（東北大学大学院 文学研究科 心理学講座）

Ⅱ．シンポジウム ……… 6 月 28 日（金）　14：15 ～ 16：15
『顎顔面再建医療におけるリエゾン』
座　長：小山　重人 先生（東北大学病院 顎口腔再建治療部）
講　師：小川　武則 先生（東北大学病院 耳鼻咽喉・頭頸部外科）
　　　　黒沢　是之 先生（東北大学病院 形成外科）
　　　　加藤　健吾 先生（東北大学病院 耳鼻咽喉・頭頸部外科）

Ⅲ．第二回若手研究者短期海外研修報告会 ……… 6 月 28 日（金）　17：50 ～ 18：10
座　長：尾澤　昌悟 先生（日本補綴歯科学会　国際交流委員会　愛知学院大学歯学部有床義歯学講座）
　　コーディネータ：服部麻里子 先生（東京医科歯科大学顎顔面補綴学分野）
　　研　　修　　者：畠山　　航 先生（岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座）
　　研　　修　　者：李　娜（Li　Na） 先生（鄭州大学歯学補綴・インプラント学講座）

Ⅳ．特別セッション ……… 6 月 29 日（土）　9：00 ～ 10：30
『顎顔面再建医療でのデジタル・デンティストリーの展開』
座　長：佐々木啓一 先生（東北大学大学院 歯学研究科 口腔システム補綴学分野）
講　師：宮下　　仁 先生（東北大学大学院 歯学研究科 顎顔面・口腔外科学分野）
　　　　佐藤奈央子 先生（東北大学病院 顎口腔再建治療部）
　　　　加藤　裕光 先生（東北大学病院 診療技術部 歯科技術部門）

Ⅴ．一般口演およびポスター発表

Ⅵ．認定医ケースプレゼンテーション
座　長：山森　徹雄 先生（奥羽大学歯学部歯科補綴学講座有床義歯学）
　　　　井原功一郎 先生（国立病院機構 嬉野医療センター 歯科口腔外科）



―　3　―

演　者：吉　  志元 先生（東京医科歯科大学（ＴＭＤＵ）大学院顎顔面補綴学分野）　
高阪　貴之先生（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）
上條　真吾先生（東京医科歯科大学 口腔基礎工学分野）

Ⅶ．第 24 回教育研修会　6 月 29 日（土）　13：40 ～ 15：40
『保険制度の中での，顎顔面補綴関連の治療および検査方法を学ぶ　』
座　長：山下　善弘 先生（宮崎大学医学部　感覚運動医学講座顎顔面口腔外科学分野）
　　　　隅田　由香 先生（東京医科歯科大学（TMDU）大学院医歯学総合研究科　顎顔面補綴学分野）
講　師：「歯科保健医療を取り巻く状況と顎顔面補綴関連の保険収載」
　　　　 　 小嶺　祐子 先生（厚生労働省医政局歯科保健課）
            「顎顔面補綴関連の保険収載項目の実際 ―病名，算定に関しての注意点―」
　　　　 　 吉岡　　文 先生（愛知学院大学歯学部有床義歯学講座）
            「口腔機能低下症の検査の手順および算定方法」
　　　　 　 石崎　　憲 先生（東京歯科大学　老年歯科補綴学講座）

４．会員総会
日　時：6 月 29 日（土）11：20 ～ 11：50
会　場：東北大学 星陵会館　東北大学医学部開設百周年記念ホール
　　　　星陵オーディトリアム　講堂

５．会員懇親会
日　時：6 月 28 日（金）19：00 ～ 21：00
会　場：江陽グランドホテル 4 階　銀河
会　費：当日 8,000 円
　　　　学会会場から懇親会会場まで送迎バスをご準備しております．
　　　　多数の先生方のご出席をお待ちしております．

６．ランチョンセミナー
会場ならびに周辺には飲食施設が少ないため是非ランチョンセミナーをご利用ください．
6 月 28 日（金）12：00 ～ 13：00

『社会へ貢献する研究プロジェクトを進めよう ―Let’s Promote practical research―』
　講　師：佐々木　啓一 先生（東北大学大学院歯学研究科口腔システム補綴学分野）

共　催：株式会社フィリップス・ジャパン

6 月 29 日（土）12：00 ～ 13：00
『デジタルデンティストリーの実践　押さえるべきポイント』

講　師：渥美　美穂子先生（医療法人社団尭舜会　MA デンタルクリニック／日本口腔インプラント
　　　　　　　　　　　　　　 　学会専門医／日本補綴歯科学会専門医・指導医／日本歯周病学会 ／
　　　　　　　　　　　　　American Academy of Periodondology）

共　催：ストローマン・ジャパン株式会社
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アクセス

■交通のご案内

片道650円

仙台市営バス 約15分
片道180円
・東北大学病院経由各路線
　　東北大学病院前下車　徒歩1分
・交通局東北大学病院前行
　　交通局東北大学病院前下車　徒歩4分

宮城交通バス 約15分
片道180円
・仙台駅前2番のりば　
　北山トンネル ・ 桜ヶ丘加茂経由　泉中央駅行
　　東北大学病院前下車　徒歩1分
・仙台駅前61番のりば（平日午前のみ運行）
　県庁市役所東北大学病院経由　川内亀岡行
　　東北大学病院前下車　徒歩1分

仙台市営地下鉄南北線 約5分
片道200円
・泉中央行
　　北四番丁駅下車　北2番出口から徒歩15分

※所要時間は道路状況等により異なります。
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星陵オーディトリアム
（医学部開設百周年記念ホール）東北大学

星陵キャンパス



―　5　―

1F

2F

一般社団法人日本顎顔面補綴学会第 36 回総会・学術大会　

会場のご案内
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委員会・理事会・社員総会

日　時：2019 年 6 月 27 日（木）11：00 ～ 17：00
会　場：東北大学大学院歯学研究科・歯学部　臨床研修棟
　　　　〒 980-8575 仙台市青葉区星陵町 4-1
　　　　『 1 階 C1 セミナー室，大会議室　　3 階 C3 セミナー室 1・2』

1 階1階
 C1 セミナー室 C1セミナー室

3階3階
 C3 セミナー室 1 C3 セミナー室 1

3階3階
 C3 セミナー室 2 C3 セミナー室 2

1階 1 階 
大会議室大会議室

11：00～ 12：0011：00～ 12：00 編集・用語検討
委員会 広報委員会 学際連携委員会

12：00～ 13：0012：00～ 13：00 医療委員会 診療ガイドライン
作成委員会

13：00～ 14：0013：00～ 14：00 学術委員会 認定医制度委員会 会則検討委員会

14：15～ 15：4514：15～ 15：45 理事会

16：00～ 17：0016：00～ 17：00 社員総会



―　7　―

学会参加者の皆様へ

１．参加登録について
１） 参加者は，総合受付にて参加証引換書に必要事項をご記入の上，学会参加費をお支払ください．参

加証と抄録集をお渡しいたします．

当日参加費 ……… 一般（歯科医師・医師 大学院生を含む）　          10,000 円
 　　　　　  歯科技工士・歯科衛生士・言語聴覚士・看護師　  7,000 円
 　　　　　  学生（大学・専門学校）　                                  1,000 円
当日懇親会参加 ……… 一律　                                                     8,000 円

２） 大会参加費を前納された方には，あらかじめ参加証と抄録集を郵送しております．抄録集はお忘れ
なくご持参ください（抄録集のみの販売は 2,000 円）．

３） 会場内では，参加証に氏名・所属をご記入の上，ご着用ください．参加証の下部は領収証となって
おります．

４） 演者・共同演者は日本顎顔面補綴学会会員に限ります．該当者でない方は，直ちに入会手続きをお
願いします．

５） 日本顎顔面補綴学会への入会手続きは，一ツ橋印刷株式会社 学会事務センター内 日本顎顔面補綴
学会担当（03-5620-1953）までお問い合わせください．なお，学術大会期間中は 1 階受付でも承ります．

２．クロークについて
クロークは 1 階に設けております．ただし貴重品・こわれもの（PC 等を含む）のお預かりは致しま
せんのでご了承ください．
クローク受付期間 ……… 6 月 28 日（金）8：00 ～ 18：00
　　　　　　　　　　　　6 月 29 日（土）8：00 ～ 16：00

３．写真撮影などについて
会場内でのビデオ・写真撮影は，発表者の著作権保護のため禁止いたします．

４．会場内の呼び出しについて
会場内では，呼び出しアナウンスは行っておりません．口演発表会場サブスクリーンにてご案内いた
しますので，受付にお問い合わせください．

５．発表演題に関する利益相反（confl ict of interest:COI）の開示について
本学会が主催する学術大会等で発表する場合，利益相反（COI）状態の申告が必須になります．
詳細は次ページおよび一般社団法人 日本顎顔面補綴学会 HP をご参照ください．
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発表・討論される皆様へ

【利益相反（COI）状態の開示について】
１） 本学会にて定められております書類「様式 1 筆頭発表者の COI 申告書」を事後抄録とともに提出

してください．＜ http://www.tohoku-kyoritz.jp/jamp36/index.html ＞

２） 学会発表時に利益相反状態の開示を行ってください．なお，利益相反の有無にかかわらず，全て

の発表者にご開示いただく必要がございますので，宜しくお願い申し上げます．

　　記載方法詳細は下図をご確認ください．

講演・口演 1：
開示するCOI 状態がない場合
（スライド見本　PPTファイル）

ポスター発表　1：
申告すべきCOI がない場合

講演・口演 2：
開示するCOI 状態がある場合
（スライド見本　PPTファイル）

ポスター発表　2：
申告すべきCOI 状態がある場合

【事後抄録】
下記の３点を，発表終了後，1 階受付に提出してください．

①演題番号，演題名，所属，演者名およびそれぞれの英訳を記載した表紙を添付

②本文 600 字以内を A4 版にプリントアウトしたもの

③ CD-R 等のメディアに記録したもの

2019 年 6 月末日までに提出がなされない場合には事前抄録をそのまま事後抄録として掲載いたします．
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【質疑応答用紙について】
質疑応答時間に行われたディスカッションの要旨について，会場に用意する質疑応答用紙に記入して，

6 月 29 日（土）14：00 までに 1 階受付へ提出してください．

【口演発表の方へ】
■発表時間

１． 一般演題は発表 8 分，質疑応答 7 分（合計 15 分）です．

２． 教育講演，シンポジウム，ケースプレゼンテーション，特別セッション，教育研修会の進行は個別

にご案内している時間でご用意をお願いいたします．

３．時間厳守での発表・討論をお願いいたします．

■発表について

１．ご発表の 30 分前までに，PC 受付でデータの登録と試写をお済ませください．

２．口演発表は，PowerPoint によるＰＣ発表のみとします．

　　Windows の場合は CD-R または USB メモリーのメディアでお持ちください．

　　動画のある方と Macintosh の場合は必ずご自身の PC をお持ちください．

■メディアをご持参される場合

１．データは PowerPoint にて作成してください．

　　CD-R または USB メモリーに保存して，データをご持参ください．

２．今回ご用意しておりますコンピュータの OS と対応アプリケーションは以下のとおりです．

　　OS：Windows 7 Professional

　　アプリケーション：PowerPoint 2007 / 2010/ 2013/ 2016

　　※ Macintosh 版 PowerPoint でデータを作成された場合，Macintosh 本体をご持参ください．

３．液晶プロジェクタの解像度は XGA（1024 × 768 ピクセル）です．

４．データ表示における不具合を避けるために，下記の OS 標準フォントをお使いください．

　　日本語：MS ゴシック，MSP ゴシック，MS 明朝，MSP 明朝

　　英　語：Arial，Arial Black，Century，Century Gothic，Times New Roman

　　記号表記の場合（推奨）：Symbol など

５．ビデオファイルなどスライドにリンクするファイルは，１つのフォルダに入れてください．

　　 Windows の場合は，Windows Media Player，Macintosh の場合は，Quick Time Player で動作する　

形式で作成してください．

　　＊動画ファイルの注意点

　　 Windows の場合，Windows 7 および Windows Media Player12 の初期状態に含まれるコーデックで

再生できる動画ファイルをお持ちください（動画ファイル WMV 形式推奨）

６．PowerPoint の設定について，下記にご留意ください．

　　初期設定では，「スライドサイズが 16：9」，「発表者ツールが有効」になっている場合がございます．　　
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１）スライドのサイズを「画面にあわせる（4：3）」に変更してからデータを作成してください．

２）“ スライドショー ” の項目で “ 発表者ツールを使用する ” のチェックを外してください．

７．大会終了後，お預かりしたデータは速やかに削除いたします．

■パソコンをご持参される場合

１．電源アダプターを忘れずにお持ちください．外部出力端子は，Mini D-sub15 ピンです．

２．iPad や Surface，その他タブレット端末については，動作の保証はできかねます．

３． Macintosh などパソコン本体に Mini D-sub15 ピン端子がない機種をお持ちになる場合，変換アダプ

ターを忘れずにお持ちください．

４．  スクリーンセーバーならびに省電力設定はあらかじめ解除してください．

　　解除されていない場合，PC 受付にて設定を変更させていただきます．

５．故障などのトラブルに備えて，念のためバックアップデータをお持ちください．

６． PC 受付にて動作確認後，ご自身で会場内前方のオペレーター席までパソコンをお持ちください．

発表終了後，オペレーター席にてご返却いたします．

【座長の方へ】
１．ご担当セッションの開始 10 分前までに 2 階　講演会場内 次座長席へご着席ください．

２．発表時間，討論時間を厳守し，円滑な運営にご協力をお願いいたします．
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【 ポスター発表の方へ】
■ポスター発表について

　1．ポスター発表はフリーディスカッション形式です．　

　　 ポスター討論時間開始の 10 分前には，担当ポスター前でご待機ください．

　　 ポスターパネルサイズは，横 90cm ×縦 180cm となります．

　　 貼付・撤去時間は以下の通りといたします．

　　　　貼付：6 月 28 日（金） 8：00 ～ 9：00

　　　　撤去：6 月 29 日（土） 14：40 ～ 15：40

　　　　※撤去時間を過ぎても掲示されているポスターは，事務局にて処分致しますので， ご了承ください．

　２．討論とは別にポスター内容を短く紹介するショットガンプレゼンテーションを予定しています．

　　　口演発表会場にて，スライドを用いて研究内容を短く紹介していただくものです．時間は１分（厳守）

         です．

　　　　ポスターショットガン　6 月 28 日（金）11：05 ～ 11：20

　　⑴発表用スライドはパワーポイントで作製し，PDF ファイルとして１枚ご用意ください（利益相反の

         記載は必要ありません）

　　⑵ PDF ファイルは 6 月 19 日（水） までに運営事務局へＥ -mail にてお送りください．

　　　【運営事務局】

　　　　（一社）日本顎顔面補綴学会第 36 回総会・学術大会 運営事務局

　　　　株式会社東北共立

　　　　E-mail：jamp36@tohoku-kyoritz.co.jp

　　⑶当日は，10 時 50 分までに 2 階 講演会場次演者席にご集合ください．

　　⑷時間に限りがあるため，発表が 1 分を超えた

         場合は発表の途中であっても次の発表に移り

         ますので予めご了承ください．

　３．ポスター質疑応答時間には，発表ポスターの前

         で待機してください．

　　　　ポスター質疑応答　6月28日（金）16：15～ 16：45

■パネルスペースについて

　１．ポスターパネルサイズは，横 90cm ×縦 180cm

         となります

　２． 演題番号は 20cm × 20cm にて作成し，ボード左

         上に貼ってあります．演題番号が隠れないよう

         に，ポスターサイズをご検討ください．

　３．本文は，横 90cm ×縦 160cm に収まるように作

         成してください．

　　　貼付用のプッシュピンは会場にご用意致します．
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【Presentation Instructions】　（For all presenters）

■ Declaration of confl ict of interest (COI) disclosure

At the presentation, declaration of confl ict of interest (COI) state is required. Please refer to the

conference home page for further information.(Japanese)

http://jamfp.sakura.ne.jp/?page_id=754

Please fi nd the attached document “ 様式 1 筆頭発表者の COI 申告書 (COI declaration)”

【Oral Presentations】

Oral presentations will be held at the Hall 1st Floor, PC Center.

You must use your own laptop PC, however please note we prepare only VGA interface. During the

session, please follow the instruction of the chair persons.

8 minutes will be allowed for each presentation, followed by 7 minutes discussion time.

OS: Windows7，Software: Power Point 2010，2013，2016．

At PC center you can check your slides. Please submit your presentation to the PC center no later than

30 minutes before your session to ensure enough time for review and test.

The presentation fi le should be made by Microsoft PowerPoint. Please bring your data with CD-R or USB

and put only your presentation data

File name: Presentation number ‒ presenter’s name Example O7- Dr. Aa Bb

Please contact to conference secretatiat if you have any request ex)take the video or sound to your

presentation.

At the presentation, declaration of confl ict of interest (COI) state is required on the Title slide.

Declaration of confl ict of interest（COI）state
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講　　堂 大会議室 小会議室2

8:00 ～ 9:00
ポスター貼付

8:50 ～ 9:00　開会の辞
9:00 ～10:00

一般口演 (1) 顎顔面補綴装置
座長　上田　康夫
O-1　原田　貴之
O-2　西川　圭吾
O-3　伊佐次　厚司
O-4　中澤　和真

　9:00 ～17:45
ポスター展示

10:00 ～11:00
教育講演

『顔の心理学的機能』
座長：米原　啓之
講師：阿部　恒之

11:05 ～11:20　ポスター発表（Poster Shotgun）

11:20 ～11:50
会員総会

12:00 ～13:00
ランチョンセミナー

共催：株式会社フィリップス・ジャパン

13:10 ～14:10
一般口演 (2) 口腔機能・PAP

座長　堀　一浩
O-5　栃原　義之
O-6　谷口　裕重
O-7　石井　悠佳里
O-8　中澤　悠里

14:15 ～16:15
シンポジウム

『顎顔面再建医療におけるリエゾン』
座長：小山　重人

１．「頭頸部癌治療における医科歯科連携
　　  ～頭頸部キャンサーボードの役割」
　　講師：小川　武則
２． 「悪性腫瘍切除後の顎顔面再建における歯科・
形成外科連携」

　　講師：黒沢　是之
３．「口腔進行癌手術療法における術前からの
　　 摂食嚥下リハビリテーション介入」 
　　講師：加藤　健吾

16:15 ～16:45
ポスター質疑応答 16:15 ～17:00

認定医ケースプレゼンテーション
16:45 ～17:45

一般口演 (3) 臨床調査
座長　大山　哲生
O-9　叶尔肯　叶斯波力
O-10 總山　彰雄
O-11 臼井　秀治
O-12 秦　正樹

17:50 ～18:10
第二回若手研究者短期海外研修報告会

一　日　目　終　了

8 :00

8 :30

9 :00

9 :30

10 :00

10 :30

11 :00

11 :30

12 :00

12 :30

13 :00

13 :30

14 :00

14 :30

15 :00

15 :30

16 :00

16 :30

17 :00

17 :30

18 :00

座長　 依田　信裕
P-1　 遠藤　春奈
P-2　 大木　明子
P-3　 服部　麻里子
P-4　 平川　直毅
P-5　 松本　知生
P-6　 渡辺　崇文
P-7　 近藤　雄大
P-8　 横田　潤
P-9　 劉　熔光
P-10　島崎　伸子
P-11　ケリム　サジダ
P-12　村瀬　舞
P-13　泉田　一賢
P-14　佐藤　由美子

座長：山森　徹雄，井原　功一郎
１．腫瘍手術の影響により顎位が後退した患者
に対しオクルーザルランプで対応した症例

２． 脳梗塞の既往がある舌再建された下顎無
歯顎患者に対しピエゾグラフィー法と舌接
触補助床を応用した症例

演者：吉　志元
１． 舌亜全摘に伴う摂食・嚥下障害に対して， 
舌接触補助床を用いた症例

２． 上顎骨欠損に伴う咀嚼障害に対して， 顎義
歯を用いた症例

演者：高阪　貴之
１． 軟口蓋栓塞子を付与した上顎顎義歯を
製作した１症例

２． 右側上顎欠損に対する中空型上顎顎義
歯を製作した１症例

演者：上條　真吾

座　　　 長：尾澤　昌悟
コーディネータ：服部　麻里子
研　修　者：畠山　航
研　修　者：李　娜（Li　Na）

一般社団法人 日本顎顔面補綴学会 第36回総会・学術大会  日程表
期間：2019 年 6 月 27 日（木）・28 日（金）・29 日（土）　　場所：東北大学　星陵会館（星陵オーディトリアム）

６月28日（金）

会員懇親会　会場：江陽グランドホテル４階「銀河」19 :00 ～
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講　　堂 大会議室

9:00 ～10:30
特別セッション

『顎顔面再建医療でのデジタル・デンティストリーの展開』
座長：佐々木　啓一

１．「 3Dモデルと装着型ガイドを用いた遊離腓骨皮弁による下顎再建へのアプローチ」
　　講師：宮下　仁
２．「顎顔面再建治療におけるデジタルテクノロジーの活用」
　　講師：佐藤　奈央子
３．「顎顔面再建医療における歯科技工のデジタルイノベーション」
　　講師：加藤　裕光

9:00 ～14:40
ポスター展示

10:30 ～11:15
一般口演 (4) 外科・補綴連携

座長　関谷　秀樹
O-13　去川　俊二
O-14　浅野　悠
O-15　片岡　良浩

11:20 ～12:20
一般口演 (5) 症例
座長　山内　健介
O-16　生木　俊輔
O-17　津江　文武
O-18　勅使河原　大輔
O-19　加瀨　武士

12:30 ～13:30
ランチョンセミナー

共催：ストローマン・ジャパン株式会社

13:40 ～15:40
第24回教育研修会

『保険制度の中での，顎顔面補綴関連の治療および検査方法を学ぶ』
座長：山下　善弘 
         隅田　由香　 

１．「歯科保健医療を取り巻く状況と顎顔面補綴関連の保険収載」
　　講師：小嶺　祐子 
２．「顎顔面補綴関連の保険収載項目の
　　実際ー病名，算定に際しての注意点ー」
　　講師：吉岡 　文 
３．「口腔機能低下症の検査の手順および算定方法」
　　講師：石崎 　憲

14:40 ～15:40
ポスター撤去

15:40 ～15:50　閉会の辞・次回大会長挨拶

8 :00

8 :30

9 :00

9 :30

10 :00

10 :30

11 :00

11 :30

12 :00

12 :30

13 :00

13 :30

14 :00

14 :30

15 :00

15 :30

16 :00

16 :30

17 :00

17 :30

18 :00

一般社団法人 日本顎顔面補綴学会 第36回総会・学術大会  日程表
期間：2019 年 6 月 27 日（木）・28 日（金）・29 日（土）　　場所：東北大学　星陵会館（星陵オーディトリアム）

６月29日（土）
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プログラム

  6月28日（金）　星陵会館　講堂
8：50～　　　　　　 大会長挨拶

大会長：佐々木啓一（東北大学大学院歯学研究科口腔システム補綴学分野）

9：00～ 10：00　　一般口演（1）　顎顔面補綴装置　　　　　　　　　　　Oral 1
座長：上田康夫（北海道大学歯学研究院  口腔機能学講座冠橋義歯補綴学教室）

　　　　　　O-1 　顔貌および皮膚色調の変化に対応したエピテーゼの１症例

〇原田貴之1，小山重人2，加藤裕光1，佐藤奈央子2，佐々木啓一3

1 東北大学病院診療技術部　歯科技術部門
2 東北大学病院　顎口腔再建治療部
3 東北大学大学院歯学研究科　口腔システム補綴学分野

　　　　　　O-2 　鼻腔癌に伴なう外側鼻欠損をエピテーゼで回復した1症例

○西川圭吾，横山敦郎
北海道大学病院　生体技工部

　　　　　　O-3 　上顎拡大全摘後に健側のみで対応した上顎補綴治療の経験

○伊佐次厚司1，森下裕司1，山中洋介2，風岡宜暁2

1 愛知医科大学病院歯科口腔外科技工室
2 愛知医科大学病院歯科口腔外科

　　　　　　O-4 　舌癌の放射線治療におけるPositioning Stent の口蓋部粘膜炎予防効果の検討

〇中澤和真1，中島純子1，石崎　憲1，河地　誉2，大金　覚2，髙野伸夫2，
　櫻井　薫1

1 東京歯科大学　老年歯科補綴学講座
2 東京歯科大学　口腔がんセンター

10：00～ 11：00　　教育講演　
座長：米原啓之（日本大学　歯学部　臨床医学講座）

「顔の心理学的機能」

　阿部　恒之　東北大学大学院　文学研究科　心理学講座
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11：05～ 11：20　　ポスター発表（Poster Shotgun）
座長：依田信裕（東北大学病院　 合回復科）

　　　　　　P-1 　顔面エピテーゼ装着によりQOLおよび呼吸機能を改善した１例

○遠藤春奈1，加藤裕光1，小山重人2，佐藤奈央子2，佐々木啓一3

1 東北大学病院　診療技術部　歯科技術部門
2 東北大学病院　顎口腔再建治療部
3 東北大学大学院歯学研究科　口腔システム補綴学分野

　　　　　　P-2 　顔面印象法と光学印象法による三次元耳介形状データの比較
○大木明子1，上條真吾1，鈴木哲也2

1 東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　口腔基礎工学分野
2 東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　口腔機能再建工学分野

　　　　　　P-3 　開口障害をシミュレーションした上顎欠損模型の，三種の口腔内スキャナーによる

デジタル印象採得
○服部麻里子，張　満金，高　原，王　羽佳，マハムド エルバシュティ，隅田由香
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面補綴学分野

　　　　　　P-4 　MR撮像時のモーションアーチファクト軽減を目的とした舌ステントの試作

○平川直毅1，吉田兼義1，杉本清楓2，津江文武3，中村恵子3，都築　尊1，
　古千　尋3，城戸寛史4

1 福岡歯科大学 合修復学講座有床義歯学分野

2 福岡歯科大学医科歯科総合病院歯科衛生士部
3 福岡歯科大学口腔医療センター
4 福岡歯科大学 合修復学講座　口腔インプラント学分野

　　　　　　P-5 　骨吸収抑制薬関連顎骨壊死による上顎欠損に対し補綴的機能回復を試みた１症例

〇松本知生1，山森徹雄1，伊藤　隼1，金　秀樹2，川原一郎2，中島朋美2，金子良平1，
　内山梨夏1，泉田玉磨美3，浅井政一1

1 奥羽大学歯学部　歯科補綴学講座
2 奥羽大学歯学部　口腔外科学講座
3 奥羽大学歯学部附属病院

　　　　　　P-6 　開口障害を有する上顎顎欠損患者に顎補綴装置を製作した症例

○渡辺崇文，槙原絵理，鱒見進一
九州歯科大学　顎口腔欠損再構築学分野

　　　　　　P-7 　下顎骨欠損に対する血管柄付腸骨移植による下顎再建を用いた 合再建の検討

〇近藤雄大，纐纈　衆，山下善弘
宮崎大学医学部　感覚運動医学講座　顎顔面口腔外科学分野
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　　　　　　P-8 　下顎前歯部顎骨再建後にインプラントによる即時修復治療を行った１症例

〇横田　潤1，島崎伸子1，高橋敏幸1，畠山　航1，小野寺　慧2，鬼原英道1，
　近藤尚知1

1 岩手医科大学歯学部　補綴・インプラント学講座　補綴・インプラント学分野
2 岩手医科大学歯学部　口腔顎顔面再建学講座　口腔外科学分野

　　　　　　P-9 　Application of an occlusal ramp for mandibulectomy patients and its eff ect on mastication

○劉　熔光，服部麻里子，張　満金，隅田由香
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科　顎顔面補綴学分野

　　　　　　P-10  全摘後に補助装置付き下顎顎義歯と上顎床装置の併用で機能回復した長期経過症例

〇島崎伸子1，武部　 純2，久保田将史1，松木康一1，鬼原英道1，近藤尚知1

1 岩手医科大学歯学部　補綴・インプラント学講座　補綴・インプラント学分野
2 愛知学院大学歯学部　有床義歯学講座

　　　　　　P-11  Clinical application of a new palatography method using abrasive paper

○ケリム サジダ ,  服部麻里子 , マハムド エルバシュティ , 隅田由香
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面補綴学分野

　　　　　　P-12  左側舌癌術後に舌接触補助床を適用し機能回復を図った1症例

〇村瀬　舞 , 谷　皇子 , 隅田由香
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科　顎顔面補綴学分野

　　　　　　P-13  舌切除に伴う構音・摂食嚥下障害をチームアプローチにより改善した1症例

〇泉田一賢 1,2，岩崎さや香3，小山重人 1,2，佐藤奈央子 1,2，互野　亮 1,2，加藤健吾4，
　香取幸夫4，佐々木啓一1

1 東北大学大学院歯学研究科　口腔システム補綴学分野
2 東北大学病院　顎口腔再建治療部 
3 東北大学病院リハビリテーション部
4 東北大学大学院医学研究科　耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野

　　　　　　P-14  頭頸部腫瘍患者に対する歯科衛生士による摂食機能療法の効果

〇佐藤由美子1, 石井京子1, 安島史子1, 渡部千代1, 小関健由1, 泉田一賢2, 水戸武彦2,
　佐藤奈央子2, 小山重人2, 佐々木啓一3

1 東北大学病院　診療技術部　歯科衛生室
2 東北大学病院　顎口腔再建治療部
3 東北大学大学院歯学研究科　口腔システム補綴学分野

11：20～ 11：50　　会員総会
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12：00～ 13：00　　ランチョンセミナー　　　　　　　　 Luncheon Seminar

『社会へ貢献する研究プロジェクトを進めよう ― Let’s Promote practical research ―』　

　講師　佐々木　啓一　東北大学大学院歯学研究科口腔システム補綴学分野

共　催：フィリップス・ジャパン

13：10～ 14：10　　一般口演（2）　口腔機能・PAP 　　　　  　　　　　Oral 2
座長：堀　一浩（新潟大学大学院　包括歯科補綴学分野）

　　　　　　O-5 　口腔癌術後患者の口腔機能評価  第４報

○栃原義之，山下徹郎，石山　司，細川周一，中嶋頼俊
恵佑会札幌病院　歯科口腔外科 

　　　　　　O-6 　咽頭圧形成不全に対する一考察 ～舌接触補助床（PAP）は咽頭圧形成に寄与するか～

○谷口裕重 1,2，中澤悠里2

1 朝日大学　障害者歯科学分野
2 近石病院　歯科・口腔外科

　　　　　　O-7 　舌亜全摘出後に嚥下機能が良好であった症例の320ADCTによる考察

○石井悠佳里，中島純子，石崎　憲，中澤和真，櫻井　薫
東京歯科大学老年歯科補綴学講座

　　　　　　O-8 　右小脳・延髄外側症候群発症後の重度嚥下障害に対しPAPを作成した1症例

○中澤悠里1，谷口裕重 1,2

1 近石病院　歯科・口腔外科
2 朝日大学　障害者歯科学分野 

14：15～ 16：15　　シンポジウム　『顎顔面再建医療におけるリエゾン』

座長：小山重人（東北大学病院　顎口腔再建治療部）

１．「頭頸部癌治療における医科歯科連携～頭頸部キャンサーボードの役割～」

　小川武則　東北大学病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科

２．「悪性腫瘍切除後の顎顔面再建における歯科・形成外科連携」

　黒沢是之　東北大学病院　形成外科

３．「口腔進行癌手術療法における術前からの摂食嚥下リハビリテーション介入」

　加藤健吾　東北大学病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科
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16：45～ 17：45　　一般口演（3）　臨床調査　　　　　　　　　　　　　Oral 3
座長：大山哲生（日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅱ講座）

　　　　　　O-9 　Investigation of perceived chewing ability in maxillectomy patients with and without perforation

○叶尔肯　叶斯波力，乙丸貴史，張　満金，隅田由香
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科　顎顔面補綴学分野

　　　　　　O-10　顎顔面補綴症例データベースの運用に関する検討　

　　　　　　　　－2009年から 2018年までの患者調査について－
〇總山彰雄，高阪貴之，來田百代，皆木祥伴，村上和裕，橋本　栄，笠川尚彦，
　伏田朱里，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

　　　　　　O-11　軟口蓋の大欠損に義顎は有効か　
○臼井秀治 1,2，臼井聡美 1,2，下郷和雄2，大岩伊知郎3，佐藤之信1，渡邊　哲2，
　飯田　進1

1 うすい歯科 顎顔面補綴治療部
2 愛知学院大学 顎顔面外科学講座
3 名古屋第一赤十字病院 口腔外科

　　　　　　O-12　下顎顎義歯症例における支台装置に関する実態調査　第２報　
○秦　正樹1，別所香菜1，木村尚美1，松川良平1，小島規永1，吉岡　文1，宮前　真2，
　尾澤昌悟1，武部　純1

1 愛知学院大学歯学部有床義歯学講座
2 愛知学院大学歯学部高齢者歯科学講座

17：50～ 18：10　　第二回若手研究者短期海外研修報告会　　　　　　　　　　　　　
座長：尾澤昌悟（日本補綴歯科学会　国際交流委員会　愛知学院大学歯学部有床義歯学講座）

　コーディネータ：服部　麻里子　　  東京医科歯科大学顎顔面補綴学分野

　研　　修　　者：畠山　航　　　　  岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座

　研　　修　　者：李　娜（Li　Na）　鄭州大学歯学補綴・インプラント学講座

16：15～ 16：45　　ポスター質疑応答

  6月28日（金）　星陵会館　大会議室
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16：15～ 17：00　　認定医ケースプレゼンテーション　 　 Case presentation
座長：山森徹雄（奥羽大学歯学部歯科補綴学講座有床義歯学）

井原功一郎（国立病院機構嬉野医療センター歯科口腔外科）

　　　　　　　　1．「腫瘍手術の影響により顎位が後退した患者に対しオクルーザルランプで対応した症例」

　　　　　　　　2．「脳 塞の既往がある舌再建された下顎無歯顎患者に対しピエゾグラフィー法と
　　　　　　　　　　舌接触補助床を応用した症例」

　吉　志元　東京医科歯科大学（ＴＭＤＵ）大学院顎顔面補綴学分野
　　　　　　　　1．「舌亜全摘に伴う摂食・嚥下障害に対して，舌接触補助床を用いた症例」

　　　　　　　　2．「上顎骨欠損に伴う咀嚼障害に対して，顎義歯を用いた症例」

　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

　　　　　　　　1．「軟口蓋栓塞子を付与した上顎顎義歯を製作した1症例」

　　　　　　　　2．「右側上顎欠損に対する中空型上顎顎義歯を製作した1症例」

　上條真吾　東京医科歯科大学 口腔基礎工学分野

  19：00～　会員懇親会　会場：江陽グランドホテル4階 「銀河」

  6月28日（金）　星陵会館　小会議室
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9：00～ 10：30　　特別セッション
　　『顎顔面再建医療でのデジタル・デンティストリーの展開』

座長：佐々木啓一（東北大学大学院　歯学研究科　口腔システム補綴学分野）

１．「3Dモデルと装着型ガイドを用いた遊離腓骨皮弁による下顎再建へのアプローチ」

　宮下　仁　東北大学大学院　歯学研究科 口腔病態外科学講座顎顔面・口腔外科学分野

２．「顎顔面再建治療におけるデジタルテクノロジーの活用」

　佐藤奈央子　東北大学病院　顎顔面口腔再建治療部

３．「顎顔面再建医療における歯科技工のデジタルイノベーション」

　加藤裕光　東北大学病院 診療技術部 歯科技術部門

10：30～ 11：15　　一般口演（4）　外科・補綴連携　　　　　　　　　　 Oral 4
座長：関谷秀樹（東邦大学医学部口腔外科）

　　　　　　O-13　顎再建において補綴専門医と連携して変化したこと　
〇去川俊二1，勅使河原大輔2，浅野　悠1，榎木祐一郎3，林　直樹3，横川秀樹1，
　菅澤　正3，中塚貴志1

1 埼玉医科大学　国際医療センター　形成外科
2 明海大学歯学部　機能保存回復学講座　歯科補綴学分野
3 埼玉医科大学　国際医療センター　頭頸部腫瘍科

　　　　　　O-14　補綴医との連携でみえた下顎骨再建　
○浅野　悠1，去川俊二1，林　直樹2，榎木祐一郎2，勅使河原大輔3

1 埼玉医大国際医療センター　形成外科
2 埼玉医大国際医療センター　頭頸部腫瘍科
3 明海大学歯学部　機能回復学講座　歯科補綴学分野

　　　　　　O-15　広範囲顎骨支持装置のインプラント周囲におけるソフトティッシュマネージメント　
○片岡良浩 1,2，高橋　哲 1,2，佐藤奈央子3，山内健介 1,2，依田信裕2，原田貴之4，
　加藤裕光4，小山重人 2,3

1 東北大学大学院歯学研究科　顎顔面・口腔外科学分野
2 東北大学病院　歯科インプラントセンター 
3 東北大学病院　顎顔面口腔再建治療部
4 東北大学病院　診療技術部歯科技術部

  6月29日（土）　星陵会館　講堂
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11：20～ 12：20　　一般口演（5）　症例　　　　　　　　　　　　　　　 Oral 5
座長：山内健介（東北大学大学院歯学研究科顎顔面・口腔外科学分野）

　　　　　　O-16　広範囲顎骨支持型装置の臨床統計　
○生木俊輔 1,3，岩田　潤 1,3，古川明彦 1,3，大山哲生 2,3，髭内美穂1，米原啓之 1,3

1 日本大学歯学部　臨床医学講座
2 日本大学歯学部　歯科補綴学第Ⅱ講座
3 日本大学歯学部付属歯科病院　顎顔面補綴科

　　　　　　O-17　再受診を繰り返したBRONJ患者に対し，顎義歯にて機能回復を図った症例　
〇津江文武1，古賀千尋1，佐々木三奈2，中村恵子1，杉本颯楓3，平川直毅4，
　吉田兼義4，鵜木あゆみ5，橋本憲一郎2，都築　尊4，城戸寛史6，山野貴史7

1 福岡歯科大学　口腔医療センター
2 福岡歯科大学　口腔・顎顔面外科学　口腔腫瘍学分野
3 福岡歯科大学　医科歯科総合病院　衛生士部
4 福岡歯科大学　 合修復学講座　有床義歯学分野
5 福岡歯科大学　医科歯科総合病院　耳鼻咽喉科 
6 福岡歯科大学　 合修復学講座　インプラント学分野
7 福岡歯科大学　総合医学講座　耳鼻咽喉科学分野

　　　　　　O-18　ガイド義歯を用いた顎骨即時再建における術前補綴介入
○勅使河原大輔1，去川俊二2，浅野　悠2，榎木祐一郎3，林　直樹3，藤澤政紀1

1 明海大学歯学部機能保存回復学講座歯科補綴学分野
2 埼玉医科大学国際医療センター形成外科
3 埼玉医科大学国際医療センター頭頸部腫瘍科

　　　　　　O-19　辺縁切除後の下顎骨における力学的解析

　　　　　　　　 ―リコンストラクションプレートによる影響―

○加瀨武士1，大山哲生 1,2，中林晋也 1,2，安田裕康 1,2，佐伯悦司 1,2，大谷賢二 1,2，
　月村直樹 1,2

1 日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅱ講座
2 日本大学歯学部付属歯科病院顎顔面補綴科

12：30～ 13：30　　ランチョンセミナー　　　　　　　　 Luncheon Seminar

『デジタルデンティストリーの実践　押さえるべきポイント』

　講師　渥美　美穂子　医療法人社団尭舜会　MAデンタルクリニック／日本口腔インプラント
　　　　　　　　　　　　　　  学会専門医／日本補綴歯科学会専門医・指導医／日本歯周病学会 ／
　　　　　　　　　　　　　　  American Academy of Periodondology

共　催：ストローマン・ジャパン株式会社
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13：40～ 15：40　　 第 24回教育研修会
　　　『保険制度の中での，顎顔面補綴関連の治療および検査方法を学ぶ』

座長：山下善弘 （宮崎大学医学部　感覚運動医学講座顎顔面口腔外科学分野）
　　 隅田由香 （東京医科歯科大学（TMDU）大学院医歯学総合研究科顎顔面補綴学分野）

１．「歯科保健医療を取り巻く状況と顎顔面補綴関連の保険収載」
　小嶺祐子　厚生労働省医政局歯科保健課

２．「顎顔面補綴関連の保険収載項目の実際ー病名，算定に際しての注意点ー」
　吉岡 　文　愛知学院大学歯学部有床義歯学講座

３．「口腔機能低下症の検査の手順および算定方法」
　石崎 　憲　東京歯科大学　老年歯科補綴学講座

15：40～ 15：50　　閉会の辞・次回大会長挨拶
大会長　　　佐々木啓一（東北大学大学院歯学研究科口腔システム補綴学分野）
次回大会長　山下善弘（宮崎大学医学部　感覚運動医学講座顎顔面口腔外科学分野）
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教　育　講　演

『顔の心理学的機能』
座　長：米原　啓之 先生（日本大学 歯学部 臨床医学講座）
講　師：阿部　恒之 先生（東北大学大学院 文学研究科 心理学講座）
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東北大学　大学院文学研究科　総合人間学専攻心理言語学講座　
心理学専攻分野（文学研究科副研究科長/文学部副学部長，国際交流室長）

阿部　恒之

『顔の心理学的機能』

　顔は，目（視覚）・鼻（嗅覚）・口（味覚）・耳（聴覚）と，外界認識のための受容器を 4 種も独占
する特異な部位であり，いわば外界からの情報受信を担うレーダーである．また，顔は感情表出の中
心部位でもある．表情筋の収縮によって容貌を多彩に変化させ，目からは涙を分泌し，口からは笑い
声を発するなど，他者に自らの感情という内奥を発露している．顔は個人内部の情報を他者に発信す
るプロジェクターのような機能をも有しているのである．すなわち顔は，情報の受信・発信双方を担
う部位であり，外界と個人の間をつなぐ通信装置としての役割を担っているのである．全身のほとん
どが着衣で隠される中，顔が露出を原則としているのは，隠されてしまうと通信機能に支障が生じる
ということも理由の一つであろう．
　顔の双方向の通信機能のうち，顔面補綴の観点から注目されるのは発信機能である．顔が発信する
情報は，上記の感情だけではない．免許証やパスポートに顔写真が貼り付けられているように，個人
同定の情報源として広く用いられている．このように重要な発信機能を担う顔は，知覚対象として特
異な性質を持っていることが知られている．重要なだけに，見落としは不利を招くためか，顔ではな
いものまでも顔として見てしまう傾向がある（simulacra 現象，pareidolia 現象）．顔の弁別や記憶は，
他の対象に比べて段違いに優れているが，倒立提示すると逆に極端な成績低下を示す．怒り顔は他の
表情に比べて検出が迅速（anger superiority eff ect）だが，認知や記憶のレベルでは笑顔が優位であ
る（happy face superiority eff ect）．後頭葉内側下部の紡錘状回の損傷で，顔に限定的な視覚性失認・
相貌失認（prosopagnosia）が生じることから，顔を他の視覚刺激とは区別して処理する顔固有の処理
機構があるとする見解も提唱されている．
　また，容貌印象はコミュニケーションの要の一つである．化粧（メーキャップ）という通時代・汎
地理的な習慣は，自尊心（self-esteem）や私的自意識（private self-consciousness）を動機とし，公
的自意識（public self-consciousness）の顕在化に寄与しながら，日常における感情調節装置としての
役割を担っている（阿部，2002）．すなわち，顔はその見た目・外見（appearance）がコミュニケー
ション機能を担っていると同時に，その顔の主体の心理状態，ひいては心理的健康に影響するもので
もある．顔面補綴とは，顔の外見を修復することによって，コミュニケーション機能と心理的健康を
改善する，極めて重要な医療技術であると言えよう．外見を操作するという点では，化粧と同根である．
素顔や濃すぎるメーキャップに比べ，適切な程度のメーキャップをされた場合に発話文字数が増大し
た実験結果（大坊，1995），そして，顔面神経麻痺患者が左右対称性を確保するメーキャップスキル
を身につけたことで社会的態度が好転した事例（Kanzaki,  Ohshiro, & Abe,1996 ）は，顔の外見操作
がコミュニケーション機能と心理的健康を改善する可能性を支持するものである．
　このたびの講演では，顔に関する心理学的な研究事例をご紹介することで，皆さまの研究に少しで
もご参考になることを願ってお話しさせていただきます．

阿部恒之 （2002）. ストレスと化粧の社会生理心理学　フレグランスジャーナル社 .
大坊郁夫 （1995）. 化粧行動と自己意識　日本感情心理学研究，3（1），35.
Kanzaki, J., Ohshiro, K., & Abe, T. （1998）. Eff ect of corrective make-up training on patients with 
facial nerve paralysis. Ear, nose & throat journal, 77（4）, 270-274（passim）.

略　歴
昭和 60 年 3 月　東北大学　文学部　哲学科（心理学専攻）卒業
昭和 60 年 4 月　㈱資生堂入社，ビューティーサイエンス研究所配属
平成 11 年 4 月　資生堂在職のまま，東北大学大学院文学研究科博士課程後期三年の課程に編入学
平成 13 年 3 月　同課程修了，博士（文学）の学位取得（文・博 114 号）
平成 14 年 4 月　資生堂ビューティーサイエンス研究所　主任研究員（参事）
平成 17 年 8 月　東北大学大学院文学研究科心理学講座　助教授（2007 年 4 月　准教授に職名変更）
平成 22 年 4 月　教授（現在に至る）

教 

育 
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演
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シンポジウム

『顎顔面再建医療におけるリエゾン』

１．「頭頸部癌治療における医科歯科連携～頭頸部キャンサーボードの役割」
講　師：小川　武則 先生（東北大学病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科）

２．「悪性腫瘍切除後の顎顔面再建における歯科・形成外科連携」
講　師：黒沢　是之 先生（東北大学病院　形成外科）

３．「口腔進行癌手術療法における術前からの摂食嚥下リハビリテーション介入」
講　師：加藤　健吾 先生（東北大学病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科）

座　長：小山　重人 先生（東北大学病院 顎口腔再建治療部）
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東北大学病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科
小川　武則

『頭頸部癌治療における医科歯科連携
～頭頸部キャンサーボードの役割～』

　頭頸部癌治療における問題点としては，生命予後のみならず，治療後の咀嚼・嚥下機能，構音・発
声機能，嗅覚・味覚・聴覚・視覚などの感覚機能を中心とした，いわゆる quality of survival（QOS）
が重要である．治療内容は，手術，放射線，化学療法を合わせた集学的治療を行うが，支持療法も重
要となり，医科歯科連携を中心とした多くの診療科が共同で取り組む場合が多い．また治療中および
治療後の機能障害，具体的には呼吸障害，摂食 / 嚥下障害，発声障害，上肢挙上を中心とした四肢運
動障害に多職種で担当する必要がある．
　近年，他部位の悪性腫瘍においても，キャンサーボードを設立し，科横断的な議論を重ね，治療に
あたることが増えてきている．東北大学病院においては，同一病院内で医科と歯科が緊密に連携して
いる特長をもち，2003 年 10 月の病院統合以来，口腔癌を中心に歯科部門と医科部門での合同カンファ
レンス，合同手術を重ねてきた．2014 年 7 月より頭頸部キャンサーボードが運営され，現在耳鼻咽喉・
頭頸部外科，放射線治療科，放射線診断科，腫瘍内科，形成外科，脳神経外科，歯科顎口腔外科，顎
顔面口腔再建治療部，口腔診断科，予防歯科，周術期口腔支援センターにより，週 1 回の頭頸部悪性
腫瘍新患全症例の合同検討会を始め，2015 年 320 名，2016 年　375 名，2017 年　438 名（のべ）の症
例検討と治療を行っている．
　頭頸部癌の疾患背景の問題点として，口腔咽頭癌の増加といった疫学的な問題とともに，超高齢化
社会を背景とした高齢頭頸部癌患者の増加，がんゲノム診療などのオーダーメイド新治療，重粒子線，
陽子線，ＢＮＣＴなどの新放射線治療，ロボット手術などの新手術，免疫チェックポイント阻害薬に
代表される各新エビデンス治療の構築など，頭頸部癌治療を取り巻く環境の変化は，目まぐるしいが，
本シンポジウムについては，これらを紹介しながら，頭頸部癌治療における良好な医科歯科連携を目
指したキャンサーボードの取り組みと問題点について，さらには，顎顔面補綴治療が重要である顎骨
切除を伴う頭頸部癌治療において，その診断から治療におけるキャンサーボードの役割を中心に当院
の現状を報告しながら考察していく．

略　歴
平成 ９ 年 ３月　金沢大学医学部卒業
平成 10 年 4 月　東北大学医学部付属病院耳鼻咽喉科　研修医
平成 11 年 7 月　仙台市立病院耳鼻咽喉科　嘱託医師
平成 16 年 3 月　東北大学大学院医学系研究科博士課程卒業
平成 16 年 4 月　東北大学医学部付属病院耳鼻咽喉科　医員
平成 17 年 7 月　東北大学医学部付属病院耳鼻咽喉科　助手
平成 18 年 4 月　宮城県立がんセンター病院耳鼻いんこう科　医師
平成 19 年 4 月　同医長
平成 20 年 7 月　東北大学病院耳鼻咽喉・頭頸部外科　助教
平成 22 年10月　ジョンズホプキンス大学耳鼻咽喉科 Post-Doctoral Fellow
平成 24 年 4 月　帰国
平成 26 年 4 月　東北大学医学系研究科耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野　講師
平成 26 年 5 月　東北大学病院耳鼻咽喉・頭頸部外科　講師
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東北大学病院　形成外科
黒沢　是之

『悪性腫瘍切除後の顎顔面再建における
歯科・形成外科連携』

　現在，東北大学病院の頭頸部再建は医科である頭頸部外科と形成外科，歯科である顎顔面口腔再建
治療部と顎口腔外科が協力して手術計画を立て，合同で手術を行い，術後治療へ繋げている．このよ
うな医科・歯科協力体制になってから特に手術成績が良好になった再建手術の例として下顎再建が挙
げられる．
　下顎区域切除後の硬性再建は，整容性の再建と 合の再建の両方を考慮する必要がある．形成外科
単独では 2014 年より CT 画像から 3D 石膏モデルを作成し，再建プレートを pre-bending してきた．
しかし，再建プレートの配置と固定，移植骨のプレートに合わせた加工には術者の熟練が必要であり，
時に整容的に不満足な症例や，適切な 合再建に進めない症例が生じていた．
　一方，2016 年からは形成外科と顎顔面口腔再建治療部，顎口腔外科とが共同するようになった．手
術計画の段階では，CT 画像から computer-aided design（CAD）を用いて 3D バーチャルシュミレー
ションによる再建デザインを行い，デザイン通りに実物大再建モデルを作成し，再建モデルに合わせ
て再建プレートの pre-bending を行う．手術の段階では，下顎骨骨切りガイドを用いて術前シュミレー
ション通りに下顎骨区域切除を行い，切除後は，残存下顎骨をシュミレーション通りに再配置するた
めのトレーを用いて正しい顎位に誘導し，再建プレートで固定する．最後に下顎欠損部に骨弁を配置
するという方法をとっている．この一連の流れは各科が協力して遂行している．術前のシュミレーショ
ンでは，各科の意見を取り入れて再建手術で目指すべき形態を決定し，切除は頭頸部外科が担当，ト
レーやガイドの作成は顎顔面口腔再建治療部が担当，再建プレートの pre-bending と固定は顎口腔外
科が担当，皮弁の取り扱いは形成外科が担当となり各科の得意分野を互いに持ち寄って構成されてい
る．この結果，手術時の操作が均一化され，再現性の高い整容性と 合を再建することが可能となった．
また術前から積極的に各科が治療に関わることで，術後早期に各科が治療開始するようになり，質の
高い医療を集中的に患者に提供できるようになった．例えば歯科によるゴム牽引等による 合管理が
開始され，可及的早期に義歯等による 合再建に結び付けられるようになった．
　このように東北大学病院の頭頸部再建では各専門職が集まって，互いの得意領域の技術と知識を持
ち寄り，より質の高い再建手術を目指している．

略　歴
平成 10 年 3 月　東北大学理学部生物学科卒業
平成 13 年 3 月　琉球大学大学院理工学研究科修了
平成 18 年 3 月　鹿児島大学医学部卒業
平成 18 年 4 月　山形県立中央病院初期研修医
平成 20 年 4 月　山形県立中央病院形成外科後期研修医
平成 22 年 4 月　国立がん研究センター東病院　形成外科レジデント
平成 25 年 4 月　東北大学形成外科医員
平成 26 年 4 月　宮城県立がんセンター形成外科医長
平成 30 年 4 月　東北大学形成外科助教
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東北大学大学院　耳鼻咽喉・頭頸部外科
加藤　健吾

『口腔進行癌手術療法における術前からの
摂食嚥下リハビリテーション介入』

　舌癌，下顎歯肉癌に代表される口腔進行癌の手術療法（拡大切除と遊離皮弁による再建）では，構音，
咀嚼，嚥下，顔貌変化など QOL（quality of life）に多大な影響を与える多くの機能障害が生じ得るた
め，根治性と機能温存の両立がとりわけ求められる領域である．
　口腔進行癌の術後摂食嚥下機能の温存と回復には，切除範囲および再建方法の最適化と共に，補綴
と摂食嚥下機能訓練が必要である．切除，再建，補綴，機能訓練は相互に影響を与えるため，口腔進
行癌の手術療法においてはこれらに関与する医師，歯科医師，スタッフ相互の密接なコミュニケーショ
ンが重要である．我々は口腔進行癌手術症例において，よりよい術後機能の温存と回復のため，主治
医（耳鼻咽喉・頭頸部外科医），歯科口腔外科医，補綴専門医，予防歯科医，嚥下専門医，リハビリテーショ
ン科医，言語聴覚士が術前から相互にコミュニケーションをとりつつ介入し，術後も長期にわたりフォ
ローアップするシステムを構築してきた．
　本シンポジウムでは，私たちの取り組みを紹介し，口腔進行癌手術療法の術後機能の温存と回復の
ために重要な点について考察したい．

略　歴
平成 11 年　東北大学医学部卒業
同年　　　　東北大学　耳鼻咽喉科学教室　入局
同年　　　　山形市立病院済生館　耳鼻咽喉科
平成 13 年　東北大学大学院　医学系研究科　入学
平成 17 年　同行　卒業（医学博士）
同年　　　　国立病院機構　仙台医療センター　耳鼻咽喉科
平成 19 年　宮城県立がんセンター　耳鼻咽喉科
平成 21 年　東北大学病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野　助教
平成 24 年　同　院内講師
平成 25 年　大崎市民病院　耳鼻咽喉科（診療科長）
平成 26 年　宮城県立がんセンター　頭頸部外科
平成 27 年　東北大学病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野　院内講師

現在に至る
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『顎顔面再建医療でのデジタル・デンティストリーの展開』

１．「3Dモデルと装着型ガイドを用いた
　　　　　　　　　　　遊離腓骨皮弁による下顎再建へのアプローチ」

講　師：宮 下　仁 先生（東北大学大学院歯学研究科 口腔病態外科学講座顎顔面・口腔外科学分野）

２．「顎顔面再建治療におけるデジタルテクノロジーの活用」
講　師：佐藤奈央子 先生（東北大学病院 顎顔面口腔再建治療部）

３．「顎顔面再建医療における歯科技工のデジタルイノベーション」
講　師：加藤　裕光 先生（東北大学病院 診療技術部 歯科技術部門）

座　長：佐々木啓一 先生（東北大学大学院 歯学研究科 口腔システム補綴学分野

特別セッション
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東北大学大学院歯学研究科　口腔病態外科学講座顎顔面・口腔外科学分野
宮下　仁

『3Dモデルと装着型ガイドを用いた
遊離腓骨皮弁による下顎再建へのアプローチ』

Simple approach using 3D models and mountable alignment guides for 
mandibular reconstraction with free fi bular fl ap

Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Department of Oral Medicine and Surgery, Tohoku University 
Graduate School of Dentistry 
Dental Implant Center, Tohoku University Hospital

　下顎再建のprimary goal は機能及び審美性を回復することにある．一方近年，顎顔面口腔領域において
も様 な々分野でデジタルテクノロジーが導入され，良好な成績が報告されている．
　当院では，頭頸部キャンサーボードにおいて治療方針を決定した口腔がん症例のうち下顎再建を要するケー
スに対し，術前シミュレーションおよび 3Dモデルに基づいて作成された切除ガイドを用いて下顎区域切除を行い，
pre-bendingされたプレートと配列ガイドを用いて下顎再建術を施行している．従来法との比較による本法の利
点として，
・3Dモデルと装着型ガイドを用いた下顎再建アプローチはsimpleであり，各手順を簡略化することが可能
・シミュレーションから3Dモデルおよび各種ガイドの作成に至る過程はすべてIn-houseで行われるため，コスト
パフォーマンスに優れる
・シミュレーションの再現性も良好であるため，術後早期の可撤性顎義歯が装着可能であり，さらに骨造成から
Dental implant 埋入への計画と実施もスムーズ
と言った点があげられる．
　本セッションでは，われわれが行っている3Dモデルおよび装着型ガイドを用いた下顎再建術の実際について
述べるとともに，その有用性について報告する．あわせて，当院における多職種連携アプローチの現状について
も紹介したい．さらに，海外では既に導入されている個別化プレートを用いた下顎再建やナビゲーション手術にお
ける今後の展望についても言及できればと考えている．

略　歴
平成 11 年  3 月　東北大学歯学部 卒業
平成 15 年  3 月　東北大学大学院歯学研究科 修了
平成 15 年 11 月　東北大学病院 助手
平成 17 年  4 月　東北大学病院 助教
平成 23 年  6 月　山形大学医学部附属病院 助教
平成 24 年～平成 26 年　華中科技大学同済医学院附属同済医院　口腔・顎・顔面外科　Fellow
　　
現在に至る

特
別
セ
ッ
シ
ョ
ン



―　33　―

東北大学病院　顎顔面口腔再建治療部
佐藤奈央子

『顎顔面再建治療におけるデジタルテクノロジーの活用』
Digital technology in maxillofacial reconstruction

Maxillofacial Prosthetics Clinic, Tohoku University Hospital 

　医療の分野において，デジタル化の流れは広がり続けており，医療の質向上を推進している．東北大学病院
では，頭頚部外科医，形成外科医，口腔外科医，補綴医，歯科技工士からなるチームにより，顎骨再建に際して，
質の高い医療の提供を目指し，CAD/CAMシステムを活用した，surgical simulation，サージカルガイド等の
製作，およびそれらの手術への応用が行われている．また術後の 合再建時に行われるインプラント治療におい
ても，デジタルテクノロジー導入により，診断，治療がスムーズに行われている．世界的に，新しい医療技術，材料，
機器は日々 開発，提供されている．しかしながら，それらの大学病院への導入，臨床使用に至るまでには，臨床
研究指針の厳格化や経営効率の観点から，煩雑な手続きや審査が必要となっており，臨床家の苦難は続く．
　腫瘍や先天性異常，外傷などが原因で生じた組織欠損や変形に対して，審美性および咀嚼・嚥下・発音等
の機能性の回復を目的として，顎顔面再建治療は行われる．我々は，デジタルテクノロジーの恩恵を受ける一方，
様 な々患者状態に応じた治療を可能にする必要がある．そのためには臨床の場での判断，治療技術の向上を
おろそかにしてはいけないと改めて感じている．
　今回，CAD/CAMシステムの顎骨再建手術での活用におけるチーム医療のワークフロー，および補綴物製
作応用について提示し，デジタルテクノロジーの有用性および問題点について検討する．

略　歴
平成 11 年　東北大学歯学部卒業
平成 11 年　東北大学歯学部附属病院　医員
平成 14 年　熊谷歯科口腔外科クリニック　勤務
平成 18 年　UCLA dentistry visiting researcher
平成 20 年　東北大学病院　顎顔面口腔再建治療部　医員　
平成 22 年　東北大学大学院歯学研究科　口腔システム補綴学分野　助教　
平成 25 年　東北大学病院　顎顔面口腔再建治療部　助教（現職）
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東北大学病院診療技術部歯科技術部門
加藤　裕光

『顎顔面再建医療における歯科技工のデジタルイノベーション』
Digital inovation of dental laboratory in maxillofacial 

reconstruction

Dental Laboratory, Tohoku University Hospital

　近年，デジタル・デンティストリーの発展は目覚ましいものがある．日本でも20 年程前より歯科用 CAD/CAM
装置が使用されるようになり，現在では３Dプリンター，口腔内スキャナーと様々なツールがデジタル化している．
特に歯科補綴分野においては，印象材や石膏模型を使用することなく，デジタルシステムのみで最終補綴物の
製作が可能となっている．
　一方で顎顔面補綴医療においても，術前シミュレーシや患者説明用に３Dプリンター造形モデルが活用される
ようになった．本学会でも顔面スキャニングや顎骨モデルの造形を利用した臨床研究報告がされている．特に外
科処置の術前シミュレーションでは，CT 画像をもとに可視化モデルによる診療支援が年々増加傾向にあり，本院
においても年間約 120 個の顎骨モデルを製作し，視覚的にも非常に有用なツールとなっている．また，可視化の
支援のみならず，デジタルシミュレーシ後にデザインしたサージカルガイドを使用して外科施術を行うなど，広い範
囲でデジタルを利用することが可能となっている．しかしながら，そのアプローチ方法や，活用方法は様々で確立
されていない部分も多くあり，さらなる可能性や展開が期待できる．
　本セッションでは，東北大学病院において様 な々デジタル診療支援を行っている部分を供覧したい．本院では
歯科顎口腔外科や顎口腔再建治療部と連携を密にし，顎骨区域切除術における術前シミュレーショと，各種テ
ンプレートやプレート屈曲用造形モデル，配置用トレー等の製作をしている．さらにオトガイ形成術や，Le Fort1
では，手術設計に基づいたサージカルガイドを製作し診療支援業務に取組んでいる．また顔面エピテーゼの光
学印象の活用法や，顔貌の継時的変化をデジタルで可視化する取組みなどの，歯科技工士が本院で行ってい
る様 な々顎顔面再建医療へのアプローチを紹介したい．

略　歴
平成元年　東北大学歯学部附属歯科技工士学校　卒業
平成元年　東京医科歯科大学歯学部附属病院・歯科技工部
平成７年　東北大学歯学部附属病院・中央技工室
平成 17 年～　東北大学歯学部附属歯科技工士学校　非常勤講師
平成 18 年　東北大学大学院歯学研究科修士課程　修了
平成 22 年　東北大学病院診療技術部歯科技術部門技工室
平成 23 年　東北大学歯学部附属病院　歯科技術部門長
平成 23 年　東北大学歯学部附属病院　歯科技工士長
平成 23 年～　仙台青葉学院短期大学　歯科衛生学科　非常勤講師
平成 23 年　日本顎顔面補綴学会認定歯科技工士
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O-1　顔貌および皮膚色調の変化に対応したエピテーゼの１症例
〇原田貴之1，小山重人2，加藤裕光1，佐藤奈央子2，佐々木啓一3

1 東北大学病院診療技術部　歯科技術部門
2 東北大学病院　顎口腔再建治療部
3 東北大学大学院歯学研究科　口腔システム補綴学分野

A case of a facial prosthesis adjusted to the changes in facial profi le and skin color

〇Takayuki Harata1, Shigeto Koyama2, Hiroaki Kato1, Naoko Sato2, Keiichi Sasaki3

1)  Tohoku University Hospital,Dental Laboratory
2)  Tohoku University Hospital,Maxillofacial Prosthetics Clinic
3)  Division of Advanced Prosthetic Dentistry, Tohoku University Graduate School of Dentistry

【緒言】
　顔面欠損患者に対し，顔貌の回復を目的としてエピテーゼが適用されるが，欠損部や再建部の形態
や皮膚の色調は経時的に変化する．特に再建手術後は短・中期の顔貌変化は大きい．今回われわれは，
再建手術後に早期エピテーゼ装着を行い，その後，再建部の形態変化によるエピテーゼの適合不良お
よび季節による皮膚色調の変化を認めた症例を経験したので報告する．

【症例・結果】
　患者は 63 歳，男性．2016 年に右上顎悪性腫瘍により拡大上顎全摘出手術，遊離腹直筋皮弁再建術，
および 2017 年 8 月に皮弁修正術を施行された．同年 10 月に顔面の非接触型 3D スキャナを使用して
スキャニングを行い，通法にしたがってエピテーゼの製作した．しかし徐々に適合不良が観察された
ため，2018 年 6 月に再度，光学印象を行い，エピテーゼ製作時と比較した結果，再建部後方側頭部分
に約 6mm，頬部に約 4mm の皮弁部の退縮が認められた．そこで再印象から被覆範囲の拡大と適合を
図ったエピテーゼを再製作した．その後，2019 年 1 月に色調不良を訴えられたため，冬季用エピテー
ゼの製作を行った．この時，顔貌には変化が観察されなかったため色調のみ変更した．

【考察】
　本症例では皮弁修正術後 10 ヶ月後に再建部の形態が変化した．再建手術後早期にエピテーゼを装
着する場合，経時的に顔貌変化を観察する必要性が示唆された．夏季にエピテーゼの色調を合わせた
場合，日焼けによる皮膚の褐色化が冬季には白皙化するため，メインテナンス時期，患者のライフス
タイルを考慮することが求められる．

We report here the maxillofacial prosthetic retreatment due to change of free-flap volume and skin color 
change by season.  A 63 year-old-man underwent hemi-maxillectomy and reconstruction with abdominal rectus 
musculocutaneous free-fl ap.  After defatting of the bulky fl ap, the fi rst facial prosthesis was fabricated. However, 
the second prosthesis needed to refabricate at 10 months later, because the gap between the prosthesis and defect 
area were observed. Moreover, the third one was fabricated at winter season because of complaint of poor color 
tone matching. Maintenance care including the refabricating would be necessary to adjust the changes in facial 
profi le and skin color.
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O-2　鼻腔癌に伴なう外側鼻欠損をエピテーゼで回復した 1症例
○西川圭吾，横山敦郎

北海道大学病院　生体技工部

A case of restoration using maxillofacial prosthesis on lateral nasal defi cit caused by nasal cavity cancer

〇Keigo Nishikawa, Atsuro Yokoyama

Dopt of Dental Medical Laboratory, Hokkaido University Hospital

【緒言】
　エピテーゼの維持にはインプラント，接着材，アンダーカットの利用などが挙げられる．今回，鼻
腔癌に伴ない外側鼻切開による摘出術，皮膚合併切除を行なった患者に対して，耳鼻科との連携によ
り欠損部のアンダーカットを利用したエピテーゼによる補綴を行なったので報告する．

【症例】
　患者は 51 歳男性．右鼻腔癌と診断され，当院耳鼻科にて 2014 年 3 月に鼻内内視鏡下での腺様嚢胞
癌の切除術を施行した．頭蓋底に病変遺恨の可能性があり，当年 8 月には広汎頭蓋底手術施行．2017
年1月に局所再発にて外側鼻切開による摘出術施行．2018年3月，再々発にて外側鼻切開による摘出術，
皮膚合併切除を行なった．手術に伴ない鼻背部に，タテ 23mm，ヨコ 20mm の欠損腔が生じた．再建
も検討されたが，再発の可能性もあることから 2018 年 4 月に耳鼻科よりエピテーゼの製作依頼を受
けた．欠損腔が限りなく両側の目頭に近いため，欠損部を確実に閉塞できるかが問題であった．初診
時は欠損部周囲の皮膚および粘膜は安定していなかったが，欠損部上部と下部の鼻腔内アンダーカッ
トを維持に利用したエピテーゼを製作・装着した．その後，欠損部皮膚および粘膜状態の安定に伴な
い再製作したが，現在まで接着材などの補助維持を用いることもなく，簡便に装着が可能で継続使用
している．

【結果・考察】
　顔面の欠損によるエピテーゼ製作では , 欠損の位置や大きさにより維持方法を検討する必要がある
が，欠損部の状態が安定している場合には , 欠損部を被覆する面積を審美的に小さくでき，補助維持
を必要としないアンダーカットによる維持方法が有効な手段となることが示唆された．

In collaboration with the Otolaryngology Department, prosthetic treatment was carried out by means of a 
prosthesis utilizing defect undercut, on a patient that had undergone skin composite resection on an external nasal 
incision due to adenoid cystic carcinoma hysterectomy. When producing facial defect prostheses, it is necessary 
to consider maintenance methods according to the position and size of the defect but, in cases when the condition 
of the defect is stable, it was confi rmed that undercutting can be an eff ective method and that the area of the 
defect to be covered could be kept small and covered aesthetically. 
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O-3　上顎拡大全摘後に健側のみで対応した上顎補綴治療の経験
○伊佐次厚司1，森下裕司1，山中洋介2，風岡宜暁2

1 愛知医科大学病院歯科口腔外科技工室
2 愛知医科大学病院歯科口腔外科

A case of upper jaw prosthesis treatment only with unaff ected side treatment after maxillary resection

〇Atsushi Isaji1, Yuji Morisita1,Yousuke Yamanaka2,Yoshiaki Kazaoka2

1)  Department of Dent and Oral Surgery Aichi Medical University Hospital Dental Laboratory
2)  Department of Dent and Oral Surgery Aichi Medical University

【緒言】
　上顎拡大全摘症例での再建術後の補綴治療では義歯の製作や安定に苦慮する．今回われわれは，悪
性腫瘍により，上顎拡大全摘後に再建術を行なった患者に対して，義歯を製作する機会を得たので報
告します．

【症例】
　61 歳男性，2017 年 4 月に当院耳鼻咽喉科にて右側上顎癌 (T4aN2bM0) に対して上顎半側切除術，
右眼球摘出術，前中頭蓋底再建術，頸部郭清術，遊離腹直筋皮弁移植術を施行．術前より対診を受
けており口腔ケアを行っていた．術後 1 年経過時に義歯新製希望があり製作となった．HS 分類は，
H4S0D2T4．
　口腔内所見では，術後の瘢痕拘縮の影響で開口障害が認められた．遊離腹直筋皮弁で再建された患
側は脂肪組織が厚く，骨性再建は行われておらず義歯の維持・支持の機能獲得に対応可能な形態では
なかった．このため健側のみで周囲組織と調和させ機能維持の獲得を目指し義歯の製作を行った．
　上顎概形模型上で健側部に 合床を製作し， 合採得後に 合床をトレーとして閉口状態にて機能
印象採得を行い最終印象とした．作業用模型製作後，唇頬側面の石膏コアを採得した．その石膏コア
を人工歯排列時にデンチャースペース確認，歯肉形成時には研磨面形成に利用し義歯機能獲得に活用
した．
　義歯装着後，主観的機能評価として食品摂取アンケート（佐藤ら），客観的機能評価としてグルコ
センサー GS- Ⅱ（GC）による咀嚼能力検査を行った．

【結語】
　我々は上顎拡大全摘患者の上顎総義歯製作において，健側のみで周囲組織と調和させ機能維持を獲
得し，咀嚼機能の改善を行った．

We struggle to make and stabilize in prosthodontic treatment after the maxillary reconstruction. We report the 
prosthesis for patients who underwent reconstruction after total maxillary enlargement to malignant tumors.
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O-4　舌癌の放射線治療におけるPositioning Stent の口蓋部粘膜炎予防効果の検討
〇中澤和真1，中島純子1，石崎　憲1，河地　誉2，大金　覚2，髙野伸夫2，櫻井　薫1

1 東京歯科大学　老年歯科補綴学講座
2 東京歯科大学　口腔がんセンター

Study on eff ect of  Positioning Stent on palatal mucositis in radiotherapy of tongue cancer

〇Kazuma Nakazawa1, Junko Nakajima1, Ken Ishizaki1, Homare Kawachi2, Satoru Oogane2,  
Nobuo Takano2, Kaoru Sakurai1

1)  Department of Removable Prosthodontics and Gerodontology, Tokyo Dental College
2)  Oral Cancer Center, Tokyo Dental College

【緒言】
　口腔癌に対しては手術療法が主体となるが，手術拒否症例や基礎疾患などにより手術が困難な症例
では放射線療法が行われる．しかし有害事象の一つである口腔粘膜炎が著しい場合は， 痛や摂食障
害などにより治療を完遂することができないことがある．そのため治療期間中の口腔粘膜炎を予防す
ることは患者の QOL や治療結果にも影響を与える．我々の施設では，舌癌に対する外照射時に開口
を保持することで正常組織への照射量を可及的に少なくする Positioning Stent を使用している．今回
舌癌患者の放射線外照射時に本装置を使用した症例について，口蓋への照射線量の減衰効果について
検討を行ったので報告する． 

【方法】
　2016 年 4 月から 2019 年 1 月までに舌癌と診断され，外照射により治療を行った５症例に対し以
下の検討を行った．治療に使用した線量分布図から本装置を使用した際の口蓋への照射線量とコン
ピューター上のシミュレーションにより得られた非使用時の口蓋への照射線量，および粘膜炎の発症
状況を検討した．

【結果】
　全症例において，装置の有無で口蓋への照射線量には統計学的有意差が認められ，本装置を使用す
ることにより有意に照射線量が低くなる結果を得た．また口蓋部への口腔粘膜炎は全例で予防できた .

【考察】
　舌癌に対する外照射時に開口を保持し，口蓋をはじめ周囲組織を照射野から遠ざけることで口蓋へ
の照射線量が軽減された事を定量的に示すことができ，装置の有効性が確認できた．また装置製作時
の必要開口量については，腫瘍の大きさや部位によって照射野が変化するため，腫瘍の臨床所見を考
慮した開口量の検索が今後の課題であると考える．

We reported on the effect of attenuation of the irradiation dose on the palate using Positioning Stent during 
radiotherapy for tongue cancer patients. With the aim of preventing oral mucositis, this stent is designed to 
hold the mouth open to displace healthy tissue away from the radiation field.The subjects were 5 patients 
who underwent radiotherapy for tongue cancer. The irradiation dose of the palate was measured by computer 
simulation.
The results showed that the irradiation dose to the plate was reduced by use of the oral appliance. In all cases, 
mucositis of the palate was prevented.
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O-5　口腔癌術後患者の口腔機能評価  第４報
○栃原義之，山下徹郎，石山　司，細川周一，中嶋頼俊

恵佑会札幌病院　歯科口腔外科 

Evaluation of oral function in patients after operation for oral cancer.  - 4th report -

○Yoshiyuki TOCHIHARA, Tetsuro YAMASHITA, Tsukasa ISHIYAMA, Shuichi HOSOKAWA, 
　Yoritoshi NAKAJIMA

Dentistry, Oral and Maxillofacial Surgery Keiyukai Sapporo Hospital

　我々は第 33，34，35 回日本顎顔面補綴学会にて，口腔癌術後患者の口腔機能について報告した．
今回も，口腔癌切除症例を対象とし，術後の口腔機能に影響する因子を調査した．調査内容は舌運動
機能評価，会話明瞭度， 咀嚼スコア，口腔機能全般検査とした．対象は 1992 年から当科で口腔癌の診
断にて腫瘍切除術を施行した患者の中で，上記の検査が施行できた 123 名とした．
　舌運動機能評価は松永らによる舌運動機能評価表，会話明瞭度は田口法による 5 段階評価表，咀嚼
スコアは佐藤らの食品 20 品目による評価表． 口腔機能全般検査は Rogers らによる評価方法を金城
らが引用・改変したものを用いた．調査結果に対し多変量解析を用いて，統計学的に分析し若干の知
見を得たので報告する．

We had reported the masticatory function in patients who had undergone mandible resection under the diagnosis 
of oral cancer at the 33, 34, 35th Congress of Japanese Academy of Maxillofacial Prosthetics. This time too, we 
set patients after operation for oral cancer to subjects. And we investigated the factors that infl uence oral function 
after operation.
We investigated the oral function with tongue movement evaluation, speech intelligibility , clinical oral function 
evaluation and masticatory score.
The subjects were 123 patients whose oral function could be examined among those who had undergone tumor 
resection at our hospital since 1992.
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O-6　咽頭圧形成不全に対する一考察
～舌接触補助床（PAP）は咽頭圧形成に寄与するか～

○谷口裕重 1,2，中澤悠里2

1 朝日大学　障害者歯科学分野
2 近石病院　歯科・口腔外科

A consideration on pharyngeal pressure weakness

○Hiroshige Taniguchi1,2, Uri Nakazawa2

1)  Department of Dentistry for the Disability and Oral Health, Asahi University School of Dentistry
2)  Department of Dentistry & Oral-Maxillofacial Surgery, Chikaishi Hospital

【緒言】
　舌摂食補助床（PAP）が口腔癌術後等の器質的障害に有用であることは過去に報告されている．し
かし，脳血管疾患や神経筋疾患等の機能的障害に対する効果についての報告は少なく，特に咽頭に及
ぼす影響は不明な点が多い．本症例を提示し，PAP が咽頭圧形成に寄与するか検討することとした．

【症例】
　多発性脳 塞を発症した 87 歳，男性．他院にて誤嚥性肺炎を併発し，摂食嚥下機能評価の結果，
経口摂取困難の診断を受け胃瘻造設となった．胃瘻造設３ヶ月後，家族より強い経口摂取の希望があ
り当院リハ科へ紹介受診となった．

【経過】
　初回 VF にて食道入口部（UES）開大不全および舌根部圧形成不全，送り込み不良を認めた．UES
開大不全に対し，間接訓練としてダブルバルーン法およびシャキア訓練，前舌保持嚥下訓練を実施し
た．当科では，舌根部圧形成不全および送り込み不良に対し PAP を作成した．入院 49 病日，PAP
装着下にてスライスゼリーが UES を通過した．高解像度マノメトリー（HRM）で確認したところ，
PAP 装着有では装着無を比較して下咽頭圧および UES 開大圧が増加した．入院 62 病日に直接訓練の
まま自宅退院となったものの，退院後に PAP 装着下で直接訓練を継続したところ，ペースト食 3 食
が摂取可能となった．

【結語】
　機能的障害嚥下障害に対する PAP の効果は不明な点が多い．特に，咽頭圧に対する効果はほとん
ど報告されていない．本症例では咽頭圧形成に対し良好な帰結を得たが，その有用性を確認するには，
症例数を増やしその効果や対象の選定基準を検討する必要があると考える．

The present case was 87 years old male patient. The patient's past medical history was Multiple Cerebral 
infarction. The patient was judged oral intake was not possible. On July 2017, the patient was admitted to our 
hospital for dysphagia rehabilitation. The fi rst examination showed the two swallowing problems. There were 
insuffi  cient the UES opening and weakness of pharyngeal pressure. To the second problem, we created PAP. On 
the 14th day after therapy started, the videofl uoroscopic and manometric evaluations showed decreasing of bolus 
stasis and increasing of post UES opening pressure and hypopharyngeal pressure with PAP compared to without 
PAP.
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O-7　舌亜全摘出後に嚥下機能が良好であった症例の 320ADCTによる考察
○石井悠佳里，中島純子，石崎　憲，中澤和真，櫻井　薫

東京歯科大学老年歯科補綴学講座

Consideration of cases with good swallowing function after tongue subtotalglossectomy by 320 ADCT.

○Yukari Ishii, Junko Nakajima, Ken Ishizaki, Kazuma Nakazawa, Kaoru Sakurai

Department of Removable Prosthodontics and Gerodontology.

緒言：我々は320 列面検出器型 CT（320ADCT）を用いて舌切除後の定量的舌運動評価を試み , 術後嚥
下機能の低下が認められた舌切除症例では，口蓋および咽頭後壁への舌接触時間が健側および患側におい
て違いがあることを明らかにした．今回，舌亜全摘出後に良好な嚥下機能が保たれた症例に対し，320ADCT
を用いて嚥下動態を定量的に解析し，嚥下機能が良好に保たれた要因について考察したので報告する．
方法・対象：57 歳男性．東京歯科大学市川総合病院口腔がんセンターで舌口底癌（cT4aN2cM0）に対
し，舌亜全摘出術，両側頸部郭清術，腹直筋皮弁再建術を施行した．嚥下機能検査として，320ADCTを用
いて手術前 1 週間および手術後 1ヶ月に評価を行った．撮影画像は画像解析ソフト（ボリュームアナライザー
SYNAPSE VINCENT，富士フィルム）を用いて舌，咽頭腔および咽頭壁の動態の定量的解析を行った．
結果：舌根と咽頭後壁の接触を，正中，健側および患側に分けて観察し，咽頭腔の経時的な矢状断面積を算
出した．その結果，術後の患側と健側で舌根部と咽頭後壁が近接する様相に相違が認められた．また，健側お
よび患側の咽頭後壁の最大突出量は術前では患側 7.6㎜，健側 7.6㎜であったが，術後は患側 12.7㎜，健側
12.4㎜に増加していた．
結論： 本症例では，舌亜全摘出に伴って減弱した舌の運動が，再建された皮弁のボリュームにより補われている
様子が観察された．また，患側および健側ともに，舌の後方運動の抑制が咽頭壁の収縮の増加で代償されており，
その様相を定量的に評価することが可能であった．

We investigated factors that swallowing function was maintained well by quantitatively analyzing the 
swallowing dynamics using 320 ADCT for cases of good swallowing function after subtotal glossectomy. The 
case of performed a subtotal glossectomy, bilateral neck dissection, reconstruction of rectus abdominis fl ap for 
tongue-fl oor mouth cancer(cT4aN2cM0) at the oral cancer center of Ichikawa General Hospital, Tokyo Dental 
College. Swallowing evaluation with 320 ADCT  were done１week before the operation and 1 month after the 
operation. Suppression of posterior movement of the tongue was compensated by an increase in the contraction 
of the pharyngeal wall, and it was possible to quantitatively evaluate its aspect.
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O-8　右小脳・延髄外側症候群発症後の重度嚥下障害に対しPAPを作成した1症例
○中澤悠里1，谷口裕重 1,2

1 近石病院　歯科・口腔外科
2 朝日大学　障害者歯科学分野

A case of PAP preparation for severe swallowing disorder after the onset of right cerebellar and lateral 
medullary syndrome.

○Yuri Nakazawa1, Hiroshige Taniguchi1,2

1)  Department of Dentistry & Oral-Maxillofacial Surgery, Chikaishi Hospital
2)  Department of Dentistry for the Disability and Oral Health, Asahi University School of Dentistry

【緒言】
　延髄外側症候群の嚥下障害は，咽頭収縮不良や喉頭挙不全，食道入口部開大不全など咽頭期への影響
が著名である．今回，右軟口蓋挙上不全および咽頭収縮不良に対しPAPを併用したPLPを作成し，嚥下リハ
を実施したところ，３食経口摂取まで至った症例を経験したので報告する．
【症例】
　59 歳，男性．右小脳・延髄外側症候群を発症し急性期病院へ入院後，呼吸器管理のため気管切開となっ
た．その後，回復期病院へ転院となり気切閉鎖され，ADLはやや改善したものの重度嚥下障害は残存していた．
回復期病院退院後，経口摂取の希望があり当院リハ科へ紹介受診となった． 

【経過】
　入院時のVFではUES 開大不全，咽頭圧形成不全を認めたため，STによるバルーン訓練，シャキア訓練
が開始された．入院 48 病日，軟口蓋挙上不全もみられたため，PLP 作成依頼にて当科受診となった．当科で
評価したところ，軟口蓋挙上不全と同時に，低舌圧および咽頭収縮不良を認めたためPAP 併用型 PLPの作
成を開始した．入院 64 病日，PAP 併用型 PLP 装着下でゼリーおよび，とろみ水を使用した直接訓練を開始した．
入院 125 病日，軟口蓋挙上不全は改善を認めたため，咽頭圧形成不良に対するPAPのみの形態へ移行した．
PAP 使用下にて間接訓練および直接訓練継続したところ，入院 183 病日には全粥咀嚼調整食が 3 食摂取可
能となり自宅退院となった．

【考察】
　本症例は，右小脳・延髄外側症候群に対し，PAP 併用型 PLP および PAP が咽頭機能改善に寄与し，3
食経口摂取まで回復した．PAP が咽頭期へ及ぼす影響は，今後検討する必要がある．

The past medical history of the patient was right cerebellum and lateral medullary syndrome. The patient was 
admitted to our hospital for rehabilitation of swallowing disorder. The fi rst examination showed two swallowing 
problems. There was right soft palate elevation failure and pharyngeal contraction failure. In response to these 
problems, we have created a PLP with PAP. The patient supplemented the right soft palate elevation failure due 
to dysphagia disorder rehabilitation, but the pharyngeal contraction defect remained. Thus, we created a PAP. 
The patient improved the diet form by having PAP and carrying out rehabilitation.

一 

般 

口 

演



―　44　―

O-9　Investigation of perceived chewing ability in maxillectomy patients
　　　with and without perforation

○叶尔肯　叶斯波力，乙丸貴史，張　満金，隅田由香

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科　顎顔面補綴学分野

Investigation of perceived chewing ability in maxillectomy patients with and without perforation

○Yesiboli YEERKEN, Takafumi  OTOMARU, Manjin ZHANG, Yuka  SUMITA

Department of Maxillofacial Prosthetics, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and 
Dental University (TMDU)

Purpose: To investigate the influence of food preferences on evaluating the perceived chewing ability in 
maxillectomy patients with and without perforation. 
Materials and Methods: Thirty-two maxillectomy patients wearing dento-maxillary prostheses were enrolled. 16 
patients with perforation and 16 patients without perforation. Patient’s perception of chewing ability assessed 
using a food intake questionnaire consisting of a list of 35 food items, each type of food according to the food 
hardness divided into fi ve grades seven items each. In each type of foods answers that rate ‘‘Dislikes’’ and ‘‘Have 
not eaten since starting to wear dentures’’ the number was calculated respectively and calculated the percentage. 
Results: In patients with perforation, in each type of food, the highest percentage of answers to ‘‘Dislikes’’ was 
including raw trepang 31.3%, pickled scallion 31.3% and vinegared octopus 18.8%. The highest percentage 
of answers to ‘‘Have not eaten since starting to wear dentures’’ was including dried cuttlefi sh 37.5%, jellyfi sh 
37.5%, raw abalone 31.3%, raw trepang 31.3%, and rice cake 18.8%. In patients without perforation, the highest 
percentage of answers to ‘‘Dislikes’’ was including pickled scallion 18.8%, raw trepang 12.5 %. The highest 
percentage of answers to ‘‘Have not eaten since starting to wear dentures’’ was including raw trepang 25.0%, 
dried cuttlefi sh 18.8%, raw abalone 18.8%, rice cake 12.5%, and fried rice cracker 12.5%. 
Conclusion: The food preferences may have an influence on evaluating the perceived chewing ability in 
maxillectomy patients with and without perforation.
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O-10　顎顔面補綴症例データベースの運用に関する検討
－2009 年から 2018 年までの患者調査について－

〇總山彰雄，高阪貴之，來田百代，皆木祥伴，村上和裕，橋本　栄，笠川尚彦，伏田朱里， 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 

Clinical survey utilizing a maxillofacial prosthetics database system - patients survey from 2009 to 2018 -

〇Akio Usayama, Takayuki Kosaka, Momoyo Kida, Yoshitomo Minagi, Kazuhiro Murakami, Sakae Hashimoto, 
Naohiko Kasakawa, Shuri Fushida, Kazunori Ikebe

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

　大阪大学歯学部附属病院咀嚼補綴科顎顔面補綴外来では，顎顔面補綴症例の管理を目的に，1997 年より
データベースの運用を開始した．我々は，本システムを診療チームのカンファレンスにおける症例情報の共有に活
用し，その患者調査においては，これまで本学術大会にて定期的に報告してきた．今回は，過去 10 年間におけ
る顎顔面補綴症例の初診患者調査について報告する．
　2009年 1月から2018年 12月までの10年間における初診患者数は，597名（男性362名，女性235名）であり，
初診時の平均年齢は65.2±15.4 歳（8 歳～ 99 歳）であった．年代別の患者数は，60 歳代が 174 名（29.1%）
で最も多かった．紹介元については，紹介なしで来院された8 名，および紹介元が不明であった2 名を除いた
587 名のうち，院内が 423 名（72.1%），院外が 164 名（27.9%）であった．手術を行った569 名のうち，術前
紹介は347 名（61.0%）であり，術後紹介は222 名（39.0%）であった．院内のうち術前紹介は302 名（71.4%）
であったのに対し，院外は45 名（27.4%）であった．原因疾患としては，歯肉癌が 266 名（44.6%）で最も多く，
次いで舌癌が 62 名（10.4%）であった．欠損部位としては，上顎が 260 名（43.6%）で最も多く，次いで下顎
が 244 名（40.9%）であった．
　今後は継続して症例を管理するとともに，補綴治療経過をフィードバックすることで，顎顔面補綴患者の予後
を検討するための基礎資料として活用していきたいと考えている．

We have utilizing a database system for maxillofacial prosthesis since 1997 in order to manage maxillofacial 
prosthetic patients. In this conference, we report maxillofacial prosthetic patients survey conducted in past 10 
years. We surveyed 597 patients (362 men, 235 women; mean age 65.2±15.4 years) who visited our hospital 
between January 2009 and December 2018, and investigated their characteristics. 
 In the future, we will ongoingly manage cases of maxillofacial prosthesis and utilize the database system as a 
basis on evaluating the prognostic implication of maxillofacial prosthetic patients by providing feedback about 
the follow-up assessment of prosthodontic treatment. 
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O-11　軟口蓋の大欠損に義顎は有効か
○臼井秀治 1,2，臼井聡美 1,2，下郷和雄2，大岩伊知郎3，佐藤之信1，渡邊　哲2，飯田　進1

1 うすい歯科 顎顔面補綴治療部
2 愛知学院大学 顎顔面外科学講座
3 名古屋第一赤十字病院 口腔外科

The MaxilloFacial Prosthetics(MFP) helps the functional burden of total/subtotal Soft Palate defect.

○Hideharu Usui1,2, Satomi Usui1,2, Kazuo Shimozato2, Ichiro Oh-iwa3, Yukinobu Satoh1, 
Satoshi Watanabe2, Susumu Iida1

1)  Division of Maxillo-facial Prosthetics, USUI Dental Clinic
2)  Department of Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Aichi-Gakuin University
3)  Department of Maxillofacial Surgery, Japanese Red Cross Nagoya First Hospital

【緒言】
　これまでの38 年間に顎顔面補綴診療の中で956 例の顎切除後の義顎をあつかってきた．これらの中には，
軟口蓋欠損を有する症例は421 例含まれていた．聴覚印象上明確な鼻咽腔閉鎖不全を示さない1/4 欠損（6
‐4 分類）の328 例を除くと93 例で，そのうち2/4 欠損は34 例，3/4 欠損は22 例，4/4 欠損は37 例であり，
全例のほぼ一割に相当した．
　さらに，2/4 欠損のうち17 例が，3/4 欠損は 6 例，4/4 欠損は 6 例が咽頭側壁に皮弁による再建がなされ
ている．
　これらの代表的な欠損の調音上の特徴をとらえるような発語例を示し，問題点を再認識した．
ついでこれらに対して，義顎による機能改善をはかった．義顎作成に関するパラメータとして2 ～ 4/4 欠損に対
して，術後義顎製作平均着手日は平均 21.2，31.8，16.4日，術後義顎装着日数は23.4， 33.8， 19.5日であった．
ちなみに義顎重量は平均 13.0， 14.8， 14.7ｇと，欠損の大きさとの関係が示唆された．
ついでこれらの義顎装着時の発語音声を示し，聴覚印象からその機能改善状態を確認した．
　このように6‐4 分類の4 分類が大きくなるほど，聴覚印象は低下したが，その全てで義顎による調音機能改
善が得られ，再建皮弁の有無によって改善の程度は大きくは変わらないと考えられる結果であった．この結果か
ら軟口蓋・口腔咽頭機能改善の観点からは皮弁再建よりも義顎のほうが寄与がおおきいと考えられる．

In our 956 cases of MaxilloFacial Prosthetics(MFP) during last 38 years, soft palate defect(SPD) is recorded in 
421 cases. SPD is classified by defect size into 1 to 4 (328,34, 22, 37cases, respectively). Of them, 93 cases more 
than class 1/4 SPD are included in this study. Simple reconstructive flap is introduced for lateral wall closure in 
29 cases in total.
Checking the articulation with and without MFP, by hearing impression, evident amelioration is recognized 
regardless to the severity of SPD. 
This concludes that the MFP is the choice than meticulous reconstructive surgery with very little physical, 
economical impact. 
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O-12　下顎顎義歯症例における支台装置に関する実態調査　第２報
○秦　正樹1，別所香菜1，木村尚美1，松川良平1，小島規永1，吉岡　文1，宮前　真2，尾澤昌悟1，
　武部　純1

1 愛知学院大学歯学部有床義歯学講座
2 愛知学院大学歯学部高齢者歯科学講座

Investigation of retainer on mandibular dento-maxillary prosthesis -2nd report-

○Masaki HATA1, Kaona BESSHO1, Naomi KIMURA1, Ryohei MATSUKAWA1, Norinaga KOJIMA1, 　
Fumi YOSHIOKA1, Shin MIYAMAE2, Shogo OZAWA1, Jun TAKEBE1

1)  Department of Removable Prosthodontics, School of Dentistry, Aichi Gakuin University
2)  Department of Gerodontology, School of Dentistry, Aichi Gakuin University

　下顎欠損症例に対する顎補綴装置の設計は，下顎骨の連続性や欠損組織の負担能力等を勘案して，主に
合を回復することを目的に設計される．具体的な顎義歯の設計に関する指針はなく，経験値に基づいた治療

が行われているのが現状である．我々は第 35 回本学術大会において，愛知学院大学歯学部附属病院顎顔面
補綴科における下顎顎補綴装置に関する実態調査を行った．顎義歯装着者の欠損形態は，下顎辺縁切除が
多く，MR 分類ではM1bR0 型がほとんどであった．支台装置の種類は主にキャストクラスプとワイヤークラスプが
使用されていた．
　今回，顎欠損部に隣接する直接支台装置に着目してその種類と支台歯の生存年数について調査を行った．
対象は当診療科にて顎義歯の製作を行った下顎欠損患者 45 名（男性：25 人，女性：20 人）である．調査に
はカルテとプロトコルを使用し，顎義歯装着から1 年以上経過したものとした．また，欠損に隣接していない直接
支台装置，PD 値，欠損の状態についても検討を行った．あわせて，下顎辺縁切除，下顎区域切除，下顎部
分切除の症例について報告する．
　装着した顎義歯は延べ 55 床であり，直接支台装置の支台歯数は47 本であった．支台装置の種類はワイヤー
クラスプ（18 装置）とエーカースクラスプ（15 装置）が多かった．

We presented the survey of retainer for mandibular dento-maxillary prosthesis at the latest meeting. The aim of 
this study is to investigate direct retainer on mandibular dento-maxillary prosthesis. Forty-five patients who were 
treated in Aichi Gakuin University Dental Hospital were surveyed and informed consent was obtained prior to 
the investigation. The results showed that the number of prosthesis and retainer were fifty-five and forty-seven. 
Frequently applied direct retainers were wire clasp and Akers clasp.
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O-13　顎再建において補綴専門医と連携して変化したこと
〇去川俊二1，勅使河原大輔2，浅野　悠1，榎木祐一郎3，林　直樹3，横川秀樹1，菅澤　正3，
　中塚貴志1

1 埼玉医科大学　国際医療センター　形成外科
2 明海大学歯学部　機能保存回復学講座　歯科補綴学分野
3 埼玉医科大学　国際医療センター　頭頸部腫瘍科

My experiences of change in the jaw reconstruction after collaboration with a maxillofacial prosthodontist

〇Shunji Sarukawa1, Daisuke Teshigawara2, Hisashi Asano1, Yuichiro Enoki3, Naoki Hayashi3, 
　Hideki Yokogawa1, Masashi Sugasawa3, Takashi Nakatsuka1

1)  Department of Plastic Surgery, International Medical Center, Saitama Medical University
2)  Division of Fixed Prosthodontics, Department of Restorative & Biomaterials Sciences, Meikai University 
　 School of Dentistry
3)  Department of Head and Neck Surgery, International Medical Center, Saitama Medical University

　顎再建において補綴治療は必須だが，癌治療を多く行うセンター病院や総合病院では補綴専門医と密な連
携をとりにくいため，専門性の共有が不十分となり，各専門分野内のみでの変化が主体となっていた感がある．
補綴計画を含めた術前シミュレーションという形で他院の補綴専門医との連携を行った結果得られた，われわれ
の変化を報告する．
　2018 年７月から顎骨と移植骨の実体モデルを用いた再建顎堤のシミュレーションと，術中ガイド義歯の作製・
使用を行ってきた過程で，再建外科医が補綴医との間にあった意識乖離が解消して変化した点は下記であった．
①　歯列弓の再建の際は，再建歯槽頂よりも舌運動を阻害しないように舌側縁を意識する．
②　特に第 2 大臼歯部は再建顎堤上になくてもよい．
③　①②より，Double barreled Fibulaであっても無理してDouble Arc Reconstruction する必要なない．
④　歯再建部（理想は第 2 大臼歯）まで思想を 合平面と水平になるよう下顎枝前縁が干渉しないようにする．
　様 な々状態の再建顎堤に対応できるように補綴学的技術は進歩しているが，はじめから補綴しやすい顎堤を
作るために補綴学が介入することは大きなパラダイムシフトであり，シミュレーション技術の進歩により可能になりつ
つある．まずは専門医個人間で意識乖離のない再建顎を作ることが初めの一歩だと思われた．

We have regularly a system of presurgical simulation for jaw reconstruction in collaboration with a prosthodontist 
using 3D-models from 2018 July. Before beginning of the simulation, there were some discrepancies of 
geometrical concepts in reconstruction jaw. After these discrepancies have been solved through the simulation, 
changes are following:
・Line of limitation of lingual side in reconstructed alveolus is important, but the crest is not.
・The denture base in molar area does not necessarily mounts on the reconstructed bone.
・The alveolus should be reconstructed in almost parallel to the occlusal plane. 

一 

般 

口 

演



―　49　―

O-14　補綴医との連携でみえた下顎骨再建
○浅野　悠1，去川俊二1，林　直樹2，榎木祐一郎2，勅使河原大輔3

1 埼玉医大国際医療センター　形成外科
2 埼玉医大国際医療センター　頭頸部腫瘍科
3 明海大学歯学部　機能回復学講座　歯科補綴学分野

Collaboration with prosthodontist for Mandible reconstructions.

○Hisashi Asano1, Shunji Sarukawa1, Naoki Hayashi2, Yuichiro Enoki2, Daisuke Teshigawara3

1)  Plastic Surgery, Saitama Medical University International Medical Center
2)  Head and Neck Surgery, Saitama Medical University International Medical Center
3)  Division of Fixed Prosthodontics, Meikai University School of Dentistry

【背景】 
　下顎骨再建で3D 模型を用いて術前シミュレーションを行う方法は一般的となってきた . 下顎外側縁を再現す
ることで整容面を考えた下顎骨再建を行えるようになってきた .しかし , 術後義歯の使用に関しては到達できてい
ない症例が多く, 義歯を装着できてもそれを用いて食事を行っている症例はごく限られているのが現状である.そ
こで機能的かつ整容的な下顎骨再建を行うため , 当院では術前から補綴医と連携をとり, 義歯の使用を目標とし
た下顎骨再建を行っているため報告する.

【結果】 
　演者が当施設に赴任した2017 年 4月から2019 年 2月までに施行した下顎区域再建は20 例で , 腓骨皮弁
が 19 例 , 肩甲骨皮弁が 1 例であった .2017 年度は全例義歯装着に至らなかったが , 口腔外科医 , 補綴医と連
携を開始した2018 年 6月からの9 例のうち ,6 例ですでに仮義歯を日常使用している.

【考察】
　術前から補綴医と連携をとることで , 義歯装着において良い顎堤を作ることができていると考える.また , 術前
に補綴医の受診をしていない症例に関しても, 義歯の装着が可能な顎堤を明示してもらい顎堤形成を行うことで
義歯の使用率が増えている. 整容面だけでなく機能面を考えた下顎骨再建には補綴医との連携は不可欠であ
る.

Multidisciplinary preoperative simulation for mandibular reconstruction by oncological surgeon, reconstructive 
surgeons, and prosthodontists and consequential prosthodontics are reported in this presentation. The subject is 
20 patients who underwent segmental mandibular resection between April 2017 and February 2019. 11 patients 
without preoperative simulation could not wear dentures. They were not consulted by the prosthodontist all over 
the treatment. All 9 patients with simulation worn dentures, and 6 of them used denture for eating as well as 
aesthetic. Preoperative simulation with prosthodontists is important to improve QOL of patient who underwent 
mandible reconstruction.
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O-15　広範囲顎骨支持装置のインプラント周囲におけるソフトティッシュマネージメント
○片岡良浩 1,2，高橋　哲 1,2，佐藤奈央子3，山内健介 1,2，依田信裕2，原田貴之4，加藤裕光4，小山重人 2,3

1 東北大学大学院歯学研究科　顎顔面・口腔外科学分野
2 東北大学病院　歯科インプラントセンター 
3 東北大学病院　顎顔面口腔再建治療部
4 東北大学病院　診療技術部歯科技術部

Soft tissue management of the bone anchored device for wide edentulous area

○Yoshihiro KATAOKA1,2,  Tetsu TAKAHASHI1,2, Naoko SATO3, Kensuke YAMAUCHI1,2, 
　Nobuhiro YODA2, Takayuki HARATA4, Hiroaki KATO4, Shigeto KOYAMA2,3

1)  Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Department of Oral Medicine and Surgery, Tohoku University 
　 Graduate School of Dentistry 
2)  Dental Implant Center, Tohoku University Hospital
3)  Maxillofacial Prosthetics Clinic, Tohoku University Hospital
4)  Dental Laboratory, Tohoku University Hospital

緒言：当科では 2013 年より腫瘍や先天性疾患により失われた歯牙に対し広範囲顎骨支持型装置を用
いた 合再建を行っているが , インプラント埋入にあたり硬組織の形態だけでなく軟組織の形態修正
が必要になることが多い . 今回われわれは広範囲顎支持型装置のインプラント周囲に施した軟組織の
処理について代表的な 3 症例についてその概要を報告する . 症例１：53 歳男性．エナメル上皮腫にて
他院で下顎骨区域切除術および再建用プレートによる再建術を施行するも 2 度の再建用プレートの破
折にて当院紹介受診．チタンメッシュトレーおよび再建用プレートによる腸骨移植術を施行後にさら
なる骨造成を施しインプラントを埋入した . 2 次手術時にインプラント周囲の不動粘膜獲得の為に遊
離口蓋粘膜を移植しカスタムメイドの圧迫床をインプラント体へスクリュー固定した . 症例 2：60 歳，
女性 . 左側唇顎口蓋裂に対し，腸骨移植術の後インプラントを埋入 . 口腔前庭の狭小による審美障害
や清掃性の低下を認めた為，遊離口蓋粘膜移植による口腔前庭拡張術を施行した．症例3：40歳, 女性.下
顎歯肉の扁平上皮癌（T3N0M0）の診断の下，下顎辺縁切除，両頸部郭清，外側大腿皮弁再建術が施
行された．術後再発なく経過した為，広範囲顎骨支持型装置を埋入した . 2 次手術時に皮弁修正を行い , 
カスタムメイドの圧迫床をインプラントへスクリュー固定し，粘膜治癒後の補綴スペースを確保した . 
考察：皮弁を伴う再建症例ではインプラント周囲の軟組織のティシュマネージメントは困難を伴うが，
インプラントの長期メインテナンスにとっては大変重要である .

In our department, occlusal reconstruction has been performed using bone anchored device for teeth that have 
been lost due to tumors and congenital diseases since 2013, but not only the form of hard tissue but also the form 
of soft tissue has been modifi ed for implant placement. This time, we report the outline of the treatment of soft 
tissue around the dental implant covered by Japanese Health Insurance in 3 representative cases. In the case of 
reconstruction with fl aps, tissue management of soft tissue around the implant is diffi  cult, but it is very important 
for long-term maintenance of the implant.
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O-16　広範囲顎骨支持型装置の臨床統計
○生木俊輔 1,3，岩田　潤 1,3，古川明彦 1,3，大山哲生 2,3，髭内美穂1，米原啓之 1,3

1 日本大学歯学部　臨床医学講座
2 日本大学歯学部　歯科補綴学第Ⅱ講座
3 日本大学歯学部付属歯科病院　顎顔面補綴科

Clinical study of Dental Implant overdenture for the wide range mandible defects.

○Shunsuke Namaki1,3, Jun Iwata 1,3, Akihiko Furukawa1,3, Tetsuo Ohyama2,3, Miho Higeuchi1, 
　Yoshiyuki Yonehara1,3

1)  Deptartment of Clinical medicine, Nihon University School of Dentistry.
2)  Department of Partial Prosthodontics, Nihon University School of Dentistry
3)  Maxillofacial prosthetic Clinic, Dental Hospital, Nihon University School of Dentistry

【目的】
　今回我々は，腫瘍により広範囲に及ぶ顎骨欠損に対し広範囲顎骨支持型装置を用いた症例について臨床的
検討を行った．

【対象および方法】
　2013 年 1月から2017 年 12月までに日本大学歯学部付属歯科病院で広範囲顎骨支持型装置埋入術を行っ
た6 例について検討を行った．これらの症例に対し，原疾患，下顎骨再建方法，軟組織再建方法，歯の欠損状態，
埋入部位，埋入本数，皮弁修正，補綴装置，咀嚼能力値について検討した．

【結果】
　原疾患は下顎歯肉癌 4 例，悪性腫瘍後再建下顎骨感染 1 例，エナメル上皮腫 1 例であった．下顎骨再建
方法は血管柄付腓骨 2 例，血管柄付肩甲骨 1 例，血管柄付腸骨 1 例，腸骨（PCBM）1 例で行われており，
1 例は下顎骨辺縁切除であった．軟組織再建は遊離前腕皮弁 3 例，腹直筋皮弁 1 例で行われていた．その
他一次閉鎖が 2 例であった．埋入本数は2 から4 本であった．軟組織再建が行われた4 例に対して全例に脂
肪切除による皮弁修正術が行われ，そのうち2 例で口蓋からの粘膜移植が行われていた．補綴装置は有床義
歯形態が 5 例でそのうち4 例でロケーターアタッチメントが利用されていた．

【考察】
　広範囲顎骨支持型装置を用いた補綴装置を装着するには，複数回の手術が必要で，特に軟組織再建され
た症例では全例皮弁修正術が必要であった．軟組織再建された皮弁は，脂肪化しており軟組織を貫通するアバッ
トメントを装着するには脂肪の切除が必須であった．その他，咀嚼能力値についても検討したので報告する．

Dental Implant treatment has become easy to perform the treatment in terms of cost to the reconstruction by a 
wide range of mandible or alveolar bone defect cases and bone grafted cases. We investigated clinically Dental 
Implant overdenture for the wide range mandible defects.
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O-17　再受診を繰り返したBRONJ 患者に対し，顎義歯にて機能回復を図った症例

〇津江文武1，古賀千尋1，佐々木三奈2，中村恵子1，杉本颯楓3，平川直毅4，吉田兼義4，鵜木あゆみ5，
　橋本憲一郎2，都築　尊4，城戸寛史6，山野貴史7

1 福岡歯科大学　口腔医療センター
2 福岡歯科大学　口腔・顎顔面外科学　口腔腫瘍学分野
3 福岡歯科大学　医科歯科総合病院　衛生士部
4 福岡歯科大学　 合修復学講座　有床義歯学分野
5 福岡歯科大学　医科歯科総合病院　耳鼻咽喉科 
6 福岡歯科大学　 合修復学講座　インプラント学分野
7 福岡歯科大学　総合医学講座　耳鼻咽喉科学分野

A Case of Oral Rehabilitation with Maxillofacial Prosthesis for a Long-term BRONJ

〇Fumitake TSUE1, Chihiro KOGA1, Mina SASAKI2, Keiko NAKAMURA1, Sayaka SUGIMOTO3, 
　Naoki HIRAKAWA4, Kaneyoshi YOSHIDA4, Ayumi UNOKI5, Kenichiro HASHIMOTO2, 
　Takashi TSUZUKI4, Hirofumi KIDO6, Takafumi YAMANO7

1)  Center for Oral Diseases, Fukuoka Dental College
2)  Section of Oral Oncology, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Division of Oral and Medical 
　 Management, Fukuoka Dental College
3)  Department of Dental Hygiene, Fukuoka Dental College Hospital
4)  Section of Removable Prosthodontics, Department of Oral Rehabilitation, Division of Clinical Dentistry, 
　 Fukuoka Dental College
5)  Ophthalmology, Fukuoka Dental College Hospital
6)  Section of Oral Implantology, Department of Oral Rehabilitation, Division of Clinical Dentistry, Fukuoka
 　Dental College
7)  Section of Ophthalmology, Department of Medicine, Division of Oral and Medical Management, Fukuoka
　 Dental College

　69歳女性. 平成24年7月, 右側顎下部の 痛を訴え, 福岡歯科大学口腔医療センターを受診した. 患者は, 
平成 21 年から骨粗鬆症に対する薬物療法としてリセドロネートの投与を受けていた . 下顎右側 BRONJの診断
のもと, 右側顎下部の腐骨除去術を施行 , 平成 24 年 12月終診となった .
　しかしながら, 平成 28 年 6月, 右側頬部～眼窩周囲にかけての腫脹を訴え, 再度当センターを受診したが , 
消炎処置にて急性症状が消退したため , 当センターへの通院は途絶えた .
　平成 29 年 10月, 下顎右側臼歯部の腐骨形成が進んだため , 当センターを受診され , 下顎右側臼歯部腐骨
除去術を施行した . 上顎右側臼歯部においては , 腐骨が広範囲に及んでいたため , 平成 30 年 7月, 福岡歯
科大学医科歯科総合病院口腔外科へ紹介となり, 上顎右側 BRONJ, 上顎右側臼歯における慢性化膿性根
尖性歯周炎の診断のもと, 上顎右側腐骨除去術ならびに上顎右側犬歯から臼歯にかけての抜歯術を施行した.
術後 , 上下顎右側臼歯部歯槽提に閉塞性の顎欠損が生じたため , 平成 30 年 11月, 上顎全部床義歯 , 下顎
KennedyⅠ級部分床義歯に準じた上下顎顎義歯を装着した . 栓塞子は上下顎とも充実型とした . また , 顎態が
骨格性 AngleⅡ級であったことから, 上顎は全顎的にパラタルランプを付与し, 無 頭人工歯にて 合接触を
与えた . 装着から1 週間後の咀嚼能力検査では , 42mg/dl のグルコース濃度を示した .

69 years old, Female. In July 2012, the patient visited Center for Oral Diseases Fukuoka Dental College 
complaining of a pain in the right submandibular. Diagnosed with BRONJ of the right maxilla and mandibular, 
several times of a minor osteoplastic necrotomy of the right mandibular was operated. Then a full-scale 
osteoplastic necrotomy of the right maxilla was operated at Fukuoka Dental College Hospital in July 2018. 
Because of imperforated defect of the right maxilla and mandibular, the maxillaly and mandibular RPDs were 
inserted with solid obturator and a full-arch occlusal ramp being arranged cuspless tooth in November 2018.
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O-18　ガイド義歯を用いた顎骨即時再建における術前補綴介入

○勅使河原大輔1，去川俊二2，浅野　悠2，榎木祐一郎3，林　直樹3，藤澤政紀1

1 明海大学歯学部機能保存回復学講座歯科補綴学分野
2 埼玉医科大学国際医療センター形成外科
3 埼玉医科大学国際医療センター頭頸部腫瘍科

Preoperative prosthetic treatment for mandibular reconstruction using immediate denture for surgical guide

○Daisuke Teshigawara1, Shunji Sarukawa2, Hisashi Asano2, Yuichiro Enoki3, Naoki Hayashi3, 
　Masanori Fujisawa1

1)  Division of Fixed Prosthodontics, Department of Restorative & Biomaterials Sciences, School of Dentistry, 
　 Meikai University, Saitama
2)  Department of Plastic Surgery, Saitama Medical University International Medical Center, Saitama
3)  Department of Head and Neck Surgery, Saitama Medical University International Medical Center, Saitama

　顎骨再建は，整容性だけでなく歯科補綴装置の使用によって種々の口腔機能を回復できる顎形態を付与する
ことが重要である．一方で，歯列形態の回復には歯科補綴装置の使用も必須であり，また，歯を喪失した顎堤
は非生理的な状態として認識されることから，理想的な形態が存在せず，再建顎堤形態に対して十分なコンセ
ンサスが得られていないなどの問題がある．
　顎口腔機能，特に咀嚼機能回復にはOcclusal-drivenなアプローチが重要であると考え，顎骨再建予定患
者の術前の口腔内記録を反映した即時義歯（ガイド義歯）を製作し，術前シミュレーション，術中および術後に
利用する顎骨即時再建プログラムを作成，運用を開始した．
ガイド義歯は，
術前： CT 画像データより出力した顎骨実態モデルとの併用によるDouble-arc conceptにおけるOcclusal arc

配置のシミュレーションガイド
術中： 術前シミュレーションのサージカルガイドおよび 合斜面板との併用による残存骨片および顎間関係の整復

補助装置
術後： 創部の保護床および最終補綴装置装着までの暫間義歯として使用することで，術前の顎口腔形態を術

後に反映するだけでなく術後早期からの顎口腔リハビリテーションが可能である．
　本プログラムは多施設間での地域医療連携プログラムとして2018 年 5月より運用を開始し，2019 年 2月時点
で下顎骨区域切除に対する即時再建前介入 14 例，11 例で術後早期からの義歯装着が可能であった．術前よ
り補綴的介入を行うことで，再建顎堤に対して患者の口腔機能回復を期待できる義歯の装着が可能となり，患
者のQOL 向上に寄与できると考える．

While functional restoration using dental prosthesis after jaw reconstruction is important, there is no ideal shape 
for reconstructed jaw. We undergo an occlusal-driven approach using immediate denture for surgical guide.
The denture works as
A simulation guide indicates occlusal arc of the double-arc concept with a 3D printed jaw model before 
operation,
A surgical guide and repositioning device of remaining jaw parts and original occlusion at operation phase,
A wound protection device and a treatment denture for stomatognathic rehabilitation after operation.
We can expect that preoperative prosthetic treatment for mandibular reconstruction may improve patients QOL.
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O-19　辺縁切除後の下顎骨における力学的解析
―リコンストラクションプレートによる影響―

○加瀨武士1，大山哲生 1,2，中林晋也 1,2，安田裕康 1,2，佐伯悦司 1,2，大谷賢二 1,2，月村直樹 1,2

1 日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅱ講座
2 日本大学歯学部付属歯科病院顎顔面補綴科

Stress analysis of the mandible after marginal resection-Eff ect of reconstruction plate-

○Takeshi KASE1, Tetsuo OHYAMA1,2, Shinya NAKABAYASHI1,2, Hiroyasu YASUDA1,2, 
　Etsushi SAEKI1,2, Kenji OHTANI 1,2, Naoki TSUKIMURA1,2

1)  Department of Partial Denture Prosthodontics, Nihon University  School of Dentistry
2)  Maxillofacial prosthetic Clinic, Dental Hospital, Nihon University  School of Dentistry

　下顎骨の辺縁切除は，悪性腫瘍の外科療法のひとつである．辺縁切除は，区域切除と比較して，形態的，
機能的障害を最小限にとどめる利点があるが，顎骨が薄くなり偶発症として骨折を生じることがある．従来，辺
縁切除後の骨折を防止する目的で，残存下顎骨に対してリコンストラクションプレートが装着されている．しかし，
その効果を力学的に検討した報告は少ない．
本研究は，下顎左側第二小臼歯，第一大臼歯および第二大臼歯相当部を辺縁切除した解析モデルを構築し，
顎欠損部へのリコンストラクションプレートの装着による効果を，三次元有限要素法を用いて，辺縁切除した皮質
骨におよぼす力学的影響から解明することを目的とした．
　解析モデルの構成要素は，海綿骨，皮質骨，顎堤粘膜，歯，歯根膜，チタン製プレートおよびスクリューとした．
解析モデルは，下顎左側第二小臼歯，第一大臼歯および第二大臼歯欠損で，顎骨欠損がないモデルと，下顎
左側第二小臼歯，第一大臼歯および第二大臼歯相当部を辺縁切除したモデルを製作した．顎骨欠損がないモ
デルをⅠ，下顎管下縁相当部まで辺縁切除したモデルをⅡとし，モデルⅡにリコンストラクションプレートを装着した
モデルをⅡPとした．荷重条件は，生体に近似した閉口運動時の筋収縮を考慮した方法を用いた．解析項目は，
下顎左側第二小臼歯，第一大臼歯および第二大臼歯相当部皮質骨における，最大主応力および最大せん断
応力を評価した．
　その結果，リコンストラクションプレートの装着は，下顎骨のたわみとねじれを抑え，切除部に生じる応力集中を
緩和させ，骨折の予防に有用であることが示唆された．

This study used the three-dimensional finite element method to evaluate the effect of reconstruction plate of 
mandibular marginal resection cases.
The analysis result was evaluated by the maximum principal stress and maximum shear stress at the resected 
area.
As a result, it was suggested that reconstruction plate reduced stress concentration at the resected area and it was 
important for preventing fractures.
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P-1　顔面エピテーゼ装着によりQOLおよび呼吸機能を改善した１例
○遠藤春奈1，加藤裕光1，小山重人2，佐藤奈央子2，佐々木啓一3

1 東北大学病院　診療技術部　歯科技術部門
2 東北大学病院　顎口腔再建治療部
3 東北大学大学院歯学研究科　口腔システム補綴学分野

Improvement of QOL and nasal respiration by facial prosthesis : A case study

○Haruna ENDO1, Hiroaki KATO1, Shigeto KOYAMA2, Naoko SATO2, Keiichi SASAKI3

1)  Dental Laboratory, Tohoku University Hospital
2)  Maxillofacial Prosthetics Clinic, Tohoku University Hospital
3)  Division of Advanced Prosthetic Dentistry, Tohoku University Graduate School of Dentistry

【目的】
　鼻部を含む顔面エピテーゼは呼吸に影響を与えるため，その形態付与にあたっては審美性のみならず，呼吸
機能にも配慮する必要性がある．今回，鼻部欠損を含む患者に対してエピテーゼを装着し， QOL および呼吸機
能にも影響を及ぼした症例を経験したので報告する．

【症例】
　76 歳，男性．2017 年 10月に熊外傷による顔面多発挫創，右眼球破裂，右頬骨骨折，鼻骨骨折．2017 年
10月遊離 ALT 皮弁移植術を岩手医科大学病院にて施術後，2018 年 5月にエピテーゼの製作を希望し，当
院の顎口腔再建治療部を受診した．当初，外鼻孔を覆わない顔面エピテーゼを製作し審美性のみを回復したが，
装着後に呼吸時の閉塞感と，鼻部の形態改善の要望があった．そこで鼻部を覆い，外鼻孔にチューブの装着
できるエピテーゼに改良したところ，呼吸量を確保することが可能となり，前治療の訴えを改善できた．

【製作工程】
　顔面模型の製作のため，外鼻孔にチューブを入れた状態で鼻部の印象を採得した．顔面全体の造形モデル
に印象採得で得られた鼻部形態を復位し模型を製作した．チューブを入れた状態の模型でエピテーゼのワック
スアップを行い，石膏に包埋前にチューブを外し，エピテーゼ用シリコーンに置換，完成した．装着は，エピテー
ゼを先に欠損部に装着したのち，左右の外鼻孔にチューブを装着した．

【結果と考察】
　改良前エピテーゼと改良後では患者評価において，呼吸の改善が認められた．さらに，鼻部分を覆うことで審
美性も改善し，眼鏡の支持となる鼻梁も十分に再現できた．本症例より鼻部を含むエピテーゼにおいては，審美
性のみならず機能性を考慮する必要性が示唆された．

The maxillofacial prosthetic treatment using facial prostheses should be conscious to the physiological function 
besides aesthetics. We experienced a case of prosthetic reconstruction with facial prostheses for mid-face defects 
in a 76-year-old male patient due to trauma by a bear attack. The clinical complaints and QOL were improved by 
the placement of nasal prosthesis with proper form to his remnant anatomy. In particular, his satisfaction level 
was substantially improved by inserting the tubes in both nostril to ensure respiratory function in combination 
with the facial prosthesis.
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P-2　顔面印象法と光学印象法による三次元耳介形状データの比較
○大木明子1，上條真吾1，鈴木哲也2

1 東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　口腔基礎工学分野
2 東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　口腔機能再建工学分野

Evaluation of three-dimensional ear forms obtained by facial impressions and optical scanners

○Meiko Oki1, Shingo Kamijo1, Tetsuya Suzuki2

1) Department of Basic Oral Health Engineering, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo 
Medical and Dental University
2) Department of Oral Prosthetic Engineering, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical 
and Dental University

　現在，エピテーゼ製作には印象材を使用した顔面印象法が用いられている．近年 CAD/CAM 技術の進
歩は著しく，エピテーゼ製作においても三次元 CAD/CAMシステムが用いられるようになってきた．また，三次
元形状データの取得方法として，CT や MRIのほかにレーザースキャンや光学印象も用いられるようになってき
た．光学印象ではチェアサイドでも使用できるハンディタイプの光学スキャナーも使用可能であり，前回大会では
我々は顔面表面のスキャン精度は顔面印象法と同等の精度を示し，臨床応用が可能であると報告した．しかし
ながら，アンダーカットが大きく耳のような複雑な形態のスキャン精度については検討されていない．本研究の目
的は，耳介における顔面印象と光学印象により得られた三次元データの精度を比較検討することである．研究
の同意が得られた3 名の被験者の，合計 6 つの耳介に対して，2 種類の三次元光学スキャナー（ArtecEVA，
ArtecSpider）を用いて光学印象と顔面印象を行った．顔面印象模型と3Dプリンターで造形した光学印象模
型（ArtecEVA），プリント模型と元のスキャンデータ（ArtecEVA），顔面印象模型とスキャンデータ(ArtecSpider）
を三次元形状編集ソフト（ArtecStudio12）で重ね合わせ，耳全体の変位とその誤差，耳介の長さ・幅・高さ
の2 点間距離を計測した．その結果，ハンディタイプの光学印象ではデータが取得できない範囲が存在し，耳
介の顔面印象と比べて光学印象では形状データが粗くなり，小さくスキャンされる可能性が示唆された．

The purpose of this study was to compare the accuracy of three-dimensional (3D) data of ears between 
conventional facial casts and optical scanned models. Data of six ears of three healthy subjects were obtained 
by conventional technique and optical scanners. The ear casts and printed models were scanned by a laboratory 
3D scanner. All 3D images were evaluated the shape diff erences using measurement mapping. Two-dimensional 
measurements (length, width, height) were performed to compere the differences between casts and scanned 
data. The results showed that some length and height of optical scanning data were smaller than casts made from 
conventional impression.
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P-3　開口障害をシミュレーションした上顎欠損模型の，三種の口腔内スキャナー
　　　によるデジタル印象採得
○服部麻里子，張　満金，高　原，王 　羽佳，マハムド　エルバシュティ，隅田由香

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面補綴学分野

Digital impression using three intraoral scanners on maxillectomy model simulating trismus condition.

○Mariko Hattori, Manjin Zhang, Yuan Gao, Yujia Wang, Mahmoud Elbashti, Yuka Sumita 

Department of Maxillofacial Prosthetics Graduate School of Medical and Dental Sciences Tokyo Medical and 
Dental University (TMDU)

　口腔内スキャナーを用いたデジタル印象の顎欠損患者への応用が注目されている．利点として，非接触のた
め創部への負担が少ないこと，印象材を使わないため誤飲，誤嚥や異物迷入の危険性がないことの他に，トレー
挿入が困難な開口障害患者への応用も期待されているが，実用化の実態は明らかではなかった．そこで今回我々
は，開口障害をシミュレートした模型を用いて口腔内スキャナーによる印象を試みたので報告する．上顎歯列アク
リル模型を削合し，アラマニー分類 IIを想定した上顎欠損模型を作製した．それを工業用スキャナーでスキャン
した後，人工頬粘膜ボックスカバーつきのファントムヘッドに設置した．上下顎切歯間の開口量を10mm, 20mm, 
30mm, 40mm に設定しCerec (Sirona)，True Defi nition (3M)，Trophy (Yoshida)の三種の口腔内スキャナー
を用いてデジタル印象採得を試み，ソフトウエアを用いて3D 解析を行った．Cerecではいずれの開口量におい
ても粘膜面や欠損部のスキャンが不可能であった．True Defi nitionスキャナーでは開口量 10mmではスキャン
不可能で，開口量 20mmでは欠損部の後方のスキャンが困難であったが，開口量 30mm， 40mmでは模型全
体のデータが得られた．Trophyスキャナーでは開口量 10mm，20mmで一部スキャン不可能な部分があったが，
30mm， 40mmの開口量では模型全体のスキャンが可能であった．得られた印象はいずれも精密であったが（真
度，精度ともに0.1mm 以下），小さな開口量で得られた3Dデータは面積が小さかった．結果より，口腔内スキャ
ナーを用いた上顎欠損患者のデジタル印象は粘膜面の印象が可能なスキャナーを用いても，開口量が少ない症
例ではスキャンが困難となる可能性が示唆された．

Digital impression using intraoral scanner has benefi ts for defect patients．However, practical use on the patients 
with trismus needs to be examined. A maxillectomy defect was simulated on maxillary acrylic model. It was 
scanned by an industrial scanner as a reference. The model was fi xed in a phantom head with artifi cial soft tissue. 
To simulate the trismus inter-incisal opening was set to 10 mm, 20 mm, 30 mm, and 40 mm. The model was 
scanned with three intraoral scanners. The results suggest that in the condition of severe trismus, the scanning 
with an intraoral scanner seems to be diffi  cult.
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P-4　MR撮像時のモーションアーチファクト軽減を目的とした舌ステントの試作

○平川直毅1，吉田兼義1，杉本清楓2，津江文武3，中村恵子3，都築　尊1，古千　尋3，城戸寛史4

1 福岡歯科大学 合修復学講座有床義歯学分野
2 福岡歯科大学医科歯科総合病院歯科衛生士部
3 福岡歯科大学口腔医療センター
4 福岡歯科大学 合修復学講座　口腔インプラント学分野

Trial manufacture of the tongue stent for the motion artifact reduction at the magnetic resonance imaging

○Naoki Hirakawa1, Kaneyoshi Yoshida1, Sayaka Sugimoto2, Fumitake Tsue3, Keiko Nakamura3, 
　Takashi Tsuzuki1, Chihiro Koga3, Hirofumi Kido4

1)  Division of Removable Prosthodontics, Department of Oral Rehabilitation, Fukuoka Dental College
2)  Department of Dental Hygienists, Fukuoka Dental College Medical and Dental Hospital
3)  Center for Oral Diseases, Fukuoka Dental College
4)  Division of Oral Implantlogy, Department of Oral Rehabilitation, Fukuoka Dental College

　口腔顔面領域の磁気共鳴映像法 (magnetic resonance imaging)による撮像時において下顎骨や舌の運
動により生じるアーチファクトは，画像診断を困難にさせる要因の一つである．今回我々は，福岡歯科大学画像
診断学分野，医科歯科総合病院放射線室からの依頼により舌癌検査のMR 撮像時に舌の運動抑制または固
有口腔内での固定を目的とした口腔内装置（舌ステント）の製作を行った．本研究の目的はMR 撮像時に舌ス
テントを用いることでモーションアーチファクトの低減が可能か検討することである．
　舌癌検査を想定したMR 撮像前に，本院補綴科において被験者の上下顎の印象採得， 合採得を行い，
床用レジン製の舌ステント（試作 1）を製作した．装着による舌運動の抑制を確認し，MR 撮像を行った．撮像
はT1WI Dynamic 撮像で舌（舌尖部，右側舌縁部）においてTime Intensity Curve（TIC）の信号強
度を測定し，舌ステント装着時と非装着時の比較を行った．
　撮影の結果，舌尖部，右側舌縁部いずれにおいても舌ステント装着時のTICのノイズの減少が認められた．
しかし，舌ステント装着が原因と考えられる顎関節への一過性 痛や唾液分泌の増加による嚥下反射の惹起，
また鼻閉時の口呼吸路の確保などの問題点も明らかとなった．
　問題点の改善を目的に舌ステント（試作 2）を再製作し，MR 撮像を行い同様の比較を行った．その結果，
改良により問題点が解決された．以上より，MR 撮像時に舌ステントを用いることで舌の運動抑制を行い，モーショ
ンアーチファクトの低減が可能であることが示唆された．

Artifacts caused by the movement of the mandible and tongue during magnetic resonance imaging (MRI) of the 
oral cavity are one of the factors that make image diagnosis diffi  cult. In order to restrict tongue movement in the 
intraoral cavity during MRI for cancer of the tongue, an intraoral device (tongue stent) has been developed. It is 
suggested that motion artifacts that occur during MRI can be reduced by restricting tongue movement, using a 
tongue stent. 
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P-5　 骨吸収抑制薬関連顎骨壊死による上顎欠損に対し補綴的機能回復を試みた
１症例

〇松本知生1，山森徹雄1，伊藤　隼1，金　秀樹2，川原一郎2，中島朋美2，金子良平1，内山梨夏1，
　泉田玉磨美3，浅井政一1

1 奥羽大学歯学部　歯科補綴学講座
2 奥羽大学歯学部　口腔外科学講座
3 奥羽大学歯学部附属病院

A case of prosthetic rehabilitation for the maxillary defect by anti-resorptive agents-related osteonecrosis 
of the jaw 

〇Chihaya Matsumoto1, Tetsuo Yamamori1, Jun Ito1, Hideki Kon2, Ichiro Kawahara2, Tomomi Nakajima2, 
　Ryohei Kaneko1, Rika Uchiyama1, Tamami Izumida3, Masakazu Asai1

1)  Department of Prosthetic Dentistry, Ohu University School of Dentistry
2)  Department of Oral Surgery, Ohu University School of Dentistry
3)  Ohu University Dental Hospital

　薬剤投与に関連する顎骨壊死症例が報告されているが，その後の欠損補綴，機能回復に関する報告は少
ない．今回，乳癌手術後にビスフォスフォネート（BP）製剤の投与を受け，顎骨壊死を発症した症例に対する
欠損補綴を経験したので報告する．尚，本報告は患者の同意を得て行っている．
患者は60 歳の女性．2010 年 11月に左側頰部腫脹の精査加療を目的に，近歯科医院から当院口腔外科へ紹
介受診となった．既往歴として2005 年に乳癌にて乳房切除術を受けており，BP 製剤の静脈内投与が実施され
ていた．薬剤関連顎骨壊死の診断のもと継続的な局所洗浄，抗菌性洗口剤使用，抗菌薬投与，腐骨除去を
実施した．その後，症状改善に伴い2016 年１月に上顎左側顎欠損による外観不良を主訴として当院総合歯科
を受診となった．
　上顎左側前歯部から大臼歯部におよぶ広範な顎欠損を有しており，顔貌所見はこれに起因する左側中顔面
部の陥凹を認めた．鼻腔や上顎洞との交通がなく，構音や嚥下機能に問題は認めなかったが咀嚼困難を訴え
ていた．歯周基本治療，および歯冠形態不良歯に対する歯冠補綴と歯冠修復後に個人トレーとシリコーンゴム
印象材による精密印象採得を行った． 合採得後にリップサポートを基準に上顎前歯部の人工歯を排列し，フレ
ンジテクニックによるデンチャースペース内に臼歯部人工歯を排列した．蝋義歯の口腔内試適時には審美性，発
音，嚥下機能，義歯の安定性に問題がないことを確認し，栓塞部充実型顎義歯を装着した．
　顎義歯装着後は定期的なフォローアップを継続し，２年５か月となる現在において十分な機能的，形態的回復
を維持し良好に経過している．

A 60-year-old female visited our hospital complaining swelling of left cheek. She was diagnosed with anti-
resorptive agents-related osteonecrosis of the jaw (ARONJ), and received removal of sequesters in 2010. She 
consulted our department with a chief complaint of esthetic problem. A large defect was observed in her left 
maxilla. Prosthetic treatment using a maxillofacial prosthesis was planned. The artifi cial teeth of the prosthesis 
were arranged according to lip support and denture space record by fl ange technique. Esthetic and functional 
recovery was observed after the insertion of the prosthesis.
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P-6　開口障害を有する上顎顎欠損患者に顎補綴装置を製作した症例

○渡辺崇文，槙原絵理，鱒見進一

九州歯科大学　顎口腔欠損再構築学分野

A case of maxillary prosthesis for a patient with maxillary defect and opening disturbance

○Takafumi Watanabe, Eri Makihara, Shin-ichi Masumi

Division of Occlusion ＆ Maxillofacial Reconstruction, Kyushu Dental University

　患者は80 歳男性．近医にて左上顎歯肉および頬粘膜のびらんを指摘され，H29 年 5月8日より九州歯科大
学附属病院口腔外科で経過観察を行っていたが，H30 年 6月26日に実施した検査の結果，上顎左側扁平上
皮癌 (T2N0M0stageⅡ)と診断された．術後予想される咀嚼および発音障害に対して即時顎補綴装置（ISO）
の製作および術後の上顎顎義歯製作依頼を受け当科受診となった．ISOは，術前に製作した模型の部分切除
範囲内にある左側上顎臼歯部を削合し，樹脂加圧成型器を用いてポリエステルシート(2mm)を圧接し製作した．
なお，抜歯予定部位は即時重合レジン用いて歯冠形態を再現した．H30 年 7月30日，口腔外科において左側
上顎骨部分切除術および頬粘膜への植皮術を施行した．術後，開口障害が残存していたものの入院中に早期
の顎義歯製作が必要であったため，セデーション下で開口訓練を実施し，開口量がある程度確保できたところ
でアルジネートによる印象およびシリコーン系バイト材を用いて 頭嵌合位における 合採得を行った．仮床試適
時に粘膜組織調整材を用いてオブチュレータの形態修正を行い，模型改造法を応用して作業模型を製作した．
義歯装着時に軟質リライン材を用いて直接法により顎欠損部を裏装し顎義歯を完成した．オブチュレータは天蓋
開放型とし，維持装置として3 3にエーカースクラスプ， 1にコンビネーションクラスプを用いた．
　本症例では，仮床試適時に粘膜組織調整材を用いてオブチュレータの形態修正を行うことにより，本人が義
歯を着脱できる塞栓子の大きさを決定することができ，少ない治療回数で補綴装置を製作することができた．

 A patient was 80-year-old male and diagnosed as left maxillary squamous cell carcinoma. As chewing and 
articulation disorders were predicted after surgery, we fabricated immediate surgical obturator (ISO) before 
surgery. The impression was taken under intravenous sedation due to his opening disturbance. When the wax 
denture was tried-in, tissue conditioner was used to fi t the obturator to maxillary defect.
 In this case, the shape of the obturator was modifi ed with tissue conditioner when try-in the wax denture. It can 
be determined the size of the obturator that he can wear, and his chair time can be reduced. 
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P-7　 下顎骨欠損に対する血管柄付腸骨移植による下顎再建を用いた 合
再建の検討

〇近藤雄大，纐纈　衆，山下善弘

宮崎大学医学部　感覚運動医学講座　顎顔面口腔外科学分野

Division of Oral nad Maxillofacial Surgery, Department of Medicine of Sensory and Motor Organs, 
Faculty of Medicine, University of Miyazaki

〇Yuudai Kondo, Atsumu Kouketsu, Yoshihiro Yamashita

Division of Oral nad Maxillofacial Surgery, Department of Medicine of Sensory and Motor Organs, Faculty of 
Medicine, University of Miyazaki

【緒言】
　外傷や疾患に起因する下顎欠損は，審美性や機能性の低下により QOL の低下を招く．そのため下
顎再建や 合再建が必要となるが下顎再建には多くの手法がありその選択は各施設様々である．粘膜
欠損の少ない下顎欠損に対しては再建法として血管柄付き腸骨移植を当科では第一に選択する．その
理由としては，下顎骨形態に類似していることと十分な骨量を採取することが可能であるため， 合
再建がしやすいという利点があるからである．当科において血管柄付き腸骨移植による下顎再建，
合再建を施行した症例について報告する．

【対象と方法】
　当科にて 2015 年 4 月～ 2017 年 3 月の期間に血管柄付き腸骨移植による下顎再建， 合再建を施行
した症例は５症例で，男性 3 名，女性 2 名，平均年齢 66.6 歳であった．顎欠損となった原疾患は悪性
腫瘍 3 症例，良性腫瘍 2 症例だった．全症例切除同時再建であった．

【結果】
　皮弁は 4 症例で生着したが，1 症例は生着不良であった．4 症例中 2 症例は 2 期的に広範囲顎欠損
支持型装置埋入術を施行しその後インプラント補綴，その他の 2 症例は安定した義歯にて 合再建し
た．

【考察】
　血管柄付き腸骨による下顎再建は，十分な骨量を採取することが可能なため 合再建しやすく全症
例で 合再建することができた．腸骨による再建は歯槽突起に似た形態を付与することができるため
安定した義歯を作成することが可能であり，インプラント補綴も難渋することなく施行できるため下
顎再建に適した再建法である．

[Introduction] We report occlusal rehabilitation using vascularized iliac bone transplantation for mandibular 
defects. [Subjects and Methods] There were 5 cases of mandibular reconstruction and occlusal rehabilitation 
performed by vascularized iliac bone graft between April 2015 and March 2017 in our department. All cases 
were resected at the same time. [Results] The fl ap survived in 4 cases. Two of the four cases received implant 
placement in two phases, and the other two cases were occlusal reconstructed with stable dentures. [Consideration] 
Mandibular reconstruction with vascularized iliac bone could be occlusal rehabilitation in all cases.
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P-8　下顎前歯部顎骨再建後にインプラントによる即時修復治療を行った１症例

〇横田　潤1，島崎伸子1，高橋敏幸1，畠山　航1，小野寺　慧2，鬼原英道1，近藤尚知1

1 岩手医科大学歯学部　補綴・インプラント学講座　補綴・インプラント学分野
2 岩手医科大学歯学部　口腔顎顔面再建学講座　口腔外科学分野

 A case of immediate dental implant restoration after alveolar ridge augmentation in anterior mandibular

〇Jun YOKOTA1, Nobuko SHIMAZAKI1, Toshiyuki TAKAHASHI1, Wataru HATAKEYAMA1, 
　 Kei ONODERA2, Hidemichi KIHARA1, Hisatomo KONDO1

1 Department of Prosthodontics and Oral Implantology, School of Dentistry, Iwate Medical University
2 Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Department of Reconstructive Oral and Maxillofacial Surgery, 
School of Dentistry, Iwate Medical University

　広範囲に及ぶ顎骨欠損に対する顎顔面補綴治療において，現在では様 な々顎骨再建術が施行され，さらに
インプラントを用いた予知性の高い治療が応用されている．今回，下顎骨再建術に対してインプラン即時修復治
療を適用し，良好な結果を得ることができたのでここに報告する．
　患者は20歳男性．エナメル上皮癌のため本学口腔外科にて 1-5 相当部へ下顎骨辺縁切除術を施行．術後，
歯の欠損による審美不良ならびに咀嚼困難を主訴に本学附属病院歯科医療センター・口腔インプラント科を受
診した．残存歯数は23， 合支持はEichenr 分類のB1で開 であった．インプラントによる補綴治療に先立
ち，本学口腔外科にてDICOMデータより作製した3D 顎骨模型を用いて，カスタムチタンメッシュトレーを成形． 
2018 年 2月，カスタムトレーを用いて腸骨による下顎骨再建術を施行．同年 5月同部位に遊離歯肉移植術を施
行した．その後，新たに製作した義歯をステントとしてCTスキャンによる診断後，サージカルガイドを用いたインプ
ラント即時修復治療を行うこととした．また事前にシミュレーションで予測していた歯冠外形を反映したプロビジョナ
ルレストレーションをテンポラリーアバットメントに固定する状態として歯列の形態を回復した．
　本症例では，インプラント治療に先立ち，骨移植量をシミュレーションしたことで下顎骨再建術による十分な骨
量が獲得され，理想的位置へインプラント体を埋入することが可能となった．また埋入前に十分なシミュレーション
を行うことでインプラントによる即時修復が可能となり，若年者の早期審美回復に有効な治療手段であることが示
唆された . 

We present a case of 20-year-old male patient with mandibular defect who received immediate dental implant 
restoration after alveolar ridge augmentation, who underwent marginal resection of the mandibular for enamel 
epithelial cancer. Before implant treatment, we performed mandibular reconstruction using iliac bone and 
titanium mesh custom tray. After healing, we diagnose by CT scan using newly denture as a stent, and treat 
immediate dental implant restoration using surgical guide. 
 It is suggested that digital simulation with 3-D imaging software is important for immediate dental implant 
restoration, and patient can received early aesthetical properties. 
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P-9　 Application of an occlusal ramp for mandibulectomy patients 
and its eff ect on mastication

○劉　熔光，服部麻里子，張　満金，隅田由香

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科　顎顔面補綴学分野

Application of an occlusal ramp for mandibulectomy patients and its eff ect on mastication

○Rongguang Liu, Mariko Hattori, Manjin Zhang, Yuka Sumita

Department of Maxillofacial Prosthetics，Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and 
Dental University (TMDU)

Purpose：For patients with the deviated mandibular that produces a masticatory dysfunction, an occlusal ramp is 
used in their maxillofacial rehabilitation. Occlusal ramp is usually attached to a mandibular denture or worn as an 
independent device placed on the palate corresponding to the mandibular that produces the off set. The purpose of 
this study was to investigate the eff ect of occlusal ramps for the functional rehabilitation.
Materials and Methods：Eight mandibulectomy patients who showed the deviation of the mandibular 
were participated. An occlusal ramp was fabricated for each patient as a maxillofacial prosthetic treatment. 
Masticatory performance was evaluated by measuring the glucose extraction during chewing of a gummy jelly. 
The test was performed before and after the treatment. Wilcoxon signed-rank test was performed as a statistical 
analysis.
Results： The median and the range of the masticatory performance score described as glucose concentration (mg/
dl) before treatment was 76.95 (33.30, 119.30) and the score after treatment was 123.30 (51.00, 183.30). Overall 
improvement was 46.35. The statistical analysis showed the signifi cant diff erence between the scores before and 
after the treatment (p = 0.012).
Conclusion：It was suggested that the maxillofacial prosthetic treatment using an occlusal ramp was eff ective 
for the recovery of masticatory function of the patients with mandibular deviation.
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P-10　 舌全摘後に補助装置付き下顎顎義歯と上顎床装置の併用で機能回復した
長期経過症例

〇島崎伸子1，武部　 純2，久保田将史1，松木康一1，鬼原英道1，近藤尚知1

1 岩手医科大学歯学部　補綴・インプラント学講座　補綴・インプラント学分野
2 愛知学院大学歯学部　有床義歯学講座

A case of long-term follow up after total glossectomy using mandibular prosthesis with supplemental 
equipment and status of maxillary appliance

〇Nobuko SHIMAZAKI1, Jun TAKEBE2, Masafumi KUBOTA1, Koichi MATSUKI1, 
Hidemichi KIHARA1,  Hisatomo KONDO1

1)  Department of Prosthodontics and Oral Implantology, School of Dentistry, Iwate Medical University
2)  Department of Removable Prosthodontics, School of Dentistry, Aichi Gakuin University

　顎顔面補綴症例では，補綴装置の安定が得られにくい上に，放射線治療の既往，唾液分泌量の減少
やプラークコントロールしにくい口腔内環境など残存組織の保全を困難にする要因を有することが多
い．したがって長期的機能維持のためには環境の変化への対応が求められる．今回，舌全摘術後に補
助床付き下顎顎義歯と上顎床装置を併用して機能回復を図った長期経過症例を経験したので報告す
る．
　患者は 66 歳女性．2002 年岩手医科大学附属病院にて口底部の腺様嚢胞癌の診断のもと，下顎骨区
域切除術，両側頸部郭清術，舌全摘術，遊離組織移植術とチタンプレートによる即時再建術を施行した．
術後の機能回復を目的に補綴科顎顔面補綴外来を受診した．残存歯は　7~1　1~7 ，7654　で，上下
顎右側残存歯で 合接触が認められた．そこで，下顎顎義歯とPAPを装着した．2007年，チタンプレー
ト除去術，腓骨による顎骨再建術施行後，食物の停留改善と咽頭への送り込み動作を目的とし，皮弁
上に義歯床を延長被覆した補助装置付き下顎顎義歯を装着した．舌全摘術後に舌と口蓋との接触が失
われたことにより，上下顎歯列弓の内側偏位を生じた．矯正歯科治療により歯列を改善した後に上顎
床装置を装着した．
　メンテナンスを継続していたが，上顎右側ブリッジ支台歯に重度の歯槽骨吸収を認めた．放射線治
療の既往があるため，ブリッジを除去し残根上義歯の形態で上顎床装置に増歯・増床修理を施したと
ころ，咀嚼機能の回復がみられ，患者自身の満足度が増加した．今後も状況の変化に対応しながらメ
ンテナンスを継続する予定である．

A 66-year-old female underwent a total glossectomy, mandibular segmentectomy and immediate reconstructive 
surgery due to a floor of the mouth carcinoma, and a mandibular prosthesis and PAP were placed.  After 
the mandibular reconstruction by fibula, a mandibular prosthesis with supplemental equipment and status of 
maxillary appliance were installed.  Six years later, the fi xed partial denture in the upper right molar portion was 
removed and the maxillary appliance was repaired.  The masticatory function and the satisfaction of the patient 
were improved.
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P-11　Clinical application of a new palatography method using abrasive paper

○ケリム サジダ ,  服部麻里子 , マハムド エルバシュティ , 隅田由香

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面補綴学分野

Clinical application of a new palatography method using abrasive paper

○Shajidan Kelimu, Mariko Hattori, Mahmoud Elbashti, Yuka Sumita

Department of Maxillofacial Prosthetics Graduate School of Medical and Dental Sciences
Tokyo Medical and Dental University (TMDU)

Introduction
Tongue resection is directly correlated with speech intelligibility. Examining tongue contact with the palate is 
an essential way to evaluate eff ectiveness of prosthetic treatment needed.  Palatogram as an image that obtained 
by tongue- palate contact aids prosthodontist to decide how much thickness of an oral prosthesis should be 
augmented, thereby to improve intelligible speech. Conventionally, irreversible hydrocolloid powder is most 
commonly used to visualize the tongue-palate contact. However, speaking with powder for elder patient or 
glossectomy patient may result in coughing or cause uncomfortable. Previous studies have concluded that 
abraded acrylic resin surfaces visualized the wet part from the dry part. This clinical report describes application 
of a palatography method using abrasive paper on a patient who had tongue defect. 
Clinical report
A 42-year-old man visited our maxillofacial prosthetics clinic with the chief complaint of diffi  culty in speech. 
The patient presented with speech and swallowing disorder after he had surgery because of trauma on his tongue. 
A palatal augmentation prostheses (PAP) was planned for his rehabilitation. A conventional impression was 
made using silicone impression material loaded on an individual tray. With the working cast, palatal plate with 
wire clasp was fi rstly fabricated and the tongue impression during function was made using a soft plate wax. The 
palatal plate with tongue impression was then sent to a dental technician and replaced by denture base acrylic. 
The surface was polished with abrasive paper and sent back to the clinic for the consultation. The abraded PAP 
was tried in the patient mouth and the patient was asked to pronounce /asa/, /ata/ and /aka/. Wet area showed 
phonetic contact of tongue with the palate which indicates palatogram. The PAP was adjusted according to the 
palatogram and sent to the technician to finalize the polishing. The finalized palatogram was inserted to the 
patient and he was satisfi ed with the function.
Discussion and conclusion
Examination of tongue-palate contact is necessary for glossectomy patients to evaluate patients’ speech activity. 
This clinical report presented successful application of the abraded surface to visualize the palatogram. A safe 
and ease of use is the advantage of this method. In conclusion, denture surface using sandpaper can perform 
visible color change by wetting and can be applied as a new method for palatogram.
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P-12　左側舌癌術後に舌接触補助床を適用し機能回復を図った1症例

〇村瀬　舞 , 谷　皇子 , 隅田由香

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科　顎顔面補綴学分野

Department of Maxillofacial Prosthetics，
Graduate School of Medical and Dental Sciences，Tokyo Medical and Dental University (TMDU)

໐Mai Murase, Hiroko Tani, Yuka Sumita

Department of Maxillofacial Prosthetics, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and 
Dental University (TMDU)

　舌癌治療の為に舌切除術を施行後，実質欠損や運動障害が生じ，嚥下機能障害や構音障害を引き起
こすことは広く知られている．舌と口蓋の接触不良により嚥下圧が低下し，また適切な構音点・構音
様式を確保できなくなることが主な原因であると考えられ，舌接触補助装置（PAP）を用いた機能回
復が図られる．
　今回我々は，舌癌術後に摂食・嚥下障害及び発音機能障害を生じた患者へ PAP および下顎総義歯
を装着することによって機能回復を図り，発音機能評価および舌圧測定を行い，舌接触補助床の治療
効果を評価した 1 症例について報告する．
　患者は初診時年齢 70 歳，男性，左側舌癌（T4N1M0），他大学病院にて 2015 年 8 月可動部舌亜全
摘術，左側頸部郭清術，遊離腹直筋皮弁による再建，気管切開，喉頭挙上術を施行した．術後創部良
好に経過し，同年 12 月当科へ補綴依頼があった．2016 年 1 月より下顎総義歯製作を開始し 2 月に装
着後，義歯による潰瘍がなく義歯使用が問題なく行えることを確認し，PAP 製作を開始し同年 9 月に
PAP 装着した．言語聴覚士（ST）による言語訓練は 4 月より開始し PAP 製作は適正な形態を付与す
るため ST 評価を反映し形態を決定し，PAP 装着後はその評価を依頼した．2017 年 10 月より歯科衛
生士による口腔衛生指導を開始し，Plaque control record の改善が認められている．
　機能評価として発語明瞭度検査および舌圧測定を用い機能評価を行い，PAP による治療効果を計測
した．今後も機能訓練の継続および PAP や総義歯の調整を行っていく必要があると考えられた．

Patients with tongue cancer are usually treated with surgery and radiotherapy, administered alone or in 
combination，as a result diffi  culties with speech, mastication and swallowing are also produced.
The aim of this case report is to evaluate the functions of the patient wearing PAP and lower full denture.
A 70-year-old male patient with left side carcinoma of tongue had received left side subtotal glossectomy, left 
side neck dissection, reconstructed with a recto-abdominal myocutaneous free fl ap after glossectomy. 
Evaluation of speech intelligibility test and measurement of tongue pressure after wearing the denture revealed 
the usefulness of the denture.
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P-13　舌切除に伴う構音・摂食嚥下障害をチームアプローチにより改善した
　　　　1症例
〇泉田一賢 1,2，岩崎さや香3，小山重人 1,2，佐藤奈央子 1,2，互野　亮 1,2，加藤健吾4，香取幸夫4，
　佐々木啓一1

1 東北大学大学院歯学研究科　口腔システム補綴学分野
2 東北大学病院　顎口腔再建治療部 
3 東北大学病院リハビリテーション部
4 東北大学大学院医学研究科　耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野

A team approach to improvement of dysarthria and dysphagia associated with glossectomy

○Kuniyuki Izumita1,2, Sayaka Iwasaki3, Shigeto Koyama1,2, Naoko Sato1,2, Ryo Tagaino1,2, Kengo Kato4, 
　Yukio Katori4, Keiichi Sasaki1

1)  Division of Advanced Prosthetic Dentistry, Tohoku University Graduate School of Dentistry
2)  Tohoku University Hospital Maxillofacial Prosthetics Clinic
3)  Department of Rehabilitation, Tohoku University Hospital
4)  Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, Tohoku University Graduate School of Medicine

緒言
　当院摂食嚥下治療センターでは，頭頸部腫瘍の摂食嚥下障害患者に対し口腔機能評価，VE，VF を
実施し，多職種連携のもと多角的評価・加療を行っている．今回は舌亜全摘を行った患者に対し，言
語聴覚士による摂食機能療法を実施しつつ，補綴歯科的介入として舌接触補助床（PAP）を装着し構
音および口腔機能改善を図った症例について報告する．
症例概要
　35 歳男性，舌形態異常を主訴に 2018 年 7 月，当院耳鼻咽喉・頭頸部外科，歯科顎口腔外科を受診．
舌癌の診断のもと舌亜全摘，両側頸部郭清，遊離前外側大腿皮弁再建術が施行され，術後の構音およ
び口腔期障害の改善を目的として 2019 年 1 月当科紹介となった．VE，VF では咽頭期障害は認めな
いが，RSST2 回，舌圧 2.0kPa で再建舌と口蓋の接触不良，送り込みが困難であり，構音検査結果で
は発語明瞭度 3，カ行・タ行での構音障害を認めた．
診断と治療方針
　診断は舌欠損による構音・嚥下障害である．直接訓練を含む摂食機能療法を実施しつつ，口蓋床
型 PAP を製作し機能回復を図る方針とした．嚥下運動とパラトグラムを形成用タスクとして使用し
PAP 概形を決定，機能的形態付与を目的として，言語聴覚士による構音検査の協力のもと PAP 形態
修正を行った．
経過と考察
　PAP 装着後，RSST5 回，舌圧 10kPa，発語明瞭度 2 へ改善した．PAP 装着により舌機能時の体積
と可動範囲の不足が代償され，さらには舌機能の賦活化により構音，口腔機能が改善されたと察され
る．機能的PAPの装着と機能改善に対するチームアプローチの重要性が再確認された1症例であった．

Tohoku University Hospital provides a comprehensive approach under multi-occupational cooperation for 
treatment of patients with dysarthria and dysphagia. In this case, a patient who underwent subtotal glossectomy and 
applied the palatal augmentation prosthesis as a prosthodontic approach to improve dysarthria and swallowing 
function while performing a dysphagia rehabilitation by speech therapist. RSST, tongue pressure and speech 
intelligibility were improved with postoperative PAP application and rehabilitation. Team approach including 
the prosthetic approach with PAP for patients with dysarthria and dysphagia after tongue cancer surgery has high 
clinical eff ectiveness. 
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P-14　頭頸部腫瘍患者に対する歯科衛生士による摂食機能療法の効果

〇佐藤由美子1, 石井京子1, 安島史子1, 渡部千代1, 小関健由1, 泉田一賢2, 水戸武彦2, 佐藤奈央子2,
　小山重人2, 佐々木啓一3

1 東北大学病院　診療技術部　歯科衛生室
2 東北大学病院　顎口腔再建治療部
3 東北大学大学院歯学研究科　口腔システム補綴学分野

Eff ects of dysphagia rehabilitation supported by dental hygienists for patients with head and neck tumors

〇Yumiko SATO1, Kyoko ISHII1,Fumiko AJIMA1, Chiyo WATANABE1, Takeyoshi KOSEKI1,
Kuniyuki IZUMITA2, Takehiko MITO2, Naoko SATO2, Shigeto KOYAMA2, Keiichi SASAKI3

1) Tohoku University Hospital, Dental Hygienist’s Offi  ce
2) Tohoku University Hospital, Maxillofacial Prosthetics Clinic
3) Division of Advanced Prosthetic Dentistry, Tohoku University Graduate School of Dentistry

【緒言】
　東北大学病院摂食嚥下治療センターでは，頭頸部腫瘍，神経筋疾患症例等の摂食嚥下障害患者に対
し，口腔機能診査，嚥下内視鏡検査，嚥下造影検査を実施し，医師，歯科医師，看護師，言語聴覚士
および歯科衛生士などが連携を図り，多角的な診査，評価，加療を行っている．現状では歯科外来は，
主に顎顔面口腔再建治療部が担っているため，頭頸部腫瘍の患者に対して必要に応じて術後に顎補綴
治療が行われる．その場合，顎義歯や舌接触補助床をより効果的に使用するためには十分な開口と舌・
口腔周囲筋の機能の維持回復，口腔保清が必須である．そこで今回，顎補綴治療に加えて歯科衛生士
による摂食機能療法を実施した症例を評価し，口腔衛生管理や嚥下体操などの口腔支援を行うことの
重要性について検討した．

【対象・方法】
　頭頸部腫瘍術後の補綴装置装着予定患者 11 名を対象とし，補綴装置装着までの期間に歯科衛生士
が摂食機能療法を実施した．摂食機能療法としては，嚥下体操指導，負荷をかけての開口訓練，口腔
ケアおよび頬粘膜ストレッチである．

【結果】
　歯科衛生士の支援による摂食機能療法と患者自身による毎日の継続的なトレーニングによる口腔リ
ハビリテーションが行われることにより，開口量増加などの口腔機能改善効果がみられた．

【考察・結論】
　頭頸部腫瘍術後の患者に対して，摂食機能療法を実施することで，患者自身の継続的なトレーニン
グの重要性を意識付けすることができ，口腔機能改善の効果が期待できる．多様な背景を持つ嚥下障
害患者個々の状況に合わせた口腔支援を実施するためには，専門的な歯科衛生士の関与が望ましい．

Tohoku University Hospital provides a multidisciplinary approach for the assessment and treatment of patients 
with dysphagia. This study aimed to assess eff ects of dysphagia rehabilitation by dental hygienists for patients 
with head and neck tumors. 
Masticatory and swallowing functions of the 11 post-treatment patients were evaluated. Dysphagia rehabilitation 
such as swallowing exercise instruction, mouth opening training, oral care and buccal mucosa stretching 
was applied to the patients by dental hygienists until the timing at maxillofacial prostheses placement. The 
oral functions were improved by the dysphagia rehabilitation supported by the dental hygienist and the daily 
continuous training by the patients themselves.
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第24回教育研修会

『保険制度の中での，顎顔面補綴関連の
　　　　　　　　　　 治療および検査方法を学ぶ』

１．「歯科保健医療を取り巻く状況と顎顔面補綴関連の保険収載」　　　
講　師：小嶺　祐子 先生（厚生労働省医政局歯科保健課）

２．「顎顔面補綴関連の保険収載項目の実際 －病名，算定に関しての注意点－」　　　
講　師：吉岡　文 先生（愛知学院大学歯学部有床義歯学講座）

３．「口腔機能低下症の検査の手順および算定方法」　　　　
講　師：石崎　憲 先生（東京歯科大学　老年歯科補綴学講座）

座　長：山下　善弘 先生（宮崎大学医学部　感覚運動医学講座顎顔面口腔外科学分野）
隅田　由香 先生（東京医科歯科大学（TMDU）大学院医歯学総合研究科顎顔面補綴学分野）
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東京医科歯科大学（TMDU）大学院医歯学総合研究科顎顔面補綴学分野
隅田　由香

Department of Maxillofacial Prosthetics, Graduate School, Tokyo Medical 
and Dental University （TMDU）
SUMITA Yuka 

宮崎大学医学部　感覚運動医学講座顎顔面口腔外科学分野
山下　善弘

Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Department of Medicine of 
Sensory and Motor Organs, Faculty of Medicine, University of Miyazaki
YAMASHITA Yoshihiro

『保険制度の中での，顎顔面補綴関連の治療および検査方法を学ぶ』
Learn about the Maxillofacial Prosthetic Treatment and the way of evaluation 
among the JAPANESE Social Insurance System.

　顎顔面補綴治療の対象症例に施される外科手術，化学療法，放射線療法などのバリエーション豊かな加療
内容は，硬組織のみならず軟組織の形態変化を引き起こし，機能障害を後遺する．機能回復を目的とする顎顔
面補綴治療の臨床現場では，各種機能検査法から適切な検査を選択し，その検査結果を参考に，適切な顎
顔面補綴装置を選択し，製作調整を行うことが求められる．　
　本教育講演では，日常臨床にてご尽力いただいている会員の先生方に ,これらの検査を含む診療行為に対
する保険請求を確実に実施していただくことを目的として，これまで本学会から申請してきた保険改定申請の意
見書申請の背景と内容を座長よりご説明申しあげた後に，それぞれの分野の先生がたからのお話しを頂戴する．
　まず小嶺祐子先生からは，「歯科保健医療を取り巻く状況と顎顔面補綴関連の保険収載」と題し，厚生労
働省サイドからみた今後の顎顔面補綴治療の在り方を，診療報酬改定の意図や背景のご説明とともに御指南い
ただく．次に吉岡　文先生からは，「顎顔面補綴関連の保険収載項目の実際―病名，算定に関しての注意点―」
と題し，顎顔面補綴診療報酬請求の手順について注意点を含めてご説明頂く．さらに石崎　憲先生から，「口
腔機能低下症の検査の手順および算定方法と題し」，顎顔面補綴患者にも汎用できる口腔機能低下症に関す
る検査を中心とした各種検査について，病名の付け方から実際の検査における注意点を含めご説明頂く．
　厚生労働省が今，本邦での保健医療が目指そうとしている流れを理解したうえで，保険診療範囲内での基本
治療手順および算定方法，種々の検査の手順および算定方法をご確認いただき，日々 の現場で奮闘，ご尽力下
さっている学会員のすべての先生がたに，取りこぼしなく正当な診療報酬を得ていただくことを願っている．
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座長　山下　義弘
略　歴
平成  5 年 3 月　九州歯科大学　歯学部　歯学科大学卒業
平成  5 年 4 月　九州歯科大学　口腔顎顔面外科学講座　生態機能再建学分野（旧　第２口腔外科）　助手
平成 14 年 4 月　オーストリア共和国　グラーツ大学　口腔顎顔面外科学講座 留学
平成 17 年 5 月　九州歯科大学　口腔顎顔面外科学講座　生態機能再建学分野（旧　第２口腔外科）　講師
平成 20 年 7 月　九州歯科大学　口腔顎顔面外科学講座　生態機能再建学分野（旧　第２口腔外科）　准教授
平成 23 年 9 月　福岡歯科大学　口腔顎顔面外科学講座　口腔腫瘍学分野　准教授
平成 25 年 7 月　宮崎大学医学部　感覚運動医学講座顎顔面口腔外科学分野　准教授
平成 27 年 4 月　宮崎大学医学部　感覚運動医学講座顎顔面口腔外科学分野　教授  

現在に至る

座長　隅田　由香
略　歴
平成  9 年 3 月　日本歯科大学卒業
平成 13 年 3 月　東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面補綴学専攻修了　
平成 13 年 4 月　東京医科歯科大学歯学部附属病院　顎義歯外来　医員
平成 15 年 4 月　東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科　顎顔面補綴学分野　助手
平成 17 年 4 月　東京医科歯科大学（TMDU）大学院医歯学総合研究科　顎顔面補綴学分野　講師
平成 30 年 4 月　東京医科歯科大学（TMDU）歯学部附属病院
　　　　　　　　顎義歯外来診療科長および言語治療外来診療科長　併任

現在に至る
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厚生労働省医政局歯科保健課
小嶺　祐子

『歯科保健医療を取り巻く状況と
顎顔面補綴関連の保険収載』

The Environment Surrounding in Oral Health and the circumstance of Medical 
Insurance covering Maxillofacial Prosthoetics

Dental health Division, Health Policy Bereau, Ministry of Health, Labour and Welfare
Yuko Komine

　高齢社会の進展による患者像の変化や生活環境の多様化により，歯科疾患の疾病構造や治療内容は変化
している．医療提供体制や歯科保健医療を取り巻く環境の変化等をふまえ，平成 29 年 12月に「歯科医師の
資質向上等に関する検討会」において中間報告書として「歯科保健医療ビジョン」をとりまとめ，地域包括ケ
アシステムの中で歯科医療機関が医療や介護に関わる関係機関等との連携の必要性を示している．
　平成 30 年度診療報酬改定は，いわゆる団塊の世代が 75 歳以上となる2025 年とそれ以降の社会・経済の
変化や技術革新への対応に向けて，質が高く効率的な医療提供体制の整備とともに，新しいニーズにも対応で
きる質の高い医療の実現を目指して行われた．
　近年の歯科の診療報酬改定においては，歯の形態回復を主体とした歯科治療だけではなく，全身的な疾患
や患者の生活状況などもふまえ，地域の医療・介護・福祉等の関係者と連携しながら患者個々の状態に応じた
口腔機能の維持・回復（又は回復）の必要性が増加すると考え，改定を行ってきており，平成 30 年度診療報
酬改定では，より明確化したところである．
　このような背景のもとに顎顔面補綴に関連する評価についても，日本顎顔面補綴学会からの医療技術評価提
案に基づき，密封小線源治療を行う際の装置やオクルーザルランプを付与した口腔内装置に対する新規技術の
評価を新設するとともに，併せて印象採得， 合採得等の関連する診療報酬項目の見直しを行った．本日は，こ
れらが保険収載に至った経緯等についてお話させていただきたいと思う．

略　歴
平成 12 年　東北大学歯学部卒業
平成 18 年　東北大学大学院歯学研究科博士課程修了
平成 20 年　東北大学大学院歯学研究科加齢歯科学分野助教
平成 23 年　厚生労働省関東信越厚生局健康福祉部医事課　
平成 24 年　厚生労働省保険局医療課医療指導監査室
平成 24 年　厚生労働省老健局老人保健課
平成 25 年　厚生労働省東北厚生局健康福祉部医事課　
平成 27 年　厚生労働省保険局医療課　　
平成 30 年　厚生労働省医政局歯科保健課　課長補佐　（現職）
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愛知学院大学歯学部有床義歯学講座
吉岡　文

『顎顔面補綴関連の保険収載項目の実際
―病名，算定に関しての注意点―』

Instruction for Health Insurance calculating method in relation 
to maxillofacial prosthetics

Department of Removable Prosthodontics, School of Dentistry, Aichi Gakuin University
Fumi Yoshioka

　近年の診療報酬改定においては，顎顔面補綴に関連する新規保険収載や補綴歯科医療関連技術の改正
が行われている．特に顎顔面補綴に関しては，算定方法が複雑な点もあり，更に症例が多岐にわたっていること
により，適切に算定することが困難であることも拝察する．本講演では学会会員および地域で顎顔面補綴歯科
医療に従事する一般臨床家の方々に，適切な術式，適応症の判断，評価法とともに，病名のつけ方や算定方
法について再確認・習得していただくことを目的とする．具体的には，「術後即時顎補綴装置を含めた上顎の顎
補綴治療の一連の流れ」，「オクルーザルランプを含めた下顎の顎補綴治療の一連の流れ」，「顎顔面補綴に関
連する口腔内装置（PAP, オブチュレータ，放射線治療補助装置など）」を解説する．
　上顎の顎補綴治療に関しては，平成 28 年度に術後即時顎補綴装置が新規保険収載に至った．これにより，
術前の欠損病名のない状態においても顎補綴装置の算定が可能となった．また，平成 30 年度の診療報酬改
定では，上顎の顎義歯製作についても点数の改定等があった．下顎の顎補綴治療に関しては，平成 30 年度に
オクルーザルランプが新規保険収載に至り，下顎欠損による顎偏位症例に対し，上顎に装着するオクルーザルラ
ンプに関しても算定が可能となった．また口腔内装置は平成 30 年度に床副子から改称され製作法，材料，形
態により分類された．
　顎顔面補綴に関連するこれらの保険収載項目について，日常の臨床でも滞りなく算定できるように，基本的な
術式も踏まえて解説する．会員の先生方の明日からの臨床の一助となれば幸甚である．

略　歴
平成 12 年　東北大学歯学部卒業
平成 16 年　東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科修了（顎顔面補綴学分野）
平成 16 －平成 17 年　東京医科歯科大学歯学部附属病院顎義歯外来医員
平成 17 －平成 18 年　米国イリノイ州立大学シカゴ校医学部附属病院　顎顔面補綴フェロー
平成 19 年　愛知学院大学歯学部歯科補綴学第一（現　有床義歯学）講座　非常勤講師
平成 22 年　愛知学院大学歯学部有床義歯学講座　講師
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東京歯科大学　老年歯科補綴学講座
石崎　憲

『口腔機能低下症の検査の手順および算定方法』
The procedure of functional test and medical fee of oral hypofunction

Department of Removable Prosthodontics & Gerodontology, Tokyo Dental College
Ken Ishizaki

　歯科医療，特に補綴治療の目的は，何らかの原因により損なわれたものを形態的に修復することにより失われ
た口腔機能を回復し，患者の健康維持・増進を図ることである．従来のこの機能障害に対する歯科医療の流れ
に加え，近年，フレイルという概念がその予防を国民に啓発するために大きく取り上げられるようになり，歯科領域
においても口腔機能の低下とそれに続く低栄養という流れが注目されるようになった．この背景を受け，日本老年
歯科医学会は2013 年にワークショップ「高齢者の口腔機能低下を病名にできるか？」を開催，2016 年には「高
齢期における口腔機能低下症－学会見解論文 2016 年度版－」を発表した．時期を同じくして日本歯科医師会
と日本歯科医学会では新病名の候補の1 つとして「口腔機能低下症」が検討され，2018 年この動きを汲み取
るように「口腔機能発達不全症」とともに保険導入に至った．
　口腔機能低下症の保険導入により，歯科医療関係者が国民の歯や歯周組織だけでなく，口腔機能まで詳細
に目を向けてそれを管理，指導することが保険算定上で可能になった．具体的には，口腔内の微生物の増加，
口腔乾燥， 合力の低下，舌や口唇の運動機能の低下，舌の筋力低下，咀嚼や嚥下機能の低下，以上 7 つ
の症状のうち３つ以上該当すれば，口腔機能低下症と診断され，管理計画書を作成し，管理指導を実施，その
内容を記録し口腔機能管理加算の算定に至る．術後の甚大な口腔機能障害に対する顎顔面補綴治療におい
ても，診断，補綴治療効果の確認の際，様々な機能検査が行われていると思われる．口腔機能低下症の診断
のための機能検査と重複するものも多いであろう．本シンポジウムでは対象，検査法，診断，管理計画書の記載
法に加え，正しい保険算定法を解説する．

略　歴
平成  5 年　東京歯科大学卒業
平成  5 年　東京歯科大学歯科補綴学第一講座　特別研究生
平成  6 年　東京歯科大学歯科補綴学第一講座　病院助手
平成  7 年　東京歯科大学歯科補綴学第一講座　助手
平成 16 年　東京歯科大学歯科補綴学第一講座　講師
平成 21 － 23 年　カルフォルニア大学歯学部補綴科へ研究留学
平成 25 年　東京歯科大学有床義歯補綴学講座（現老年歯科補綴学講座）准教授
平成 23 － 26 年　東京歯科大学　千葉歯科医療センター，市川総合病院，水道橋病院顎顔面補綴専門外来長
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認定医ケースプレゼンテーション

吉　　志元 先生（東京医科歯科大学（ＴＭＤＵ）大学院顎顔面補綴学分野）

高阪　貴之 先生（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）

上條　真吾 先生（東京医科歯科大学　口腔基礎工学分野）

座　長：山森　徹雄 先生（奥羽大学歯学部歯科補綴学講座有床義歯学）
井原　功一郎 先生（国立病院機構　嬉野医療センター　歯科口腔外科）
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東京医科歯科大学（ＴＭＤＵ）大学院顎顔面補綴学分野

吉　志元

顎顔面補綴学に関連する領域の疾患の診断及び治療記録

１． 腫瘍手術の影響により顎位が後退した患者に対しオクルーザルランプ
で対応した症例

患　者（イニシャル）：A . I　　男　　昭和 20 年 12 月 12 日  生
初　診：平成 28 年 2 月 23 日
診断名：左側上顎欠損， 左側下顎欠損， 上顎７６５｜５６７　下顎７６｜３４５６７ＭＴ

【治療内容】
　2016 年２月， 上顎顎義歯が擦れて痛いとのことで当外来初診．他院にて 1998 年に中咽頭癌に対し，
化学放射線治療が施行された．その後，他院及び当院にて 1999 年～ 2013 年の間に，左舌部分切除，
左側上顎部分切除，頚部郭清，左下顎半側切除，腹直筋皮弁移植，術後照射 20Ｇｙが施行された．
　ＭＴ欠損，左側上顎骨欠損，左側下顎骨欠損，左舌欠損を有している他，左側下顎骨の顎関節との
連続性が失われており，顎位の後退も認められた．
　各種欠損と顎位の後退に対し，2016 年 5 月に上下顎義歯を新製し，上顎顎義歯にはオクルーザルラ
ンプを付与することで，顎位の回復と義歯の安定化が得られた．

【経　　過】
　義歯を新製してから調整を進める内に，食事可能なものが増えたと，患者より会話があった．グミ
を用いた咀嚼機能検査では良好な結果は得られなかったが， 食品アンケート及び UW-QOL を実施し
たところ， 顎義歯の使用に関し， 満足をしている旨の回答を得られた．2017 年２月に左側舌に癌が再
発し，左側舌切徐と遊離前腕皮弁による再建が行われた．下顎顎義歯の使用は一旦中止し，経過観察
中となっている．下顎顎義歯が使用できなくなったことで， 噛めるものは減ったとのことだが， 上顎
顎義歯のオクルーザルランプにより顎位の安定性は保たれており，発音や流 ，顔貌の改善も保たれ
ている．

【考　　察】
　腫瘍により，上下顎を手術しているため，上下顎に顎義歯を製作した症例だった．
　顎義歯の安定を得るには，後退した顎位に対応をする必要があったため，上顎顎義歯にオクルーザ
ルランプを付与し， 合接触部位を増やした．現在，下顎顎義歯が使用できない状態ではあるが，オ
クルーザルランプと残存歯が接触している状態は保たれているため， 顎位の安定が維持できているも
のと考えられる．
　腫瘍の再発と手術を繰り返している既往があり，下顎義歯の使用再開は未定であるため，残存歯へ
の 合負担過多とならないよう，細心の注意をする必要があるだろう．
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２． 脳 塞の既往がある舌再建された下顎無歯顎患者に対しピエゾグラフィー
法と舌接触補助床を応用した症例

患　者（イニシャル）：I . O　　男　　昭和 27 年 2 月 10 日  生
初　診：平成 27 年 4 月 14 日
診断名：口腔底癌術後， 上顎６５４３２１｜１２３４５６７ 下顎７６５４３２１｜１２３４５６７ＭＴ

【治療内容】
　2016 年 3 月，他院口腔外科より補綴治療依頼にて当外来初診．他院にて 2014 年 7 月に右側舌半側
切除及び右浅腸骨回旋動脈穿通枝皮弁（SCIP 皮弁）再建，両側頚部郭清術が施行された．同月に皮
弁壊死のため，前外側大腿皮弁（ALT 皮弁）による再再建術，9 ～ 10 月に 66Gy/33fr の放射線治療
が施行された．
　広範囲に及ぶ舌の皮弁再建がされており，下顎のデンチャースペースが著しく変化していたため，
ピエゾグラフィー法を用いて下顎義歯の形態を決定した．脳 塞の既往と舌手術により舌運動状態が
悪かったため，舌接触補助床（PAP）にて摂食嚥下機能障害に対応した．

【経　　過】
　上下顎義歯の 合関係は良好で，義歯の動揺も安定していた．来院時の口腔内チェックで， 舌背と
PAP に食査が残留していることが見られたため，嚥下機能改善のために PAP 形態の厚みをさらに持
たせるため常温重合レジン材料の添加を行い，パラトグラムを応用して PAP の調整を行った．PAP
調整後は， 食査残留が減少傾向となり， 患者自身より義歯の使用時間が増やせたと，お話しがあった．
　現在も，義歯と PAP の調整を行い経過観察中である．

【考　　察】
　舌手術により下顎デンチャースペースが大きく変化していた症例だった．ピエゾグラフィー法によ
り患者固有のデンチャースペース記録し義歯形態へ反映させることで， 下顎義歯による舌運動の障害
が軽減できたと考えられる．下顎義歯が安定したことにより，上顎義歯との 合関係も安定し，PAP
形態の付与や調整にも有利に働いたと思われる．
　PAP 形態の調整については， 誤嚥リスクが高いため， パラトグラムや空嚥下を主に用いた．嚥下と
発音を両立させた PAP 形態を付与することが望ましいが，今回は嚥下機能の改善を優先して行った．
舌運動のリハビリテーションと並行して， 今後も適切な PAP 形態の調整を目指す必要があるだろう．
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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

高阪　貴之

顎顔面補綴学に関連する領域の疾患の診断及び治療記録

１． 舌亜全摘に伴う摂食・嚥下障害に対して， 舌接触補助床を用いた症例

患　者（イニシャル）：M .T　　男　　昭和 24 年 3 月 17 日  生
初　診：平成 27 年 4 月 22 日
診断名：舌亜全摘に伴う摂食・嚥下障害

【治療内容】
　左側舌癌の診断の元，平成 26 年 10 月に舌亜全摘および腹直筋皮弁再建術を施行し，その後他院に
て上下顎総義歯製作を行ったが安定が得られず，当科受診した．これに対して，舌接触補助床を用い
た補綴治療による機能的回復を治療目標とした．上顎現義歯を舌接触補助床として使用する目的で口
蓋形態を修正し，下顎義歯の形態修正， 合調整およびリラインを行ったところ， 咀嚼障害， 構音障
害に改善は認められたものの，嚥下障害は改善されなかった．そこで現義歯は会話用として使用し， 
上顎現義歯のコピーデンチャーを用いて，排列位置， 外形については現義歯に準じ，口蓋形態をさら
に修正した食事用の舌接触補助床を製作した．

【経　　過】
　現在，装着より 3 年 3 カ月が経過しているが，会話用，食事用の舌接触補助床ともに問題なく使用
できている．２年６カ月経過時に会話用，食事用の舌接触補助床ともに維持の低下を訴えられたため， 
直接法にてリラインを行ったが， その後問題なく経過している．初診時に行った食品アンケートでは
トウフ， プリンしか食べられなかったが， 装着後３年経過時にはごはんやうどん，柔らかいステーキ
も工夫すれば食べられると回答した．また， 初診時に行った検査用グミゼリーを用いた咀嚼能率検査
ではスコア 0 であったのに対し， 装着後 3 年経過時に行った同検査ではスコア 4 であった．現在は 3
カ月に 1 度，義歯のメインテナンスを行っている．

【考　　察】
　舌接触補助床が適応されるのは，外科的切除や運動障害を原因とした著しい舌の機能障害を有し構音障
害や摂食・嚥下障害を生じた患者である．その中で，舌の機能が著しく低下した症例においては， 構音障害，
嚥下障害に対して一つの口蓋形態で対応することが困難な場合がある．これに対し本症例では，会話用の他
に食事用の舌接触補助床を新たに製作し， 用途によって使い分けることで対応した．その結果， 主観的， 客観
的評価ともに改善を示したことから， 良好な経過が得られ患者の満足度へつながったと考えられ， 本症例のよう
に用途別に舌接触補助床を製作することは有用であると考えられる．
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２． 上顎骨欠損に伴う咀嚼障害に対して， 顎義歯を用いた症例

患　者（イニシャル）：T . S　　女　　昭和 8 年 10 月 28 日  生
初　診：平成 25 年 5 月 23 日
診断名：上顎骨欠損患者における義歯不適合に伴う咀嚼障害

【治療内容】
　上顎前歯部歯肉癌の診断の元，平成 13 年 6 月に上顎骨部分切除術を施行した．当院にて上顎顎義
歯を製作したが，その後残存歯を喪失し無歯顎となり，調整と再製を繰り返した．体調を崩し平成 24
年以降しばらく通院が途絶えていたが，義歯不適合による咀嚼障害を訴えられ，平成 25 年 5 月に当
科受診した．概形印象を行い， 個人トレーを製作しインコンパウンドにて辺縁形成を行った後に， ア
ルジネート印象材にて最終印象採得を行った．その後 合床にて 合採得を行い，人工歯排列試適を
行った後に完成させた．栓塞子については，義歯の維持および把持を得るために，顎欠損部のアンダー
カット部を利用する形態とした．さらに義歯の辺縁封鎖を得るために， 口蓋前方部の顎欠損部辺縁に
ビーディング処理を施した．

【経　　過】
　義歯装着後に 3 回の調整を経て，リコールへと移行した． 装着より 5 年 4 カ月が経過しているが，
現在まで問題なく使用できている．義歯再製前は義歯安定剤を併用しないと義歯を使用できない状態
であったが，再製後は義歯安定剤を併用しなくても問題なく義歯を使用できるとのことだった．下顎
残存歯については， プラークコントロールは良好なものの歯石が沈着しやすく， 歯周ポケットが 4 ｍ
ｍ以上の部位も認められるため，3 カ月に 1 度のリコールを行い，残存歯の歯周および義歯のメイン
テナンスを行っている．

【考　　察】
　無歯顎者で上顎骨部分欠損となった場合は，辺縁封鎖を得ることができず，義歯を製作しても維持
安定不良となるケースが多い．その場合，義歯の維持安定を得る手段としてインプラント併用の顎義
歯製作が考えられる，しかし本症例の場合，全身疾患のリスクおよび患者の希望から，インプラント
治療は選択せず， 顎欠損部のアンダーカットおよび残存する顎堤を最大限に利用できるように顎義歯
の形態を工夫することで対応した．本症例のように， 残存歯およびインプラントが利用できない場合， 
残存する口腔組織を最大限に用いて顎義歯の安定を図ることで， 良好な経過が得られると考えられる．
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東京医科歯科大学 口腔基礎工学分野

上條　真吾

顎顔面補綴学に関連する領域の疾患の診断及び治療記録

１． 軟口蓋栓塞子を付与した上顎顎義歯を製作した１症例

患　者（イニシャル）：S .M　　女　　昭和 25 年 1 月 7 日  生
初　診：平成 23 年 4 月 18 日
診断名：右側軟口蓋欠損　両側上顎骨部分欠損　7 ～ 4 ｜ 5 ～ 7　欠損歯（残根上義歯）

【治療内容】
　2007 年 4 月　右側軟口蓋腫瘍摘出術施行（某大学医学部附属病院耳鼻咽喉科）
　　  7 ～ 9 月　放射線医科学研究所にて重粒子線治療
　2009 年 10 月　某大学医学部附属病院顎口腔外科初診　顎義歯装着
　2011 年 4 月　担当医の異動に伴い本学顎義歯外来初診　歯冠修復
　2014 年 4 月　7 ～ 4 ｜ 5 ～ 7　上顎顎義歯装着
   ～ 2015 年 11 月　顎義歯調整　顎義歯破折修理
　2016 年 8 月　7 ～ 4 ｜ 5 ～ 7　上顎顎義歯製作開始（担当開始）
　　　　  10 月　上顎顎義歯装着

【経　　過】
2016 年 10 月 17 日　発音良好，柔らかい食事を開始　咽頭部後方過圧部調整
　　　　10 月 31 日～ 2017 年 5 月 8 日　顎義歯調整
2017 年 6 月 5 日　21  前装冠脱離のため支台築造
　　　　7 月 31 日　21  前装冠装着　顎義歯調整
2018 年 1 月 15 日　4 義歯床部に破折線あり，顎義歯修理
　　　　2 月 19 日　4  ，5 月 28 日 32  増歯修理，ワイヤー付与
            7 月 9 日　顎義歯の前方部にスペースが増大したためリライン，調整
　　　　11 月 5 日　右側半側顔面麻痺の症状が現れる　開口量やや減少
2019 年 1 月 21 日　顎義歯調整　2 前装冠脱離，増歯修理

【考　　察】
　重粒子線治療の影響を考慮した症例であった．放射線による後遺障害，放射線骨壊死，粘膜の菲薄
化などへの対応が必要であり，義歯床粘膜面および辺縁形態は可及的に鋭利な凸部がないように製作
し，栓塞部の微調整，口腔湿潤剤の使用で対応した．患者は元々上下顎前歯の唇側傾斜を認め， 合
高径が低く，2018 年頃より上顎前歯補綴装置の脱離および下顎前歯部の突き上げによる上下顎唇側傾
斜がさらに顕著になってきた．そのため 合挙上を試みたが，患者自身，重粒子線治療後の 痛によ
り義歯を外していることが多く，結果的にその変化を止めることができなかった．栓塞部については
ダイナミック印象を行い，より適合の良い義歯を製作することができた．
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２． 右側上顎欠損に対する中空型上顎顎義歯を製作した1症例

患　者（イニシャル）：K . S　　男　　昭和 30 年 6 月 6 日  生
初　診：平成 23 年 6 月 13 日
診断名：右側上顎顎欠損　7 ～ 2　欠損歯

【治療内容】
1997 年 7 月　　鼻腔腫瘍摘出術施行（某大学医学部附属病院耳鼻咽喉科）
2005 年 12 月　　右側上顎部分切除術施行（同病院耳鼻咽喉科）
2006 年～ 2010 年　同病院顎口腔外科にて顎義歯装着調整
2011 年 6 月　　担当医の異動に伴い本学顎義歯外来初診　顎義歯調整
2011 年 7 月　　再発腫瘍切除術施行（某大学医学部附属病院耳鼻咽喉科）
　　　　　　　　当科にて顎義歯の調整
2015 年 5 月　　7 ～ 2　上顎顎義歯（中空型）製作開始，同年 8 月装着

【経　　過】
2015 年 8 月～ 12 月　顎義歯フィットチェック調整， 合チェック，良好
2016 年 2 月～ 12 月　顎義歯良好　中空体内部に変化なし，水の侵入なし
2017 年 3 月 13 日　　右眼窩内腫瘍再発，頭蓋底再建術．術後形態変化のため顎義
　　　　　　　　　 　歯を使用できなかった．中空型から天蓋開放型に修理，調整
　　　　5 月～ 12 月　栓塞部リライン，調整
2018 年 4 月 2 日　　近歯科医院にて  7  補綴のため，クラスプ除去． 67  双歯鉤修理
            5 月～ 9 月　 顎義歯フィットチェック調整，リライン
           10 月　　　　　右口唇が麻痺　口唇が閉じにくいため  32  部分を削除調整
2019 年 1 月 17 日　　顎義歯良好　口腔乾燥を認めた
            2 月 21 日　　皮弁の委縮を認めたため，顎義歯栓塞部を調整

【考　　察】
　旧義歯は顎義歯栓塞部の入り口が狭く，筒状で，義歯部まで可及的に軽量化したため奥に深く広が
る形態であった．そのため天蓋開放型の顎義歯にすると栓塞部内部の清掃が困難になることが予想さ
れた．そこで今回，栓塞部を中空型で製作し，その製作方法に工夫を施した．その結果，数年にわた
り中空体内部への液体などの侵入を防ぐことができ，良好な状態を維持できた．2017 年 3 月，右眼窩
内腫瘍再発による頭蓋底再建術が施工され，その術後形態変化のため中空型から天蓋開放型に修理し
た．また，歯冠補綴のため鋳造鉤追加修理を行ったが，適合， 合等に問題なく顎義歯は良好に機能
している．皮弁萎縮 による顔面欠損については，今後エピテーゼの製作も検討している．
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第二回若手研究者
短期海外研修報告会

コーディネータ：服部　麻里子 先生（東京医科歯科大学顎顔面補綴学分野）

研　　修　　者：畠山　航 先生（岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座）

研　　修　　者：李　娜（Li　Na） 先生（鄭州大学歯学補綴・インプラント学講座）

座　長：尾澤　昌悟 先生（日本補綴歯科学会　国際交流委員会　愛知学院大学歯学部有床義歯学講座）
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座長： 尾澤　昌悟
　　　日本補綴歯科学会　国際交流委員会　愛知学院大学歯学部有床義歯学講座

コーディネータ：服部　麻里子　　  東京医科歯科大学顎顔面補綴学分野

研　　修　　者：畠山　航　　　　  岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座

研　　修　　者： 李　娜（Li　Na）　鄭州大学歯学補綴・インプラント学講座

「第二回若手研究者短期海外研修報告会」

　若手研究者短期海外研修制度は，2016年度に発足し，その成果は第 34 回学術大会にて報告した．
第 2 回目となった今回のプロジェクトには，コーディネータに服部国際交流委員を選出し，研修者は
公募により申請のあった 6 名から書類審査により 2 名が決定された．
　今回はドイツ・フライブルク大学補綴科のラルフ・コーハル教授のもとで研修を行った．歯科研究
において世界をリードするフライブルク大学にて，病院見学やデジタル歯科技術研修を行うことがで
きたのでその詳細を報告する．
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広告協賛企業
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　一般社団法人日本顎顔面補綴学会第 36 回総会・学術大会を開催するにあたり，下記の各御団体・御企業
様などから多大なご協力を賜りました．ここに記し，御礼申し上げます．

一般社団法人日本顎顔面補綴学会第 36 回総会・学術大会
大会長　佐々木　啓一

東北大学大学院歯学研究科口腔システム補綴学分野　教授

― 後援団体 ―
宮城県
仙台市

一般社団法人　宮城県歯科医師会
一般社団法人　仙台歯科医師会

一般社団法人　宮城県歯科衛生士会
一般社団法人　宮城県歯科技工士会

東北大学大学院　医学研究科・医学部
東北大学大学院　歯学研究科・歯学部

東北大学病院

― ランチョンセミナー協賛企業 ―
ストローマン・ジャパン株式会社
株式会社フィリップス・ジャパン

― 機器展示協賛企業 ―
株式会社松風

ストローマン・ジャパン株式会社
株式会社ナカニシ
株式会社モリタ

― 広告協賛企業 ―
サンスター株式会社
株式会社ジーシー

デンツプライシロナ株式会社
株式会社トクヤマデンタル

Meiji Seika ファルマ株式会社
株式会社モリタ

（敬称略）

謝　　辞



次回総会・学術大会のご案内

一般社団法人　日本顎顔面補綴学会
第37回総会・学術大会

会　期：2020年 6月18日～ 6月20日
会　場：ニューウェルシティ宮崎
担　当：宮崎大学医学部 感覚運動医学講座顎顔面口腔外科学分野
大会長：山下　義弘

一般社団法人　日本顎顔面補綴学会
第36回総会・学術大会
プログラム・抄録集

会　期：2019 年 6 月27日（木）、28日（金）、29日（土）
会　場：東北大学　星陵会館
　　　　東北大学医学部開設百周年記念ホール　星陵オーディトリアム
主　管：東北大学大学院歯学研究科　口腔システム補綴学分野
大会長：佐々木　啓一
事務局：〒980-8575　仙台市青葉区星陵町４－１
　　　　第36回日本顎顔面補綴学会学術大会事務局
　　　　東北大学大学院歯学研究科　口腔システム補綴学分野
　　　　実行委員長：小山　重人
　　　　準備委員長：小川　徹
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