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第 24 回
公益社団法人日本顎顔面インプラント学会

総会・学術大会

プログラム・抄録集

大　　 会　　 長：福　田　雅　幸（秋田大学医学部附属病院教授）
準備・実行委員長：髙　野　裕　史（秋田大学医学部附属病院准教授）
会　　　　　　期：2020 年 12 月 5 日（土）・6日（日）
会　　　　　　場：アトリオン 秋田総合生活文化会館
大   会   事   務   局：〒 010-8543　秋田市広面字蓮沼 44-2
　　　　　　　　　秋田大学医学部附属病院歯科口腔外科
　　　　　　　　　TEL：018-884-6188　FAX：018-884-6451
後　　　　　　援：一般社団法人 秋田県歯科医師会
　　　　　　　　　一般社団法人 秋田市歯科医師会
　　　　　　　　　一般社団法人 秋田県医師会
　　　　　　　　　一般社団法人 秋田県歯科衛生士会
　　　　　　　　　一般社団法人 秋田県歯科技工士会
　　　　　　　　　公益社団法人 秋田県看護協会
　　　　　　　　　秋田インプラント研究会
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理事長挨拶

第 24 回公益社団法人日本顎顔面
インプラント学会総会・学術大会の
開催によせて

　令和 2 年の日本顎顔面インプラント学会総会・学術大会が，秋田大学医学部附属病院歯科口腔外科

教授福田雅幸先生の主催で開催されるにあたり，理事長としてご挨拶を申し上げます．

　この会の開催方法は，初めての試みですが「現地開催およびオンラインライブ配信併用によるハイ

ブリッド方式」となっております．新型コロナウィルス感染症の蔓延が危惧されており，WEB のみで

の開催も理事会で検討されましたが，主催者側の希望も取り入れ，ハイブリッドによる開催となりま

した．あくまでも参加可能な方に現地参加をお願いするものです．未知の方式での開催となりましたが，

‘With Corona’ の時代では今後の学術大会開催の定型的・模範的方法となる可能性もあり，是非とも盛

大かつ活発な大会となるよう願っております．また準備にあたられた大会長ならびに準備委員長の髙

野裕史先生と秋田大学附属病院歯科口腔外科の先生に御礼申し上げます．現地参加される方はくれぐ

れも感染防止に努められようお願いいたします．

　本大会のメインテーマは「口腔機能再建への貢献」とされ，インプラント治療として唯一保険診療

が認められている広範囲顎骨支持型装置と関連が深い内容となっております．思い起こせば私が本

学会との接点をもったのは，まだ前身団体であった日本顎顔面臨床生体材料研究会が盛岡（第 4 回，

工藤啓吾会長，1996年）で開催された際，まだ始めたばかりの血管柄付き遊離移植骨へのインプラント

治療についてシンポジウムで発表させていただいたのが最初です．以降，学会名を日本顎顔面インプ

ラント学会と改変しており，今考えるとその頃が，口腔外科領域でのインプラント治療の発展と普及

に大きく舵を切った記念すべき転換点であったのかもしれません．その後，本会の働きかけもあって

先進医療から保険診療に導入されましたが，広範囲顎骨支持型装置の実施症例数はまだまだ少ないの

が現状のようです．保険制度上の種々の問題もあるようですが，顎骨再建インプラント治療を手がけ

る口腔外科医の制度についての認知度やインプラント治療に対する理解の不足があるのかもしれませ

ん．口腔外科領域の腫瘍や先天異常，あるいは外傷などによりもたらされる形態欠損や変形の治療に

あたる臨床医の究極の目標は欠損が生じる前あるいは治療以前の状態に勝る機能の回復でしょう．ま

た患者の希望も，形態回復と同じく，多くはこの点に集約されます．従来のいわゆる顎補綴という治療

法では得られなかった咬合咀嚼機能の回復が，これまで経験してきた多くの症例で，口腔インプラン

ト治療によって素晴らしく改善されたことが明らかにされています．本会のシンポジウムでは下顎歯

肉癌の治療と歯科インプラント治療による咀嚼機能回復やザイゴマインプラント，あるいは口唇口蓋

裂におけるインプラント治療などが取り上げられ，まさに本会の主題となる内容が盛りだくさんです．

　これを機会に，広範囲顎骨支持型装置・顎骨再建インプラント治療についての多くの知見が広く理

解され，また学術発展が進むことを期待しております．

公益社団法人日本顎顔面インプラント学会

理　事　長：嶋　田　　　淳
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大会長挨拶

　この度，第 24 回公益社団法人日本顎顔面インプラント学会総会・学術大会を 2020（令和 2 年）年
12 月 5 日（土）・6 日（日）に，秋田市のアトリオン秋田総合生活文化会館を会場に開催させていただ
くこととなりました．
　本学会は 1993 年に日本顎顔面臨床生体材料研究会として発足し，その後 1999 年から日本顎顔面イ
ンプラント学会と名称を変更し 20 年以上が経過しました．生体材料の関する研究の場として始まった
のでしょうが，いまや口腔癌や顎顔面外傷後の機能的再建には必須の顎顔面インプラント治療として
確立し，医療への貢献は多大であると思います．本学会の努力により，2012 年からは「広範囲顎骨支
持型装置および補綴」として保険診療に導入され，多くの方々の QOL に貢献しています．そこで今回
のテーマは，「口腔機能再建への貢献」とさせていただきました．
　本学会は，準備委員長の髙野裕史准教授を中心に少ないスタッフで世の中が新型コロナウイルス感
染症で混迷する中で準備を進めて参りました．学会前の懇親会では，皆様の旅の疲れを癒し，秋田な
らではの味わいを醸し出す催しも用意しました．皆様にとって，本大会でなければ味わえない，思い
出深い学会になればと思っています．

第24回公益社団法人日本顎顔面インプラント学会総会・学術大会 大会長
秋田大学医学部附属病院教授

福　田　雅　幸



─ 4 ─



─ 5 ─



─ 6 ─

，



─ 7 ─

２．参加費について

医師・歯科医師（会員）

医師・歯科医師（非会員）

歯科衛生士・歯科技工士・看護師 

初期研修医

学生（大学院生を除く）

後援団体会員（医師・歯科医師）

参加資格 事前参加登録費 当日参加登録費

12,000 円

15,000 円

5,000 円

2,000 円

無　料   

12,000 円

15,000 円

18,000 円

7,000 円

3,000 円

無　料   

15,000 円

３．会場案内

理事会

運営審議会

評価者会議

スーチャーエキスパートコンテスト

PPIS Business meeting (committee members)

総会

内容 日時 会場

12/4（金）13:00～16:00

12/4（金）16:30～17:30

12/5（土）              8:30 ～        8:50

12/5（土）14:00～15:00

12/5（土）15:00～16:30

12/6（日）13:10～14:10

Ｂ会場：3階 展示室

Ａ会場：4階 音楽ホール

Ｃ会場：B1階 多目的ホール

Ｃ会場：B1階 多目的ホール

Ｂ会場：3階 展示室

Ａ会場：4階 音楽ホール

後援団体：一般社団法人 秋田県歯科医師会／一般社団法人 秋田市歯科医師会／一般社団法人 秋田県医師会／
一般社団法人 秋田県歯科衛生士会／一般社団法人 秋田県歯科技工士会／
公益社団法人 秋田県看護協会／秋田インプラント研究会

＜クローク＞
　場所：2階 美術展示ホール　※日をまたいでの荷物のお預かりはできません．
　12月5日（土）　8:20 ～ 17:15
　12月6日（日）　8:20 ～ 16:30

＜機器展示＞
　会場：B1階 イベント広場
　12月5日（土）　8:20 ～ 16:30
　12月6日（日）　8:20 ～ 16:00

＜ドリンクコーナー＞　協賛：ネスレ日本株式会社
　会場：B1階 イベント広場
　12月5日（土）　8:20 ～ 16:30
　12月6日（日）　8:20 ～ 16:00

＜Wi-fi スポット＞
　B1階 イベント広場付近
　2階 総合受付付近
　4階 ロビー付近



─ 8 ─



─ 9 ─



─ 10 ─



─ 11 ─



─ 12 ─



─ 13 ─



─ 14 ─

日程表

8:20

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

Ａ会場
（４階 音楽ホール）

Ｂ会場
（３階 展示室）

Ｃ会場
（Ｂ１階 多目的ホール）

シンポジウム１

開場・受付開始 8:20 ～

9:10 ～ 10:40
開会の辞9:05 ～

「下顎歯肉癌の治療と歯科インプ
ラントによる咀嚼機能回復」

座長：野口　誠，山下　佳雄

シンポジウム２

13:10 ～ 14:40

「ザイゴマインプラント治療の
有用性を検証する」

座長：高森　等，佐藤　淳一

招聘講演 
10:50 ～ 11:50

「伝統産業で日本を変える 
　　　～新政酒造の取り組み～」

演者：佐藤　祐輔
座長：福田　雅幸

一般口演 1A-1

14:50 ～ 15:50

骨造成・サイナスリフト

座長：河奈　裕正，藤井　俊治

一般口演 1B-1
9:20 ～ 10:10

偶発症
座長：又賀　泉

一般口演 1B-4
13:10 ～ 14:00

臨床統計
座長：城戸　寛史

一般口演 1B-2
10:20 ～ 11:00

広範囲顎骨支持型装置
座長：長尾　徹

一般口演 1B-3
11:10 ～ 11:40

その他
座長：式守　道夫

ランチョンセミナー１

12:00 ～ 13:00

演者：川井　忠，三浦　桂一郎

共催：東洋紡株式会社

ランチョンセミナー２

12:00 ～ 13:00

演者：井田　有亮

共催：株式会社ファインデックス

スーチャーエキスパート
コンテスト

14:00 ～ 15:00

オンラインライブ配信あり

大会ＨＰ
https://jami2020akita.com/

e-poster 閲覧
12/4（金）13:00

～
12/8（火）17:00

１日目：12月5日（土）

16:30 ～ 17:00
パイプオルガンミニコンサート

演奏者：田代　友美
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12 月 5 日（Sat）
A 会場（4 階 音楽ホール）

開会の辞　9：05 ～ 9：10

シンポジウム 1　9：10 ～ 10：40
　「下顎歯肉癌の治療と歯科インプラントによる咀嚼機能回復」……………………………………… 150
　　　座長：野　口　　　誠
　　　　　　　富山大学学術研究部医学系歯科口腔外科学講座
　　　　　　山　下　佳　雄
　　　　　　　佐賀大学医学部歯科口腔外科学講座
　「がん治療医の立場から：一貫治療における歯科インプラント」
　　栗田　浩
　　　信州大学医学部歯科口腔外科学教室

　「下顎歯肉癌切除後の歯科インプラントによる咀嚼機能回復　―口腔外科の立場から―」
　　堀田　聡
　　　奈良県立医科大学口腔外科学講座

　「下顎再建後の歯科インプラント　補綴医の立場から　―咀嚼機能の評価方法について―」
　　城戸　寛史
　　　福岡歯科大学咬合修復学講座口腔インプラント学分野

　「放射線治療と歯科インプラント」
　　林　富雄
　　　愛知医科大学大学院医学研究科口腔外科

招聘講演　10：50 ～ 11：50 ………………………………………………………………………… 146
　　　座長：福　田　雅　幸
　　　　　　　秋田大学医学部附属病院歯科口腔外科
　「伝統産業で日本を変える　〜新政酒造の取り組み〜」
　　佐藤　祐輔
　　　新政酒造株式会社　ARAMASA Co., Ltd　代表取締役社長CEO
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シンポジウム 2　13：10 ～ 14：40
　「ザイゴマインプラント治療の有用性を検証する」 …………………………………………………… 155
　　　座長：高　森　　　等
　　　　　　　日本歯科大学
　　　　　　佐　藤　淳　一
　　　　　　　鶴見大学歯学部附属病院口腔顎顔面インプラント科
　「解剖学からみたザイゴマインプラント治療」
　　井出　吉昭
　　　日本歯科大学生命歯学部解剖学第 1講座

　「ザイゴマインプラント治療の術式と症例」
　　下尾　嘉昭
　　　MALO CLINIC TOKYO

　「ザイゴマインプラント治療の合併症と臨床成績」
　　木津　康博
　　　東京歯科大学口腔腫瘍学講座
　　　東京歯科大学口腔インプラント学講座
　　　医社団）木津歯科オーラル＆マキシロフェイシャルケアクリニック横浜

一般口演　1A-1　14：50 ～ 15：50
　「骨造成・サイナスリフト」
　　　座長：河　奈　裕　正
　　　　　　　神奈川歯科大学顎・口腔インプラント科
　　　　　　藤　井　俊　治
　　　　　　　日本大学歯学部口腔外科学講座
1A-1-1    インプラント埋入後骨延長により上顎前歯部の審美性を回復した 1例 ………………… 176
  ○嶋田　淳 1, 2），園川拓哉 2），井上季咲 2），龍田恒康 2），山本信治 2）

    1）明海大学歯学部付属病院
    2）明海大学歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学分野 1

1A-1-2    3D チタンメッシュによる補填材を用いないGBR法 ……………………………………… 177
  ○金山健夫 1），藤本　純 1），花田拓郎 1），中本朝子 1），朝波惣一郎 2）

    1）医療法人天空会デンタルチームジャパン
    2）医療法人財団順和会山王病院歯科口腔外科

1A-1-3    腓骨再建後のインプラント治療において
    歯槽骨造成用チタンメッシュとテンティングスクリューを併用した …………………… 178
    骨造成法の臨床的検討
  ○井本和宏 1），山内健介 1, 2），森島浩允 1, 2），武田裕利 1），片岡良浩 1），高橋　哲 1, 2）

    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
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1A-1-4    イヌ前頭洞に洞粘膜挙上・インプラント埋入術を行った動物実験
    ―インプラント表面性状の違いがインプラント安定指数（ISQ値）に及ぼす影響―  … 179
  ○渡辺孝夫 1），北村　豊 2），木本一成 3）

    1）神奈川歯科大学
    2）松本歯科大学病院
    3）神奈川歯科大学大学院災害医療・社会歯科学講座

1A-1-5    上顎洞底挙上術術後合併症に関する上顎洞体積の影響について ………………………… 180
  ○山口菊江 1），片岡　有 2），下尾嘉昭 3），上杉崇史 1, 3），宗像源博 1）

    1）昭和大学歯学部インプラント歯科学講座
    2）昭和大学歯学部保存修復学講座歯科理工学部門
    3）マロ・クリニック東京

1A-1-6    クレスタルアプローチ法による移植材を用いない上顎洞底挙上術の臨床的検討 ……… 181
  ○金子貴広，増田一生，中村悟士，日野峻輔，工藤逸郎，下山哲夫，堀江憲夫
    埼玉医科大学総合医療センター歯科口腔外科

12 月 5 日（Sat）
B 会場（3 階展示室）

一般口演　1B-1　9：20 ～ 10：10
　「偶発症」
　　　座長：又　賀　　　泉
　　　　　　　日本歯科大学生命歯学部口腔外科学講座
1B-1-1    歯科インプラントが破折した症例でのその後の治療についての研究 …………………… 182
  ○松浦正朗 1），森永健三 2），加倉加恵 2），山本勝己 3），古賀千尋 3），城戸寛史 2）

    1）福岡口腔インプラント研究会
    2）福岡歯科大学咬合修復学講座口腔インプラント学分野
    3）福岡歯科大学口腔医療センター

1B-1-2    インプラント治療における偶発症の臨床的検討 …………………………………………… 183
  ○石田　昂，髙野裕史，鈴木昇建，伊東慶介，鈴木兼一郎，福地峰世，今野泰典
    五十嵐秀光，福田雅幸
    秋田大学医学部附属病院歯科口腔外科

1B-1-3    インプラント治療に起因する医療トラブル症例の臨床的検討 …………………………… 184
  ○小山泰志，中上佳寿彦，堀田　聡，今田光彦，吉田千夏，桐田忠昭
    奈良県立医科大学口腔外科学講座
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1B-1-4    増殖性インプラント周囲炎の 1例 …………………………………………………………… 185
  ○式守道夫 1），富原　圭 2），平識　亘 2, 3）

    1）北陸中央病院歯科口腔外科
    2）富山大学歯科口腔外科学講座
    3）那覇市立病院歯科口腔外科

1B-1-5    未治療の骨粗鬆症にてインプラント一次手術時に下顎骨内にインプラント体が
    迷入した一例 …………………………………………………………………………………… 186
  ○森島浩允 1, 2），井本和宏 1），斎藤政二 2），山内健介 1, 2），高橋　哲 1）

    1）東北大学大学院歯学研究科顎顔面・口腔外科学分野
    2）南三陸病院歯科口腔外科

一般口演　1B-2　10：20 ～ 11：00
　「広範囲顎骨支持型装置」
　　　座長：長　尾　　　徹
　　　　　　　愛知学院大学歯学部顎顔面外科学講座
1B-2-1    広範囲顎骨支持型装置による咬合再建とQOLに関する臨床的検討  …………………… 187
  ○今田光彦，堀田　聡，中上佳寿彦，桐田忠昭
    奈良県立医科大学口腔外科学講座

1B-2-2    当科における広範囲顎骨支持型装置治療に関する臨床的検討 …………………………… 188
  ○赤羽由紀子，近藤英司，酒井洋徳，栗田　浩
    信州大学医学部歯科口腔外科教室

1B-2-3    顎顔面多発外傷後の形態機能回復に広範囲顎骨支持型装置を用いて治療した 2例 …… 189
  ○金山純一，狩野正明，大熊里依，大迫里江，石塚真士，都田絵梨奈，佐藤　翔
    管野貴浩
    島根大学医学部歯科口腔外科

1B-2-4    先天性部分無歯症に対し広範囲顎骨支持型装置を埋入した 1例 ………………………… 190
  ○藤村　愛 1），助川信太郎 1），管野貴浩 1, 2），柴田　茜 1）， 助川由佳 1），長谷川利聡 1）

    松山たまも 1），古木良彦 1）

    1）香川県立中央病院歯科口腔外科
    2）島根大学医学部歯科口腔外科学講座



─ 22 ─

一般口演　1B-3　11：10 ～ 11：40
　「その他」
　　　座長：式　守　道　夫
　　　　　　　北陸中央病院歯科口腔外科
1B-3-1    高性能ポリマーで作製した上部構造の 2症例 ……………………………………………… 191
  ○青木尚史 1），平井辰宜 1），中根昇吾 1），福島麻子 1），上田槙子 2），宮本大模 1）

    渋谷恭之 1）

    1）名古屋市立大学大学院医学研究科生体機能・
    　 構造医学専攻感覚器・形成医学講座口腔外科学分野
    2）名古屋市立東部医療センター歯科

1B-3-2    上顎部分切除後にサージカルガイドを用いてインプラント支持型顎義歯を
    作製した無歯顎患者の 1例 …………………………………………………………………… 192
  ○山下佳雄 1），合島怜央奈 1），大橋順太郞 2），中山雪詩 2），井原功一郎 1），檀上　敦 1）

    1）佐賀大学医学部歯科口腔外科学講座
    2）医療法人社団敬愛会佐賀記念病院歯科口腔外科

1B-3-3    パノラマ画像からインプラントメーカー分類のためのDeep Learning の有用性 ……… 193
  ○助川信太郎 1），原　武史 2），吉位和将 2），柴田　茜 1），助川由佳 1），長谷川利聡 1）

    藤村　愛 1），松山たまも 1），管野貴浩 1, 3），古木良彦 1）

    1）香川県立中央病院歯科口腔外科
    2）岐阜大学工学部電気電子・情報工学科
    3）島根大学医学部歯科口腔外科学講座

ランチョンセミナー 1　12：00 ～ 13：00  共催：東洋紡株式会社
　「新規コラーゲン使用人工骨（ボナークⓇ）の開発から臨床応用までの概要」 …………………… 170
　　川　井　　　忠
　　　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

　「リン酸オクタカルシウム・コラーゲン複合体（OCP/Col - コラーゲン使用人工骨 Bonarc Ⓡ）
　 の上顎洞底挙上術症例に対する最新の知見」 ………………………………………………………… 171
　　三　浦　桂一郎
　　　東北大学大学院歯学研究科顎顔面・口腔外科学分野

一般口演　1B-4　13：10 ～ 14：00
　「臨床統計」
　　　座長：城　戸　寛　史
　　　　　　　福岡歯科大学 咬合修復学講座 口腔インプラント学分野
1B-4-1    当科におけるインプラント治療症例の臨床的検討 ………………………………………… 194
  ○伊東慶介，今野泰典，及川湧基，有馬実咲，鈴木昇建，石田　昂，鈴木兼一郎
    福地峰世，五十嵐秀光，髙野裕史，福田雅幸
    秋田大学医学部附属病院歯科口腔外科
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1B-4-2    糖尿病患者に埋入したインプラントに関する臨床的検討 ………………………………… 195
  ○平井辰宜，青木尚史，高島裕之，福島麻子，中根昇吾，上田槙子，宮本大模
    渋谷恭之
    名古屋市立大学大学院医学研究科生体機能・構造医学専攻感覚器・
    形成医学講座口腔外科学分野

1B-4-3    過去 5年間における当院の矯正アンカーインプラントの臨床統計学的検討 …………… 196
  ○越沼伸也 1），山田　聡 2），足立　健 3），山本　学 1）

    1）滋賀医科大学歯科口腔外科学講座
    2）京都第二赤十字病院歯科口腔外科
    3）長浜赤十字病院歯科口腔外科

1B-4-4    Visual Analog Scale を用いたインプラント治療における満足度調査 …………………… 197
  ○永津麻衣 1），金山健夫 1），藤本　純 1），花田拓郎 1），中本朝子 1），朝波惣一郎 2）

    1）医療法人天空会デンタルチームジャパン
    2）医療法人財団順和会山王病院歯科口腔外科

1B-4-5    インプラント上部構造におけるエレクトロフォーミング（電鋳）の有用性 …………… 198
  ○奥寺　元
    一般社団法人東京形成歯科研究会

12 月 5 日（Sat）
C 会場（B1階 多目的ホール）

ランチョンセミナー 2　12：00 ～ 13：00  共催：株式会社ファインデックス
　「デジタルデンティストリー時代にふさわしい働き方改革の仕掛け
　 ～医療機関における情報の共有化，業務の合理化について～」 …………………………………… 172
　　井田　有亮
　　　東京大学大学院医学系研究科課題解決型高度医療経営人材育成 PG
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12 月 6 日（Sun）
A 会場（4 階音楽ホール）

シンポジウム 3　9：00 ～ 10：30
　「新規人工材料の特徴と将来展望について」 …………………………………………………………… 159
　　　座長：武　知　正　晃
　　　　　　　広島大学大学院医系科学研究科口腔外科学
　　　　　　宮　本　洋　二
　　　　　　　徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔外科学分野
　「骨補填材としての炭酸アパタイトの現状と今後の展開」
　　宮本　洋二
　　　徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔外科学分野

　「チタン粉末より造形するフルカスタムデバイスの顎顔面インプラント治療への応用」
　　植野　高章
　　　大阪医科大学口腔外科学教室教授

　「リン酸オクタカルシウム・コラーゲン複合体（OCP/Col - Bonarc Ⓡ）の
　 最新の知見と今後の展望」
　　三浦　桂一郎
　　　東北大学大学院歯学研究科顎顔面・口腔外科学分野

教育講演　10：40 ～ 11：40
　　　座長：福　田　雅　幸
　　　　　　　秋田大学医学部附属病院歯科口腔外科
　「生理活性イオン放出型素材の骨接合および再生」 …………………………………………………… 147
　　山本　修
　　　山形大学学術研究院大学院理工学研究科

総会　13：10 ～ 14：10

シンポジウム 4　14：20 ～ 15：50
　「口唇口蓋裂の一貫治療におけるインプラント治療」………………………………………………… 163
　　　座長：高　橋　　　哲
　　　　　　　東北大学大学院歯学研究科顎顔面・口腔外科学分野
　　　　　　西　條　英　人
　　　　　　　東京大学医学部附属病院口腔顎顔面外科・矯正歯科　口唇口蓋裂センター
　「口唇裂・口蓋裂患者の永久歯咬合形成におけるデンタルインプラントの意義」
　　高橋　哲
　　　東北大学大学院歯学研究科顎顔面・口腔外科学分野
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　「当科におけるインプラント治療と長期成績」
　　南　克浩
　　　愛知学院大学歯学部口腔先天異常学研究室
　　　愛知学院大学附属病院口唇口蓋裂センター

　「顎裂骨移植部へのデンタルインプラントの問題点」
　　松沢　祐介
　　　恵佑会札幌病院歯科口腔外科

　「唇顎口蓋裂に対するインプラント治療の適応と問題点」
　　西條　英人
　　　東京大学医学部附属病院口腔顎顔面外科・矯正歯科　口唇口蓋裂センター

閉会の辞　15：50 ～ 16：00

12 月 6 日（Sun）
B 会場（3 階展示室）

一般口演　2B-1　9：00 ～ 9：40
　「再建・腫瘍１」
　　　座長：日　比　英　晴
　　　　　　　名古屋大学大学院医学系研究科頭頸部感覚器外科学講座顎顔面外科学
2B-1-1    広範囲な軟組織処理を要した腓骨皮弁による顎骨再建患者の
    インプラント治療の経験 ……………………………………………………………………… 199
  ○中上佳寿彦，堀田　聡，今田光彦，中山洋平，上田順宏，山川延宏，下辻寛子
    桐田忠昭
    奈良県立医科大学口腔外科学講座

2B-1-2    上顎悪性腫瘍術後の腓骨皮弁にインプラント義歯による咬合再建を行った 1例 ……… 200
  ○谷口弘樹，平井大輝，山本莉菜，波多野魁人，内田和希，千田　正，矢田光絵
    山田龍平，石原　修
    大阪急性期・総合医療センター歯科口腔外科

2B-1-3    植皮とインプラントによる咬合再建を行った上顎歯肉癌の 2例 ………………………… 201
  ○兼子隆次，澤木　廉，河合孝真
    豊田厚生病院歯科口腔外科
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2B-1-4    上顎切除後にミリングバーを応用した広範囲顎骨支持型補綴にて咬合再建を
    行った 3症例 …………………………………………………………………………………… 202
  ○福地峰世 1），髙野裕史 1），山崎雅人 2），有馬実咲 1），及川湧基 1），鈴木昇建 1）

    石田　昴 1），伊東慶介 1），鈴木兼一郎 1），今野泰典 1），五十嵐秀光 1），福田雅幸 1）

    1）秋田大学医学部附属病院歯科口腔外科
    2）大曲厚生医療センター歯科口腔外科

一般口演　2B-2　9：50 ～ 10：30
　「再建・腫瘍 2」
　　　座長：嶋　田　　　淳
　　　　　　　明海大学歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学分野
2B-2-1    下顎骨と下顎再建後の腓骨におけるインプラント治療の比較検討 ……………………… 203
  ○吉田千夏，中上佳寿彦，堀田　聡，今田光彦，小山泰志，桐田忠昭
    奈良県立医科大学口腔外科学講座

2B-2-2    当科における腸骨 PCBMを用いた下顎再建後に広範囲顎骨支持型装置を
    適応した症例の臨床的検討 …………………………………………………………………… 204
  ○今野泰典，髙野裕史，有馬実咲，及川湧基 ,　鈴木昇建，伊東慶介，石田　昂
    鈴木兼一郎，福地峰世，五十嵐秀光，福田雅幸
    秋田大学医学部附属病院歯科口腔外科

2B-2-3    下顎悪性腫瘍切除後欠損に対し腓骨皮弁と広範囲顎骨支持型装置にて
    再建治療した 2例 ……………………………………………………………………………… 205
  ○狩野正明，大熊里依，大迫里江，石塚真士，金山純一，都田絵梨奈，佐藤　翔
    管野貴浩
    島根大学医学部歯科口腔外科

2B-2-4    腸骨海綿骨細片移植とカスタムメイドチタンメッシュトレーによる下顎骨再建部に
    デンタルインプラントを適用したエナメル上皮腫の 1 例 ………………………………… 206
  ○永井大輝 1），栗原祐史 2），筑田洵一郎 2），佐藤有里子 2），山口弘貴 2），代田達夫 2）

    1）昭和大学歯学部口腔外科学講座口腔腫瘍外科学部門
    2）昭和大学歯学部口腔外科学講座顎顔面口腔外科学部門

一般口演　2B-3　10：40 ～ 11：30
　「臨床症例」
　　　座長：瀬　戸　晥　一
　　　　　　　総合南東北病院口腔がん治療センター顎顔面インプラント再建研究所
2B-3-1    骨性癒着を起こした移植歯・再植歯に対する骨造成術を伴ったインプラント症例 …… 207
  ○岩瀬　慶，中田康一，鈴木崚平，田所勇樹，高橋香織，石上享嗣，秋葉正一
    地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院歯科・歯科口腔外科
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2B-3-2    下顎骨骨折術後の咬合機能回復に下顎前歯部歯槽骨切り術を併用した
    インプラント治療の 1 例 ……………………………………………………………………… 208
  ○沖田美千子 1），針谷靖史 1），原田雅史 1），石戸克尚 2）

    1）医療法人渓仁会手稲渓仁会病院歯科口腔外科
    2）富山赤十字病院歯科口腔外科

2B-3-3    角化歯肉襟付き結合組織移植を行ってインプラント周囲歯間乳頭を再生した 1例 …… 209
  ○嶋田　淳 1, 2），園川拓哉 2），井上季咲 2），龍田恒康 2），山本信治 2）

    1）明海大学歯学部付属病院
    2）明海大学歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学分野 1

2B-3-4    上顎に生じた巨大な含歯性囊胞摘出後の腸骨移植によるインプラント治療 …………… 210
  ○青木紀昭 1），梅澤ひみこ 1），飯田昌樹 1），馬場隼一 2）

    1）済生会横浜市南部病院歯科・口腔外科
    2）横浜市立大学大学院医学研究科顎顔面口腔機能制御学

2B-3-5    交通顎顔面外傷に対する集学的インプラント治療の 1例 ………………………………… 211
  ○二宮真希 1），相馬智也 1），堀江伸行 1），臼田　頌 1），河奈裕正 2），中川種昭 1）

    莇生田整治 1）

    1）慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室
    2）神奈川歯科大学顎・口腔インプラント科

C 会場（B1階 多目的ホール）

ランチョンセミナー 3　12：00 ～ 13：00  共催：デンツプライシロナ株式会社
　「インプラント治療にシムプラントとデジタルソリューションをどう活かすか？」……………… 173
　　梅原　一浩
　　　青森インプラント研究会

メディカルカフェ（市民公開講座）　14：30 ～ 15：30
　　　座長：福　田　雅　幸
　　　　　　　秋田大学医学部附属病院歯科口腔外科
　「人生に潤いをもたらす歯科インプラント」 …………………………………………………………… 148
　　佐藤　暢也
　　　秋田インプラント研究会会長



─ 28 ─

e-poster 閲覧
12 月 4 日（Fri）13：00 ～ 12 月 8 日（Tue）17：00

大会 HP　https://jami2020akita.com/

インプラント材料，生体材料
P-1    超親水性処理を施したジルコニアインプラントの開発 …………………………………… 214
  ○平野友基，花澤清俊，原田惇朗，浅見洋佑，飯島典子，小田由香里，守　源太郎
    佐々木穂高，本間慎也，矢島安朝
    東京歯科大学口腔インプラント学講座

P-2    炭酸アパタイトと豚コラーゲンの複合化による新規骨補填材の開発と
    骨再建への応用 ………………………………………………………………………………… 215 
  ○秋田和也 1），眞野隆充 2），福田直志 1），宮本洋二 1）

    1）徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔外科学分野
    2）医療法人千里厚生会千里丘中央病院

P-3    側方荷重がジルコニア製インプラントの周囲骨組織に与える影響 ……………………… 216
  ○髙橋佳子 1），加倉加恵 1），松本彩子 1），柳　　束 1），谷口祐介 1），江頭　敬 1）

    松浦正朗 2），城戸寛史 1）

    1）福岡歯科大学咬合修復学講座口腔インプラント学分野
    2）福岡口腔インプラント研究会

P-4    上顎洞底挙上術におけるリン酸オクタカルシウム・コラーゲン複合体の使用経験 …… 217
  ○道端　彩 1），福田　諒 1），河奈裕正 2）

    1）静岡市立清水病院口腔外科
    2）神奈川歯科大学先進歯科医療センター顎・口腔インプラント科

画像診断，解剖
P-5    コーンビームCT画像を用いた再生骨評価法の検討 ……………………………………… 218
  ○各務秀明 1），植田章夫 2），李　憲起 3），篠原　淳 4）

    1）松本歯科大学総合歯科医学研究所　　　　　　　　
    2）松本歯科大学病院　　　　　　　　　　　　　　　
    3）松本歯科大学口腔顎顔面外科学講座　　　　　　　
    4）緑が丘デンタルクリニック

シミュレーション，ナビゲーション
P-6    シリコン印象法とデジタル印象法を用いたガイデッドサージェリーの
    精度の比較検討 ………………………………………………………………………………… 219
  ○奥濱裕里恵，永田紘大，淵上　慧，北見遼二，若森可奈，住友寛和
    キムヒョンジン，大久保学，河奈裕正　　
    神奈川歯科大学顎・口腔インプラント科　　



─ 29 ─

P-7    ヘッドマウントディスプレイを用いたVRインプラント手術の有用性に関する検討 … 220
  ○大場英典 1），池畑直樹 1），都丸怜奈子 1），大槻里実 1），戸口未咲 1），小日向大知 1）

    近津大地 2），松尾　朗 1, 2）

    1）東京医科大学茨城医療センター歯科口腔外科　　　　　　
    2）東京医科大学医学部口腔外科学分野

骨造成，サイナスリフト
P-8    ソケットプリザベーション時の抜歯窩閉鎖に人工膜を用いた一症例 …………………… 221
  ○大滝梨菜 1），川谷孝士 1），上田一彦 2），廣安一彦 1）

    1）日本歯科大学新潟病院口腔インプラント科　　　　
    2）日本歯科大学新潟生命歯学部歯科補綴学第 2講座　

P-9    新規長期吸収性GBRメンブレンの開発・製品化― in vivo 性能評価― ………………… 222
  ○有馬恵美子，坂口祐亮，山中克之，伏島歩登志
    株式会社ジーシー　

再建，腫瘍
P-10    口腔癌術後のインプラント義歯による咬合再建症例における臨床的検討 ……………… 223
  ○髙野裕史 1），五十嵐秀光 1），今野泰典 1），山崎雅人 2），福地峰世 1），鈴木兼一郎 1）

    石田　昇 1），鈴木昇建 1），福田雅幸 1）　
    1）秋田大学医学部附属病院歯科口腔外科　
    2）大曲厚生医療センター歯科口腔外科　

P-11    肩甲骨皮弁を用いた下顎骨再建症例の検討
    ―ボーンアンカードブリッジの適用を想定して― ………………………………………… 224
  ○立浪秀剛 1），今上修一 1），津野宏彰 1），高塚団貴 1），石戸克尚 1, 2），石坂理紗 1）

    佐渡忠司 1），冨原　圭 1），野口　誠 1）

    1）富山大学学術研究部医学系歯科口腔外科学講座　　　　　　　　 　
    2）富山赤十字病院歯科口腔外科

P-12    広範囲顎骨支持型装置の周囲に下顎歯肉癌が再発した 1例 ……………………………… 225
  ○佐世　暁 1），岡部一登 1），日比英晴 1, 2） 　
    1）名古屋大学医学部附属病院歯科口腔外科　　
    2）名古屋大学大学院医学系研究科顎顔面外科学

P-13    下顎再建症例においてインプラント体が早期喪失を生じるリスク因子の検討 ………… 226
  ○下岸将博 1），立川敬子 1），藤井政樹 1, 2），山口葉子 2），楠本雄生 1），宗像源博 2）

    1）東京医科歯科大学インプラント口腔再生医学分野 　
    2）昭和大学歯学部インプラント歯科学講座 　



─ 30 ─

P-14    インプラント体周囲に扁平上皮癌を認めた 3例 …………………………………………… 227
  ○鈴木兼一郎 1），髙野裕史 1），五十嵐秀光 1），今野泰典 1），山崎雅人 2），福地峰世 1）　
    石田　昴 1），伊藤慶介 1），福田雅幸 1）　
    1）秋田大学医学部附属病院歯科口腔外科 　
    2）大曲厚生医療センター歯科口腔外科

臨床症例
P-15    サリドマイド胎芽症者に対しインプラント補綴を行った 1例 …………………………… 228
  ○田山道太 1），丸岡　豊 1, 2） 　　　　　　　　　
    1）国立国際医療研究センター病院歯科・口腔外科
    2）東京医科歯科大学大学院顎口腔外科学分野　

P-16    インプラント追加埋入によりリカバリー治療を行った長期経過症例 …………………… 229
  ○中野遼太郎，伊藤太一，古川丈博，林　祥太，古谷義隆，矢島安朝
    東京歯科大学口腔インプラント学講座 　　

P-17    腓骨皮弁による下顎再建と同時にインプラント埋入し咬合機能を回復した 1例 ……… 230
  ○上田剛生，銘苅泰明　　　　
    沖縄県立中部病院歯科口腔外科

P-18    皮弁を貫通するインプラントに生じる臨床的問題：1症例報告  ………………………… 231
  ○立川敬子 1），秋野徳雄 1），高橋一寿 1），長谷川勇一 2），原田浩之 3）

    1）東京医科歯科大学インプラント・口腔再生医学分野　　　　　　 　
    2）東京医科歯科大学歯学部附属病院歯科技工部　　　　 　　　　　　
    3）東京医科歯科大学顎口腔外科学分野　

偶発症
P-19    歯科インプラント迷入に併発した上顎洞アスペルギルス症の 1例 ……………………… 232
  ○橋爪孝介，齋藤直朗，船山昭典，片桐渉，小林正治　　　　　　 　
    新潟大学大学院医歯学総合研究科顎顔面再建学講座組織再建口腔外科学講座

P-20    下顎骨内に迷入した歯科インプラント体の 2症例 ………………………………………… 233
  ○是澤和人，小倉　晋，山田麻衣子，石井通勇，石崎　勤，柳井智恵
    日本歯科大学附属病院口腔インプラント診療科



─ 31 ─

統計，疫学
P-21    東京歯科大学における広範囲顎骨支持型補綴装置の臨床的検討 ………………………… 234
  ○青木勇介 1），秀島　能 1），伊藤泰隆 1），吉田佳史 2），中島純子 2），酒井克彦 2）

    石井悠佳里 3），武安嘉大 1），本間慎也 4），古谷義隆 4），石崎　憲 5, 6），木津康博 1）

    矢島安朝 4），松浦信幸 2），野村武史 1, 5） 　
    1）東京歯科大学口腔腫瘍外科学講座　　　　　　　　　　　　　　　　　 　
    2）東京歯科大学オーラルメディシン・病院歯科学講座　　　　　　　　　 　
    3）東京歯科大学老年歯科補綴学講座　　　　　　　　　　　　　　　　　 　
    4）東京歯科大学口腔インプラント学講座　　　　　　　　　　　　　　　 　
    5）東京歯科大学口腔がんセンター　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　
    6）国際医療福祉大学歯科口腔外科学講座　　　　　　

P-22    当科における歯科インプラント摘出症例の臨床的検討 …………………………………… 235
  ○五十嵐秀光，高野裕史，有馬実咲，及川湧基，鈴木昇建，伊東慶介，石田　昴
    鈴木兼一郎，福地峰世，今野泰典，福田雅幸　　　　　　
    秋田大学医学部附属病院歯科口腔外科　　

P-23    日本人における 6mmショートインプラントの 6年間の累積残存率  …………………… 236
  ○花澤清俊，平野友基，長友香菜子，飯島典子，浅見洋佑，野本冬歌，小田由香里
    守源太郎，佐々木穂高，本間慎也，矢島安朝　　　　　
    東京歯科大学水道橋病院口腔インプラント学講座 　

P-24    上下顎ワンデイインプラントⓇ 治療後のアンケートによる患者満足度調査  …………… 237
  ○大塚友乃 1），安達政輝 2），中平賢吾 2），中平　浩 2），村井健二 3），朝波惣一郎 1）

    1）山王病院歯科・インプラントセンター 　
    2）東京銀座歯科 　　　　　　　　　　　　
    3）村井歯科医院 　　

P-25    当科の既往歴を有する歯科インプラント患者における臨床的検討 ……………………… 238
  ○児島さやか，栗林伸行，内田大亮　　　　　　
    愛媛大学大学院医学系研究科口腔顎顔面外科学講座

P-26    当科におけるインプラント症例の臨床的検討 ……………………………………………… 239
  ○銘苅泰明，上田剛生 　
    沖縄県立中部病院歯科口腔外科



─ 32 ─

P-27    下顎大臼歯部相当部に埋入し 1年以上機能したインプラントの動揺度の観察 ………… 240
  ○赤城裕一 1），福澤　智 1, 2），奥山淳史 1），酒向　誠 1），貝淵信之 1），島崎　士 1）

    藤井俊治 3），古賀陽子 1），岡本俊宏 1） 　　　　　
    1）東京女子医科大学医学部歯科口腔外科学講座　　　　　　　　　 　
    2）筑波大学医学医療系顎口腔外科学　　　　　　　　 　　　　　　　
    3）日本大学歯学部口腔外科学講座　　　　　　　　 　

広範囲顎骨支持型装置
P-28    上顎歯肉癌術後に広範囲顎骨支持型補綴装置で咬合再建をした 1例 …………………… 241
  ○秀島　能 1），青木勇介 1），伊藤泰隆 1），中島純子 2），古谷義隆 3），石崎　憲 4）

    木津康博 1），松浦信幸 2），野村武史 1） 　
    1）東京歯科大学口腔腫瘍外科学講座　　　　　 　　　　　　　　　
    2）東京歯科大学オーラルメディシン・病院歯科学講座　　　　　 　
    3）東京歯科大学口腔インプラント学講座　　　　　 　　　　　　　
    4）国際医療福祉大学成田病院歯科口腔外科　　

P-29    下顎前歯部顎骨再建後に広範囲顎骨支持型装置を用いて咬合再建した
    歯原性粘液腫の 1例 …………………………………………………………………………… 242
  ○高塚団貴 1），立浪秀剛 1），藤原久美子 1），今上修一 1），石戸克尚 1, 2），石坂理紗 1）

    冨原　圭 1），野口　誠 1）

    1）富山大学学術研究部医学系歯科口腔外科学講座　　 　
    2）富山赤十字病院歯科口腔外科

P-30    粘表皮がん区域切除腓骨皮弁再建後に広範囲顎骨支持型補綴により治療した 1症例 … 243
  ○今　一裕，立川敬子，川上紗和子，川面理紗，塩田　真
    東京医科歯科大学インプラント・口腔再生医学分野　

その他
P-31    骨芽細胞における cAMPによるオステオポンチンプロモーターのジェネティック
    およびエピジェネティック制御 ……………………………………………………………… 244
  ○三木裕仁 1），中濱健一 2），立川敬子 1） 　　　　
    1）国立大学法人東京医科歯科大学大学院インプラント・口腔再生医学分野
    2）国立大学法人東京医科歯科大学大学院分子細胞機能学分野　

P-32    金属積層造形法を用いた顎骨再建用カスタムメイド・チタンメッシュトレーの開発 … 245
  ○星　　勲，川井　忠，小野寺慧，宮本郁也 　
    岩手医科大学口腔顎顔面再建学講座口腔外科学分野

P-33    当科におけるインプラント治療戦略〜10 年を振り返って〜 ……………………………… 246
  ○中田康一，岩瀬　慶，鈴木崚平，田所勇樹，高橋香織，石上享嗣，秋葉正一
    地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院歯科・歯科口腔外科



─ 33 ─

P-34    固定用レジン材がVerification jig の精度と操作性におよぼす影響 ……………………… 247
  ○工藤悠暉，谷口祐介，松本彩子，時任高聖，高橋佳子，江頭　敬，加倉加恵
    城戸寛史
    福岡歯科大学咬合修復学講座口腔インプラント分野





ISSN 1347-894X

VOL.19  No.3  2020 日本顎顔面インプラント学会誌

公益社団法人　日本顎顔面インプラント学会

Japanese Academy of Maxillofacial Implants

地色C90+M100+K40

顎顔面インプラント誌
Jpn. J. Maxillofac. Impl.





招聘講演・教育講演
市民公開講座
抄録集

頁
招聘講演
　　　　 「伝統産業で日本を変える〜新政酒造の取り組み〜」 佐藤　祐輔（146）

教育講演
　　　　 「生理活性イオン放出型素材の骨接合および再生」 山本　　修（147）

市民公開講座
　　　　 「人生に潤いをもたらす歯科インプラント」 佐藤　暢也（148）



146
日本顎顔面インプラント学会誌

Vol. 19, No. 3, 2020

招聘講演

　日本は歴史の長い中小企業，つまり伝統産業に属する
会社が世界的にみても非常に多い国である．
　とはいえ，欧州と比較するとそうした伝統の強みを活
かして世界的に成功している企業は多いとはいえないの
ではないだろうか．
　日本人自身が見逃してきたさまざまな伝統産業は，今
後の日本の輸出産業としては大きな可能性を秘めている．
　既存産業が斜陽産業となりゆく中，日本の蓄積した伝
統を再発見し，これを再評価してゆくことは，日本の将
来においても重要な取り組みとはいえないだろうか．
　本講演においては，日本酒の基礎的な知識や楽しみ方

をお伝えした後に，当蔵のさまざまな取り組みを軸に，
日本酒のおかれている現状の問題点や今後の課題なども
考察しつつ日本酒が持つ大いなる可能性を探っていきた
いと考えている．

略　歴
1974 年　秋田市生まれ
1999 年　東京大学文学部卒
2007 年より新政酒造入社
2012 年　同社，代表取締役就任
　　　　 現在に至る

伝統産業で日本を変える
〜新政酒造の取り組み〜

佐藤　祐輔
新政酒造株式会社

ARAMASA Co., Ltd 
代表取締役社長 CEO
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教育講演

　顎顔面で用いられる人工物は主に金属とセラミックス
である．
　金属製インプラントには，金属と骨組織の間に直接的
な結合（化学結合など）がなく，金属表面の粗さの増加
と親水性官能基（主に水酸基）の導入によって物理的に
接合強度が増大する．顎堤再建に用いる金属製フレーム
ワークでは，前述した表面処理はされておらず，骨再生
過程での体液循環の保証と軽量化のための穴（孔）がある．
つまり，金属製生体材料表面で組織再生は，表面処理や
穴形状に関わらず，口腔外科医の優れた手技と生体の自
己修復機能に因っている．高い骨接合や再生能を獲得す
るには，骨芽細胞の分化や石灰化を亢進，再生骨中のコ
ラーゲンの配向制御が重要と考えられる．生理活性イオ
ンの中で，亜鉛イオン（Zn2+）は骨芽細胞の分化や石灰
化を亢進し，3 価クロムイオン（Cr3+）は骨再生中に産生
するコラーゲン線維の間を架橋することで配向性をもつ
ことが知られている．
　一方，骨造成・再生に用いるセラミックスはアパタイ
トやβ-TCP であり，その表面と粒子間の空隙で骨が再生
し，最終的に骨吸収されるとなっている．しかし，実際
には骨吸収の速度は極めて遅く，骨強度は自家骨より低
下することが指摘されている．骨造成・再生に対して最
適なセラミックス素材は，骨再生とセラミックスの骨吸
収が早く，再生した骨密度が高いことであり，この条件
を満たす素材は報告されていない．しかし，亜鉛イオン
の持続的放出やセラミックスの溶解度などを考慮するこ
とで，アパタイトやβ-TCP 以外の新規素材で骨造成・再
生が可能かもしれない．
　上述を踏まえ，これら生理活性イオンを放出する新し
い素材を設計・開発することで，骨接合や再生に対して
有意な効果をもたらすと考えられ，本教育講演では，既
報の真偽を含め，生理活性イオン（Zn2+, Cr3+）放出型素
材（金属・セラミックス）による骨接合と再生について，
最新の知見を述べる．

略　歴
学　位
豊橋技術科学大学（工学修士）
北海道大学（博士（工学））

職　歴
平成 2 年 4 月　　　　神奈川工科大学工学部助手
平成15年 3 月　　　　 秋田大学大学院工学資源学研究科

准教授
平成23年 4 月～現在　山形大学大学院理工学研究科教授
令和 2 年 4 月～現在　 東北大学大学院歯学研究科非常勤

講師

学　会
平成 2 年～平成 5 年　 日本セラミックス協会ドイツ語翻

訳担当委員
平成10年～平成12年　電気化学会学術論文編集委員
平成11年～平成13年　電気化学会幹事
平成12年～平成14年　電気化学会評議員
平成14年～平成16年　炭素材料学会運営委員
平成25年～現在　　　日本バイオマテリアル学会評議員
平成26年～現在　　　 日本セラミックス協会東北・北海

道支部幹事

所属学会
日本セラミックス協会，炭素材料学会，日本口腔インプ
ラント学会，日本再生医療学会，日本バイオマテリアル
学会，日本歯科理工学会，日本創傷治癒学会

研究歴：半導体（太陽電池・二次電池）→熱電素子→高
温構造材料→細菌感染制御→ウィルス感染防御→生体材
料・in vitro 評価→生体材料・in vivo 評価．
現在のテーマは，インプラント材料，骨再生材料，人工
血管，創傷・褥瘡治癒材料，線維化抑制材料の開発と in 
vitro（細胞）・in vivo（移植）評価

生理活性イオン放出型素材の骨接合および再生

山本　修
山形大学学術研究院大学院理工学研究科
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　米国の高名なハロルドワース歯科医師は，次のように
語っています．
　「口は，人間にとってすばらしいものだ．それは人間の
情緒においても，日々の生活にとっても，また人の美し
さにとっても．口は，今まさに私が生きていることを表
わしている．もし動物が歯を失った時，その動物の死を
意味する．歯を失ったとき彼らは生き続けることが不可
能であり，その生は終わりを告げ，やがて彼らは死んで
いく．人間にとって，口は会話を楽しみ，愛を語り，し
あわせ，よろこび，怒り，悲しみを表わす．口は，愛情
の入り口であり，食べ物をとり，生き，そうして人間は
栄えていく．だからこそ，口はどんな犠牲を払おうとも，
十分な注意と管理を受けるだけの価値を持っている．」
　このような観点から，私たち歯科医師は，まずは皆様
が歯を失うことなく健康なお口の状態を維持することに
全力を尽くしています．一方で，不幸にして歯を喪失す
ることがあったならば，現代は，歯科インプラント治療
という選択肢が存在します．歯科インプラントによって，
よく噛めるようになった，見た目が改善したなど，生活
する上で欠かせない機能の回復とクオリティ・オブ・ラ
イフ（QOL）の充実を得ることができます．QOLとは，人々

の人生の内容の質や社会的にみた生活の質のことを指し，
ある人がどれだけ人間らしい生活や自分らしい生活を送
り，人生に幸福を見出しているか，ということを尺度と
してとらえる考え方です．さらに，よく噛めることは，
生活の質が向上するだけでなく，健康な食生活を回復さ
せ，健康寿命を延ばすことにも直結していると考えられ
ます．
　歯科インプラント治療は，わが国で 1980 年代から普及
し，現在では，歯科治療の一分野として確立し，しっか
りとした管理を行えば，長持ちすることがわかってきま
した．今回の市民講座では，皆様の QOL に貢献する歯
科インプラントの価値や長持ちさせるための要点などに
ついて，お話したいと思います．

略　歴
昭和 60 年　北海道大学歯学部卒業
昭和 60 年　札幌市医療法人仁友会日之出歯科診療所勤務
昭和 63 年　秋田市港町歯科クリニック院長
平成 18 年　秋田インプラント研究会会長
平成 27 年　 東北大学大学院歯学研究科口腔修復学講座歯

科保存学分野非常勤講師

人生に潤いをもたらす歯科インプラント

佐藤　暢也
秋田インプラント研究会会長

市民公開講座
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シンポジウム 1

下顎歯肉癌の治療と歯科インプラントによる
咀嚼機能回復

野口　誠
富山大学学術研究部医学系歯科口腔外科学講座

山下　佳雄
佐賀大学医学部歯科口腔外科学講座

　下顎歯肉癌の標準治療は外科切除であるが，それによっ
て多数の機能歯が失われ，患者の QOL の低下を招くこ
とがある．このような症例では，適切な歯科インプラン
トによる咀嚼機能回復が有用であることは論を待たない．
しかしながら，悪性腫瘍の総合管理におけるその適用に
は，なお多くの未解決の問題が存在し，それは，適応症，

治療開始時期，補綴物のデザインや術後管理の方法など
多岐にわたる．
　本シンポジウムでは，下顎歯肉癌の術後機能回復への
歯科インプラントの問題点をあらためて浮き彫りにする
ことで，今後の治療法のあり方やよりよい治療を目指し
た研究の方向性を探るための一助としたい．



151
日本顎顔面インプラント学会誌
Vol. 19, No. 3, 2020

がん治療医の立場から：一貫治療における歯科インプラント

栗田　浩
信州大学医学部歯科口腔外科学教室

　口腔がんの治療においては，生命予後の改善とともに
口腔機能および審美の維持および改善は重要な課題であ
る．下顎歯肉癌の標準治療は外科的切除であり，腫瘍の
切除により口腔機能および顔貌は大きな障害を受けるこ
とになる．われわれ歯科・口腔外科医は，がんのコントロー
ルを行うのみではなく，口腔インプラントを含めた歯科
的技術により口腔機能および審美の回復を図ることがで
きる．しかしながら，口腔がん治療において歯科インプ
ラントは有用な手段となる反面，考えなければならない
課題も抱えている．
　本シンポジウムのねらいは下顎歯肉癌治療における歯
科インプラントの問題点を浮き彫りにすることである．
私に与えられたテーマは「がん治療医の立場から，一貫
治療のなかの歯科インプラントの総論」であり，シンポ
ジウムの導入として，下顎歯肉癌標準治療の再確認とと
もに，その治療における歯科インプラントの役割および
問題点に関して，下記の内容でお話しする予定である．
1．下顎歯肉癌の標準治療
2． 下顎歯肉癌治療における歯科インプラントの役割（歯

科インプラントを用いた審美・機能回復）
3．歯科インプラント治療が抱える問題点
　3-1．癌の検査および診断
　3-2．癌治療における問題点（薬物療法，放射線療法）
4．インプラント治療と QOL
　4-1．Cancer survivor の QOL
　4-2．癌治療に伴う晩期有害事象

略　歴
1987年 3 月　新潟大学歯学部歯学科卒業
1987年 6 月　信州大学医学部附属病院医員
1995年 4 月　信州大学医学部附属病院助手
1996年11月　医学博士・博士（医学）［信州大学］
1997年 4 月　信州大学医学部附属病院講師
1997年10月　 文部省在外研究員スウェーデンカロリンス

カ大学歯学部
2001年 6 月　信州大学医学部准教授
2011年 7 月　信州大学医学部教授
　　　　　　現在に至る
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下顎歯肉癌切除後の歯科インプラントによる咀嚼機能回復
―口腔外科の立場から―

堀田　聡
奈良県立医科大学口腔外科学講座

　下顎歯肉癌切除では，腫瘍の大きさにより下顎だけで
なく，舌，口底，頰粘膜，口唇，皮膚などを含めた欠損
が生じる場合がある．その軟組織・下顎骨欠損の大きさ
により，再建方法が選択されるが，どの方法においても
少なからず患者の QOL に影響することは，明らかである．
これは，下顎が咀嚼・嚥下・構音などの機能および顔貌
という整容を担う重要な部分であるためである．そのた
め，これらの回復においては，機能面および審美面に考
慮する必要がある．また術後早期の咬合の回復として，
顎義歯が用いられることが多いが，下顎骨形態の変形，
軟組織の拘縮，口腔前庭の喪失や，遊離骨皮弁により再
建された顎骨では皮弁により不安定となり，咀嚼機能の
回復は困難となる場合も多い．そうした中，広範囲顎骨
支持型装置の保険導入が認められ，咀嚼機能回復に歯科
インプラント（以下，インプラント）が，再建症例にお
いても大きな役割を果たすことが，期待されている．し
かし，通常のインプラント治療と比較し，下顎歯肉癌切
除後は，硬組織・軟組織ともに欠損や変形をきたしており，
さまざまな問題が生じることも事実である．そのため，
インプラント計画に関しては，最終補綴を考慮した手術
前シミュレーションに始まり，硬組織処置，埋入部位・
手技，術後管理，軟組織処理，補綴方法，メンテナンス
にわたるまで，各ステージにおいて個々に対応する必要
がある．特に，インプラント治療後において長期の安定
した咀嚼機能の回復のためには，自己のメンテナンスは
重要であり，インプラント周囲粘膜の安定化のための軟
組織処置は特に重要と考える．もちろん，悪性腫瘍の再
発の可能性を含め，術後の経過観察は必須である．

　本講演では，当科での下顎歯肉癌の再建方法について
少しふれ，術後のインプラント治療による咀嚼機能回復
を行う際の，問題点を挙げ，その具体的な対応策につい
て検討するとともに，今後の課題について口腔外科医の
立場から述べたいと考えている．

略　歴
2003年　朝日大学歯学部歯学科卒業
2003年　奈良県立医科大学附属病院臨床研修医
2005年　奈良県立医科大学附属病院麻酔科医員
2006年　奈良県立医科大学附属病院口腔外科医員
2012年　奈良県立医科大学口腔外科学講座助教
2017年　博士（医学）取得
　　　　奈良県立医科大学口腔外科学講座学内講師
2020年　奈良県立医科大学口腔外科学講座講師
　　　　現在に至る

資格・免許等
・日本口腔外科学会専門医 / 指導医
・日本顎顔面インプラント学会専門医
・日本口腔科学会認定医 / 指導医
・日本 ACLS 協会 BLS インストラクター
・日本障害者歯科学会認定医
・臨床研修指導歯科医

受賞歴
・日本顎顔面インプラント学会優秀論文賞，2013
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下顎再建後の歯科インプラント　補綴医の立場から
―咀嚼機能の評価方法について―

城戸　寛史
福岡歯科大学咬合修復学講座口腔インプラント学分野

　下顎歯肉癌の治療後の機能回復では，再建の範囲，再
建に利用される移植骨や骨補填材の種類，皮弁の有無，
再建骨の位置，残存歯や対合歯の配置，舌運動や顎運動
などの機能障害の有無など，治療結果に影響する因子は
多い．再建後にインプラントを利用することにより，補
綴装置の確実な維持と強固な支持域の拡大が可能となり，
残存歯に負担の少ない修復治療が可能である．
　最終的な補綴装置を支持するインプラント体を埋入す
るための十分な量の骨が適切な位置に再建され，アバッ
トメントが貫通する軟組織が健康な口腔粘膜であれば，
通常のインプラント治療と全く同じコンセプトで治療が
可能であると考えられる．最近のデジタル技術の導入に
よって，再建手術前にインプラント手術をシミュレーショ
ンして，再建手術の内容を検討することが可能になって
おり，再建骨の位置の問題は少なくなるかもしれない．
　65 歳以上の口腔機能の低下を認める患者を対象とし
て，口腔機能の重症化予防，口腔機能低下への対応，生
活の質に配慮した歯科医療を推進し，ライフステージに
応じた口腔機能管理を目的として，口腔衛生状態不良，
口腔乾燥，咬合力低下，舌口唇運動機能低下，低舌圧，
咀嚼機能低下，嚥下機能低下に関する検査が患者の口腔
機能の評価として，すでに一般歯科治療に取り入れられ
ている．これらの口腔機能の検査や管理に関するコンセ
プトは下顎歯肉癌の治療後の患者の機能の回復や維持の

評価にも有効であると思われる．
　本シンポジウムではこれまでに経験した，いくつかの
症例を供覧し，患者の咀嚼機能回復程度を正確に評価し，
さらに長期的に高い QOL を維持するために必要な検査
方法について考察したい．

略　歴
1984年 3 月　福岡歯科大学卒
　同年 4 月　九州歯科大学（歯科補綴学第 1 講座）助手
1995年 4 月～ 1996年 3 月　アメリカ合衆国カリフォルニ

ア州ロマリンダ大学海外研修員
1999年 3 月　福岡歯科大学口腔インプラント学分野講師
2001年 3 月　 福岡歯科大学口腔インプラント学分野准教

授
2012年 1 月　福岡歯科大学口腔インプラント学分野教授
　　　　　　現在に至る

主な所属学会
顎顔面インプラント学会指導医理事
日本口腔インプラント学会指導医代議員
日本補綴歯科学会指導医
日本スポーツ歯科医学会理事
International Congress of Oral Implantoloty （ICOI） 
Academy of Osseointegration （AO）（Active Member）
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放射線治療と歯科インプラント

林　富雄
愛知医科大学大学院医学研究科口腔外科

　下顎歯肉癌の標準治療は外科的切除であるが，切除に
よる顎骨欠損により，咀嚼機能をはじめとする顎口腔機
能は障害され，患者の QOL は著しく低下する．
　従来，顎骨欠損に対しては顎義歯による機能回復が行
われてきたが，顎骨欠損が広範囲に及ぶような症例では，
顎義歯の安定・維持を保つのは非常に難しく，患者の十
分な満足を得られない場合も多い．このような症例に対
して，歯科インプラントを使用した顎口腔機能の回復が
普及するようになると，従来からの顎義歯を使用した機
能回復では考えられないような顎口腔機能の回復を見込
むことが可能となり，治療後の患者満足度も著しく高い
ものとなっている．
　下顎歯肉癌に対して外科的切除を行った後，顕微鏡的
切除断端陽性（incomplete resection : ICR）や転移リン
パ節における節外浸潤（extranodal extension : ENE）な
どが判明した再発高リスク患者では，術後補助療法とし
て化学放射線療法が行われる．
　術後補助療法後に歯科インプラントを使用して顎口腔
機能の回復を図る場合，最も憂慮される点としては，歯
科インプラントに対する放射線治療の影響が挙げられる．
放射線治療を受けた骨への歯科インプラントの埋入は，
本当にオッセオインテグレーションを獲得することがで
きるのか，埋入によって放射線性骨壊死を引き起こすこ
とになるのではないか，放射線治療を受けていない骨へ
の埋入と比べてどのような違いがあるのか，オッセオイ
ンテグレーションの獲得をより確実にするための方法は

あ る の か な ど， ク リ ニ カ ル ク エ ス チ ョ ン（clinical 
question : CQ）は枚挙にいとまがない．
　このシンポジウム 1 における “放射線治療後の歯科イ
ンプラント” では，このような CQ に対してシステマ
ティックレビューやメタアナリシスなどの文献的考察を
拠り所に，術後補助療法後，特に放射線治療後の顎口腔
機能の回復に用いる歯科インプラント治療を安全にかつ
有効に実施するための道筋を示すことができればと考え
ている．

略　歴
2009年 3 月　九州歯科大学歯学部歯学科卒業
2014年 4 月　 愛知医科大学大学院医学研究科口腔外科学

医員
2016年 3 月　 愛知医科大学大学院医学研究科口腔外科学

修了
2016年 4 月　 愛知医科大学大学院医学研究科口腔外科学

助教

所属学会
（公社）日本顎顔面インプラント学会
（公社）日本口腔外科学会
（特非）日本口腔科学会
（公社）日本化学療法学会
（一社）日本摂食嚥下リハビリテーション学会
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シンポジウム 2

ザイゴマインプラント治療の
有用性を検証する

高森　等
日本歯科大学

佐藤　淳一
鶴見大学歯学部附属病院口腔顎顔面インプラント科

　ザイゴマインプラント治療は，上顎顎堤吸収の進行し
た症例や上顎欠損例において，骨移植や上顎洞底挙上術
などを避けることができる有効なオプションの一つであ
る．しかし，本治療はインプラント体を上顎臼歯部から
頰骨に埋入するため，解剖学的知識や口腔外科的技量が

必須となる．長期臨床成績が良好であるとする報告があ
る一方，上顎洞炎などのトラブル例も多く，手術の際に
は十分に注意して行う必要がある．
　今回，各シンポジストの講演を通して，治療の有用性
や問題点を検証する．
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解剖学からみたザイゴマインプラント治療

井出　吉昭
日本歯科大学生命歯学部解剖学第 1 講座

　Brånemark により開発されたザイゴマインプラン
トは，上顎骨と共に頰骨をインプラントの埋入部位
として利用することにより，上顎後方部に安定した
インプラント支持を得られる．そのため，癌治療後
の顎骨再建や上顎臼歯部の顕著な顎骨吸収がみられ
る場合において，有用なインプラント治療であると
されている．ザイゴマインプラントの埋入（原法）は，
上顎洞粘膜を剥離後に小臼歯顎堤部から頰骨の側頭
突起と前頭突起の間に位置する切痕部に向けて埋入
窩を形成して行われる．
　ザイゴマインプラント治療を考察するためには，
上顎骨，頰骨の形態学的特徴を十分に理解しておく
ことが重要である．上顎骨は顔面の 2/3 を占める有
対骨であり，骨の中央部に位置する上顎洞を含む上
顎骨体とこれより突出する 4 つの突起（上方：前頭
突起，下方：歯槽突起，外方：頰骨突起，内方：口
蓋突起）により構成され，周囲の骨と接して鼻腔，
眼窩，骨口蓋を形成する．そして，上顎骨の頰骨突
起の上方に位置する頰骨は，顔面，眼窩，側頭窩を
形成する 3 つの面（外側面，眼窩面，側頭面）とそ
の他に 2 つの突起（側頭突起，前頭突起）を有する
骨である．本講演では，以上の骨の基本形態を踏まえ，
ザイゴマインプラント治療の利点や注意すべき偶発
症などを解剖学的視点で考えていく．
　本講演で解剖学的な理解を深めていただき，本シ
ンポジウムのテーマである「ザイゴマインプラント
治療の有用性」を検証する際の助けとなれば幸いで

ある．

略　歴
2001年 3 月　日本歯科大学歯学部卒業
2001年 3 月　 日本歯科大学大学院歯学研究科博士課

程（解剖学第 1 講座）修了
2005年 4 月　 日本歯科大学歯学部歯科放射線学講座

助手
2007年 4 月　 日本歯科大学生命歯学部歯科放射線学

講座助教
2009年 4 月　 日本歯科大学生命歯学部発生・再生医

科学助教（異動）
2010年 4 月　 日本歯科大学生命歯学部発生・再生医

科学講師
2013年 3 月　 Visit ing Professor ,  Inst i tute for 

Reconstructive Sciences in Medicine, 
and University of Alberta, Canada（海
外留学，2 年間）

2019年10月　 日本歯科大学生命歯学部解剖学第 1 講
座准教授（異動）

日本口腔インプラント学会基礎系指導医（2015 年 7
月取得）
第 39 回日本口腔インプラント学会学術大会デンツプ
ライ賞（2010 年 9 月受賞）
平成 22 年度日本口腔インプラント学会論文奨励賞

（2010 年 9 月受賞）
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ザイゴマインプラント治療の術式と症例

下尾　嘉昭
MALO CLINIC TOKYO

　1990 年 P.I Brånemark らによって頰骨を支持骨と
するインプラント治療として，ザイゴマインプラン
ト（Zyogoma Implant：以下 ZI）が発表された．そ
の埋入術式は，まず頰骨下陵近心の上顎洞前壁骨を
バーにて削除して上顎洞粘膜を後方へ剥離する．そ
して ZI が上顎骨と上顎洞粘膜の間に位置するように
歯槽頂付近にスターティングポイントを決定する．
ほとんどの症例は，歯槽頂よりやや口蓋側がその位
置にあたり，そこから頰骨へ向かってドリリングを
行う．ドリリングは頰骨外側まで行い，ディプスゲー
ジにてそこまでの距離を測定してインプラント体の
長さを決定する．そして，歯槽骨口蓋側のスターティ
ングポイントからインプラント体を埋入し，カバー
スクリューを締結した後に完全閉鎖を行う．この術
式の問題点は，補綴装置のアクセスホールが口蓋側
に位置することであった．その後，ZI の表面性状や
形状の変化に伴い，さまざまに術式が改良されるよ
うになった．前述した問題点を改良するため，Stella 
JP らは，Slot Technique を考案した．この術式は，
頰骨下陵近心部に Slot を形成して，その部分のみイ
ンプラント体が上顎骨より外側に露出する方法であ
る．これにより，オリジナルプロトコールより，ア
クセスホールがやや歯槽頂側に変化した．その後，
MALO は，頰骨内部に埋入される先端部のみにス
レッドを付与した形状に ZI を改良し，これを用いた

ExtraMaxillary Technique を発表した．この術式は，
よりスターティングポイントを歯槽頂に位置させる
ため，ZI のスレッドのない部分がプラットフォーム
まで上顎骨より外側に露出する．この方法を行うこ
とで，補綴装置のアクセスホールが良好な位置とな
り，メンテナンスが容易な形態となった．さらにイ
ンプラント体の先端にテーパーが付与されたため，
即時荷重も可能になった．現在われわれは，ZI を用
いる症例はすべて即時荷重を行っている．今回のシ
ンポジウムでは，この術式の手順や片側に 2 本の ZI
を埋入する方法などを詳しく解説する．

略　歴
1990年　東京歯科大学卒業
1990年　帝京大学医学部付属病院研修医
1992年　 帝京大学医学部付属病院救命救急センター

医局員
1993年　帝京大学医学部形成顎顔面口腔外科学講座
2005年　 岸病院高度インプラントセンター・センター

長
2009年　MALO CLINIC CLINICAL RESIDENCY
2011年　MALO CLINIC TOKYO 院長
　　　　歯学博士
　　　　日本口腔インプラント学会指導医・専門医
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ザイゴマインプラント治療の合併症と臨床成績

木津　康博
東京歯科大学口腔腫瘍学講座

東京歯科大学口腔インプラント学講座
医社団）木津歯科オーラル＆マキシロフェイシャルケアクリニック横浜

　上顎臼歯部欠損の歯科インプラント治療では，外傷や
癌治療後の顎骨欠損を伴っている場合や，高度な顎骨吸
収や上顎洞の存在により，埋入手術を行う上で顎骨のみ
にインプラント支持を求めることが困難な場合がある．
これらの症例には，上顎洞底挙上術などの骨補填剤や自
家骨を使用する顎堤増生術が選択されることもある．し
かし，骨補填材は生着，骨化面での不安がある．また，
自家骨移植による骨増生時では，他部位より骨を採取す
るため手術部位が複数箇所になり，手術侵襲が増大する
問題がある．
　そこで，ザイゴマインプラントは広範囲の顎骨欠損や
高度な顎堤吸収を呈した上顎骨にも応用できるように，
ブローネマルク教授が開発した．このインプラントは残
存した上顎骨と頰骨に支持を求めるため力学的にも安定
し，かつ骨造成を回避することが可能である．その有効
性および高い成功率は近年多く報告されている．本国に
おいても 1998 年より臨床応用され，長期的な臨床経過も
良好である．さらに，われわれが報告しているザイゴマ
インプラントの力学的，頰骨の解剖学的な検討において
も良好な研究結果を示している．一方，合併症として，
アバットメント連結部周囲粘膜の炎症や上顎洞炎が報告
されている．また，インプラント周囲組織の重度な炎症や，
インプラント体の破折などが生じた場合には，インプラ
ント体の除去手術が必要となる．その際には，通常の歯
科インプラントと比較して，ザイゴマインプラントの除
去手術は大きな侵襲となることも多く，患者にとって大
変苦痛な手術となる．さらには，ザイゴマインプラント
の脳内や側頭下窩への誤埋入などの重大な医療事故も近

年報告されており，術者の高い外科技術力が重要となる．
　今回，1998 年 4 月以降に東京歯科大学市川総合病院歯
科・口腔外科に来院し，ザイゴマインプラントの咬合機
能回復後 10 年以上経過したインプラントの長期臨床成績
と合併症について報告する．

略　歴
1993年　　　　東京歯科大学卒業
1997年　　　　 東京歯科大学大学院歯学研究科修了（歯

学博士授与）
1997～2007年　 東京歯科大学オーラルメディシン講座助

手・講師
2002～2003年　 カナダ・アルバータ大学ミゼリコルディ

ア病院顎顔面インプラント補綴リハビリ
テーション科クリニカル・リサーチフェ
ロー

2007～2019年　 東京歯科大学オーラルメディシン・口腔
外科学講座臨床講師

2008年～　　　医療法人社団木津歯科理事長
2009～2019年　 東京歯科大学口腔インプラント学講座臨

床講師
2012年～　　　鶴見大学歯学部病理学講座非常勤講師
2019～2020年　 東京歯科大学オーラルメディシン・口腔

外科学講座臨床准教授
2019年～　　　 東京歯科大学口腔インプラント学講座臨

床准教授
2020年～　　　 東京歯科大学口腔腫瘍外科学講座臨床准

教授
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シンポジウム 3

新規人工材料の特徴と将来展望について

武知　正晃
広島大学大学院医系科学研究科口腔外科学

宮本　洋二
徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔外科学分野

　最近，骨量が不足した症例において，自家骨に代わり
人工材料を用いた GBR 等のインプラント治療のための骨
造成が盛んに行われるようになってきました．そしてイ
ンプラント適用が認められた人工材料も開発され，今後，
多くの症例で臨床に応用されると期待されます．しかし
それらの人工材料の最適な選択や自家骨と比べての問題

点も残されており，そのため，新たな人工材料の開発も
行われています．本シンポジウムでは，新規人工材料の
開発に取り組んでこられた 3 人の演者に各種人工材料の
特徴，問題点と将来展望についてご講演いただき，皆様
とディスカッションを行いたいと思います．
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骨補填材としての炭酸アパタイトの現状と今後の展開

宮本　洋二
徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔外科学分野

　われわれは九州大学との共同研究で，炭酸アパタイト
の合成に成功し，その緻密顆粒が 2018 年よりサイトラン
ス グラニュールとして市販されています．サイトランス
は世界初の炭酸アパタイト組成の骨補填材で，日本では
初めてインプラントのための骨造成に対する適応が認め
られました．本シンポジウムでは，まず，サイトランス
による上顎洞底挙上術の長期症例を報告すると共に，
GBR，リグロースとの併用症例等を供覧し，私が考える
サイトランスの特長と感染時の対処法などの使用上の注
意を述べます．
　次に，現状のサイトランスの問題点について考え，今
後の展開についてもお話します．現在のサイトランスは
緻密顆粒であるため，操作性に劣ります．充填しにくく，
さらに充填後に移動することがあります．この解決には，
一般にコラーゲンとの複合化が用いられます．通常はウ
シやブタのコラーゲンを使用しますが，ウイルスなどの
病原体混入の可能性が残ります．私たちはヒトとの共通
のウイルスがないと言われている魚ウロココラーゲンと
の複合化で，柔軟な骨補填材を試作しました．
　さらに再生医療用の担体への応用のための多孔化につ
いても研究しています．炭酸アパタイトは骨に置換する
ため，異物として生体内に残留しない理想的な担体にな
りうると考え，2 つの方法で多孔化に成功しています．

一つは，硫酸カルシウムを出発物質とする方法で，硫酸
カルシウムを水と練和し，その中にマイクロファイバー
を混合，硬化後，ファイバーを高温で焼却，除去するこ
とによって，硬化体内にファイバーの形の空洞を作製で
きます．この多孔体を，形態を変えずに炭酸アパタイト
に変換することに成功しています．もう一方は，水酸化
カルシウムを出発物質としてバインダーと共に押出成形
機に通す方法です．ちょうど，トコロテンを押し出すよ
うにして連通気孔多孔体の作製にも成功しました．これ
ら多孔体の動物実験の結果についても紹介する予定です．

略　歴
昭和58年 3 月　徳島大学歯学部歯学科卒業
昭和62年 3 月　徳島大学大学院歯学研究科修了
昭和62年 4 月　徳島大学歯学部附属病院助手
平成 4 年 4 月　徳島大学歯学部附属病院講師
平成15年12月　 秋田大学医学部附属病院歯科口腔外科助

教授
平成17年 6 月　 秋田大学医学部附属病院歯科口腔外科教

授
平成19年 4 月　 徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔外科

学分野教授
平成31年 4 月　徳島大学歯学部長
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チタン粉末より造形するフルカスタムデバイスの
顎顔面インプラント治療への応用

植野　高章
大阪医科大学口腔外科学教室教授

　歯科インプラントが歯の欠損補綴の有効な回復術とし
て普及するにつれ顎骨の量的不足を補うための顎骨造成
術も増えている．顎骨造成術への移植材は患者自身の腸
骨，下顎骨などの自家骨が最適な材料であるが，その採
取量に限界があることや採取に伴う外科的侵襲が問題と
なる．一方，人工骨の開発も進み，骨量回復への有効性
も多く報告されている．しかし使用される人工骨の多く
は粒状であり，複雑な形態の顎骨欠損では，粒子を欠損
部に填塞・固定することに難渋する．この問題を解決す
るために患者固有の顎骨欠損に適合するフルカスタムメ
イドプレートを純チタン粒子から造形するレーザ積層造
形法を応用し，その製品実用化を目指している（特定臨
床研究法による認定臨床研究審査委員会承認 大阪医科大
学）．
　この講演ではフルカスタムメイドで作製した患者適合
型チタン（フルカスタム）デバイスと人工骨を用いた顎
骨造成術について紹介する．
　患者適合型デバイス作製方法は以下の通りである．患
者 CT 情報（DICOM）から顎骨形状を画像解析ソフトに
より PC 上で顎骨を再現，歯科インプラント植立に最適
なメッシュ状プレートを，テンプレートを参照して自由
にデザインする．その STL 情報をもとにして選択的レー
ザー溶融機器を用いチタン粒子をデザイン通りに溶融し，
溶融部分を積み重ねフルカスタムメイドでプレートを作
製する．
　手術においての使用は，従来品と違い形状適合がすで
になされているのでカッティング，屈曲などの操作は不
要である．骨欠損への適合確認後に欠損部にプレートを
スクリュー固定し，粒状人工骨を用いて骨造成を行って
いる．骨造成後，あるいは同時に歯科インプラント埋入
を行う．
　さらにわれわれは，このフルカスタム自由造形技術を

顎骨再建患者への患者適合型プレートとしての実用化を
進めている．顎骨腫瘍摘出後や粉砕骨折などへの使用が，
従来型の平板プレートで難渋する形状整形を簡略化し，
手術時間短縮による患者・術者の負担軽減から，質の高
い顎再建医療を可能とすることを期待している．

略　歴
1988年　岡山大学歯学部歯学科卒業
1988年　岡山大学歯学部口腔外科学第一講座研究生
1993年　岡山大学歯学部附属病院助手（第一口腔外科）
1995年　 米国ワシントン大学（シアトル）歯学部顎顔面

外科学教室留学
2002年　 歯学博士（岡山大学）骨形成細胞の増殖，分化

過程の超微細構造学的組織観察
2007年　 カリフォルニア大学ロサンジェルス校歯学部招

聘（文部科学省）
2008年　 John Hopkins Medical Center Singapore 派遣

（中国・四国がんプロ養成コンソーシアムより）
2009年　福井大学医学部准教授（口腔外科学教室）
2011年　大阪医科大学医学部教授（口腔外科学教室）

役職・資格
日本口腔外科学会代議員
日本口腔科学会評議員
日本口腔ケア学会理事
日本硬組織生物学会理事
国際歯科医療安全機構理事

日本口腔外科学会専門医・指導医
日本口腔科学会専門医・指導医
日本口腔インプラント学会専門医・指導医
日本顎顔面インプラント学会指導医
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リン酸オクタカルシウム・コラーゲン複合体
（OCP/Col - Bonarc Ⓡ）の最新の知見と今後の展望

三浦　桂一郎
東北大学大学院歯学研究科顎顔面・口腔外科学分野

　顎顔面口腔外科領域では，悪性腫瘍，顎裂，囊胞，外
傷など，骨欠損が生じる病態が多岐に渡る．これらの病
態から生じる骨欠損が大きいと骨の自己修復が望めなく
なるため，現在は口腔機能の回復を目的としてさまざま
な骨再建や骨造成が行われている．腸骨や腓骨を用いる
自家骨移植は骨芽細胞や成長因子を含んでいるため現在
でも標準的な治療だが，採骨量に限界があることや，ド
ナーサイトへの侵襲によって一時的にではあるものの確
実に患者の QOL を低下させるため，自家骨に置き換わ
る人工骨の開発が望まれてきた．現在，口腔外科領域で
用いられている人工骨は，ハイドロキシアパタイト（HA）
やβ - リン酸三カルシウム（β -TCP）の高温焼結による
成形体などがあり，これらを骨欠損部に用いた骨再生治
療が行われているが，未だに自家骨に置き換わる骨代替
材料は存在していない．
　このような背景から，これまでわれわれは，リン酸オ
クタカルシウムは（OCP）が生体内で生体アパタイトの
前駆物質として働く点に着目し研究をしてきた．OCP は
骨形成を促進すること，骨芽細胞の分化を促進すること，
人工合成が可能なこと，HA やβ -TCP と比較して生体
内吸収性が優れることがわかっている．ただし，OCP は
焼結によって特徴が失われてしまうことや操作性が悪い

ことから，医療用コラーゲンと複合化させたリン酸オク
タカルシウム・コラーゲン複合体（OCP/Col - Bonarc Ⓡ）
を開発し，2015 年より東北大学を含めた全国 9 施設の治
験協力施設での臨床試験を進め，2019 年に厚生労働省よ
り製造販売承認を取得し，製品化に成功した．今回，治
験で得られた臨床経過をお伝えするとともに，OCP/Col
の新たな知見も得られているため，今後の展望をお伝え
したいと思う．

略　歴
2007年　　　　　東北大学歯学部卒業
2012年　　　　　 東北大学大学院歯学研究科修了（歯学

博士）
2012年～2013年　 長崎大学医歯薬学総合研究科顎口腔再

生外科学分野助教
2013年～2014年　 医療法人昭和会今給黎総合病院歯科口

腔外科
2014年～2020年　 長崎大学医歯薬学総合研究科顎口腔再

生外科学分野 助教
2020年～　　　　 東北大学大学院歯学研究科顎顔面・口

腔外科学分野助教
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シンポジウム 4

口唇口蓋裂の一貫治療における
インプラント治療

高橋　哲
東北大学大学院歯学研究科顎顔面・口腔外科学分野

西條　英人
東京大学医学部附属病院口腔顎顔面外科・矯正歯科　口唇口蓋裂センター

　唇顎口蓋裂患者に対する，インプラントを用いた咬合
回復は，平成 24 年より保険収載され，予知性が高く非常
に有用な方法である．しかし，その一方で，①顎裂部に
おける骨状態，②インプラント埋入周囲の軟組織の状態，
③インプラント埋入ポジションの問題などの多くの問題
が未だ残っている．本シンポジウムではこうしたさまざ
まな問題点を掘り下げることを目的とした．4 名のシン
ポジストはそれぞれ唇顎口蓋裂患者のインプラント治療
に豊富な経験を持っている方々である．高橋　哲先生か

らは顎裂骨移植部へのインプラント治療の歴史的な背景
と長期成績について，南　克浩先生からはこれまでの治
療経験を踏まえた有用性と問題点について，松沢祐介先
生には顎裂部へのインプラントのための骨移植を中心に，
そして西條英人先生にはインプラント治療の適応と集学
的治療の重要性をお話いただき，唇顎口蓋裂患者へのイ
ンプラント治療の現状と問題点について検証したい．本
シンポジウムを通して，今後唇顎口蓋裂患者に対してよ
り多くの恩恵が得られる治療であることを再確認したい．
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口唇裂・口蓋裂患者の永久歯咬合形成における
デンタルインプラントの意義

高橋　哲
東北大学大学院歯学研究科顎顔面・口腔外科学分野

　顎裂部への新鮮自家腸骨海綿骨細片移植術とそれに続
く永久歯の萌出誘導・矯正治療による永久歯の咬合形成
は口唇裂・口蓋裂患者の咬合治療のゴールデンスタンダー
ドである．しかし症例によっては矯正治療のみによる咬
合形成が困難であったり，不適切である場合がある．ま
た顎裂部への骨移植がなされず欠損補綴による咬合形成
が行われる場合もある．このような症例では義歯やブリッ
ジなどの欠損補綴による咬合再建が行われてきた．しか
し近年では顎裂部骨移植後のインプラント植立が新たな
咬合形成治療として確立されつつある．インプラントは
ブリッジなどと比較して，多数の支台歯の歯の切削や歯
髄処置を回避し，審美的にも優れ装着による違和感がな
いといった多くの利点があり，広範囲顎骨支持装置とし
て保険治療の適用にもなった．しかし顎裂部骨移植は 11
歳未満で犬歯萌出前に行われることが多く，インプラン
ト植立の時期は成長が終了した時点であるため骨移植の
時期とインプラント植立の時期には 5 年以上の長期の
ギャップが存在し，多くの場合移植骨の吸収が起き，審
美的なインプラント治療が困難となることが多い．また
これらの患者の口腔粘膜は複数回に及ぶ手術による瘢痕
形成も多く，多くの症例で前庭拡張術などティッシュマ

ネージメントが必要となる．本講演では口唇裂・口蓋裂
患者の永久歯咬合形成におけるデンタルインプラントの
意義および問題点ついて皆さんと一緒に考えてみたい．

略　歴
1983年　東北大学歯学部卒業
1987年　 東北大学大学院歯学研究科修了（口腔外科学専

攻）
1987年　 米国南カリフォルニア大学，ロンドン大学ユニ

バーシティーカレッジ留学
1990年　東北大学口腔外科学第二講座助手
1994年　 秋田大学医学部歯科口腔外科助手，翌年講師昇

任
2000年　 九州歯科大学口腔外科学第二講座（後口腔顎顔

面外科学講座形態機能再建学分野に名称変更）
教授

2012年　 東北大学大学院歯学研究科口腔病態外科学講座
顎顔面・口腔外科学分野教授

2016年　東北大学病院総括副病院長併任
　　　　（2020 年 3 月まで）
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当科におけるインプラント治療と長期成績

南　克浩
愛知学院大学歯学部口腔先天異常学研究室
愛知学院大学附属病院口唇口蓋裂センター

　口唇口蓋裂では専門家のチームアプローチによる一貫
治療が行われている．欠損歯や口腔鼻腔廔孔に対して補
綴装置を装着することで審美性および機能性の回復を図
るが，従来は最終補綴装置として審美・機能の回復に加
えて，歯および歯槽弓の後戻り防止の観点から比較的大
型な橋義歯やバーアタッチメントなどの固定性補綴装置
や可撤性補綴装置が用いられてきた．
　近年口唇口蓋裂一貫治療の中に顎裂部骨移植が組み込
まれ，口唇口蓋裂患者の矯正治療後の補綴治療が変化し
てきた．これまで必要とされていた上顎の再狭窄に対応
する設計が，顎裂再建により通常の欠損補綴に近い形に
なってきた．それによりインプラントも治療のオプショ
ンの一つとして適用されてきている．
　われわれの施設は，東海地方で出生した口唇口蓋裂児
の 6 割程度が受診しており，口唇口蓋裂患者に多くみら
れる側切歯欠損症例に対してインプラントを積極的に応
用してきたので，代表症例を供覧したい．
　さらにインプラント治療の有用性と課題について，
2005 年度から 2019 年度に当科で顎裂部へのインプラン
ト治療を行い，最終補綴から 5 年以上経過した 22 名の経
過を検討した．治療時の患者の平均年齢は 21.4. 歳であっ
た．22 名中 19 名の患者は交換期顎裂部骨移植を受けて
おり，3 名は本治療の際に骨移植を行った．17 名の患者
でフィクスチャー埋入の際に追加の骨移植を必要とした．

2 名の患者で脱落が認められた．この 2 症例はいずれも
最終補綴装着後早期に脱落していた．その他の症例では
長期的には安定しており，患者および家族の満足度は高
かった．この結果から，顎裂再建とインプラント治療は
口唇口蓋裂患者の補綴において信頼性のあるオプション
であると考えられた．しかし多くの症例で，以前に骨移
植が施行されていても埋入に際しては追加の骨移植が必
要であること，さらに付着歯肉の喪失や歯頸部の露出な
どによる口腔衛生管理の困難さなど軟組織の問題が残さ
れている．

略　歴
1986年 3 月　大阪大学歯学部卒業
1991年 3 月　大阪大学大学院歯学研究科修了歯学博士
1991年 4 月　大阪大学歯学部付属病院医員（第 2 口腔外科）
1992年 4 月　 国家公務員等共済組合連合会大手前病院医

員（歯科口腔外科）
1994年 7 月　 大阪大学歯学部付属病院医員（第 2 口腔外

科）
2002年 4 月　 大阪大学大学院歯学研究科助教（口腔外科

学第 2 講座）
2005年 4 月　愛知学院大学歯学部講師
　　　　　　現在に至る
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顎裂骨移植部へのデンタルインプラントの問題点

松沢　祐介
恵佑会札幌病院歯科口腔外科

　口唇口蓋裂治療の進歩に伴い，顎裂部骨移植を行い永
久歯の萌出誘導や矯正治療による歯の移動を行うことで，
欠損補綴を行わずに咬合を確立することが可能となった．
しかしながら，永久歯が欠損していたり，永久歯の位置
や形態の異常により顎裂部で歯列の連続性を得ることが
できない症例や，不幸にも望ましい治療結果が得られな
かった二次症例では前歯部の補綴を余儀なくされること
がある．演者はこのような症例に対しデンタルインプラ
ント（以下，インプラント）を用いた咬合再建を行って
きた．昨今，審美領域に対するインプラント治療の進歩
には目覚ましいものがあり，審美的にも機能的にも良好
な結果が得られているが，口唇口蓋裂患者の前歯部に対
するインプラント治療では多くの問題点があり，同様の
治療結果を得ることは容易ではない．その理由としては，
①顎裂部に大きな骨欠損が存在する，②顎裂部に骨架橋
が得られていても，インプラントを埋入するのに十分な
骨量がない，③歯槽部に手術侵襲が加わっていることに
より組織が硬く血流の問題がある，④口腔前庭は浅く角
化歯肉の幅が狭い，⑤矯正治療の後戻りが大きいなどと
いった問題点が挙げられる．これらの問題点を解決する
ためにはさまざまな手法を用いる必要がある．演者がこ
れまでに顎裂骨移植部にインプラントを埋入した症例は
9 症例 11 顎裂であった．裂型別内訳は片側唇顎裂が 2 顎
裂，両側唇顎裂が 1 例 2 顎裂，片側唇顎口蓋裂が 5 顎裂，

両側唇顎口蓋裂が 1 例 2 顎裂であった．そのうち，永久
犬歯萌出前にいわゆる二次的顎裂部骨移植術が行われて
いた症例は 7 例で，2 例は顎裂が未閉鎖のままであった．
インプラントを埋入するにあたり複数回の骨移植を必要
とした症例は 5 症例 6 顎裂で，口蓋粘膜移植による口腔
前庭拡張術例を行った症例は 5 症例 7 顎裂であった．い
ずれの症例も術後の経過は良好であるが，今回はその治
療の詳細について報告する．

略　歴
1995年 3 月　北海道大学歯学部卒業
1997年 4 月　北海道大学大学院歯学研究科入学
2001年 3 月　北海道大学大学院歯学研究科修了
2001年 4 月～2002年 3 月　北海道大学歯学部附属病院医員
2002年 4 月～2004年 3 月　近畿大学医学部形成外科助手
2004年 4 月～2004年 7 月　同講師
2004年 8 月～2007年 2 月　北海道大学病院医員
2007年 3 月～2009年 3 月　 北海道大学歯学研究科口腔病

態学講座口腔顎顔面外科助手
2009年 4 月～2017年 3 月　同助教
2017年 4 月～　恵佑会札幌病院歯科口腔外科勤務
2019年 5 月～　恵佑会札幌病院歯科口腔外科副部長
　　　　　　　現在に至る



167
日本顎顔面インプラント学会誌
Vol. 19, No. 3, 2020

唇顎口蓋裂に対するインプラント治療の適応と問題点

西條　英人
東京大学医学部附属病院口腔顎顔面外科・矯正歯科　口唇口蓋裂センター

【はじめに】
　広範囲顎骨支持型装置は平成 24 年より保険導入され，唇顎
口蓋裂のような先天性疾患も含まれている．唇顎口蓋裂の治
療は，出生後より治療が始まるため，長期的な治療計画が必
要となり，また，他専門家との集学的治療が非常に重要である．
そのため，デンタルインプラントに関しても，他専門家と連
携しながらの治療が必要である．本シンポジウムでは，唇顎
口蓋裂のインプラント治療に対して，自験例を参考に問題点
を挙げ，それらについて議論したいと考えている．
【唇顎口蓋裂患者に対する，広範囲顎骨支持型装置の問題点】
① 顎裂部における骨状態の問題：唇顎口蓋裂患者に対して，

広範囲顎骨支持型装置を用いた咬合再建は非常に有用な方
法である．しかし，インプラント施行時には移植した顎裂
部の骨は萎縮していることもあり，再骨移植が必要となる．
また，近年，優れた人工骨が開発されているが，保険収載
されていないため，使用できないことが問題点として挙げ
られる．

② 周囲軟組織の問題：インプラント埋入時には複数回の手術
が行われているため，埋入予定部位の粘膜が瘢痕化してい
る症例がある．また，口腔前庭が浅い症例や，インプラン
ト周囲粘膜の状態が悪い症例もあり，メインテナンスが重
要となってくる．

③ インプラント埋入ポジションの問題：唇顎口蓋裂患者の場
合，顎裂骨移植時の移植床形成の状態により，骨の形成部
位が異なってくる．症例によっては適切な位置にインプラ
ントを埋入することが困難でるため，骨量の評価が重要で
ある．また，インプラントポジションに関しては矯正歯科
医との相談し，上部構造によっては上口唇の形態が変化す
ることもあるため，外科医との連携も必要である．

【まとめ】
　広範囲顎骨支持型装置は，機能的および審美的にも回復が
可能な方法である．しかし，一方で，多くの問題が残っており，
今後は，こうした問題点を解決することが，将来的にさらな
る治療効果の躍進につながると考えている．

略　歴
平成 9 年 3 月　神奈川歯科大学歯学部卒業
平成 9 年 4 月　 東京大学医学部附属病院分院歯科口腔外科入局
平成12年 6 月　 東京大学医学部附属病院顎口腔外科・歯科矯

正歯科医員

平成15年 4 月　 東京大学医学部附属病院顎口腔外科・歯科矯
正歯科助手

平成18年11月　 東京大学医学部附属病院顎口腔外科・歯科矯
正歯科特任講師

平成22年 1 月　東京大学大学院医学系研究科外科学専攻
　　　　　　　感覚・運動機能医学講座口腔外科学分野講師
平成28年11月　 東京大学医学部附属病院口唇口蓋裂センター

副センター長
平成29年 4 月　東京大学大学院医学系研究科外科学専攻
　　　　　　　 感覚・運動機能医学講座口腔顎顔面外科学准

教授
平成30年 4 月　 東京大学医学部附属病院口唇口蓋裂センター

センター長（併任）
平成30年12月　宮崎大学医学部顎顔面口腔外科学講座臨床教授

東京大学大学院 医学系研究科外科学専攻
感覚・運動機能医学講座口腔顎顔面外科学分野准教授
東京大学医学部附属病院口唇口蓋裂センターセンター長
宮崎大学医学部顎顔面口腔外科学講座臨床教授

医学博士
日本口腔外科学会（専門医・指導医）
日本口腔科学会（認定医）
日本顎顔面インプラント学会（専門医・指導医）
日本有病者歯科学会（専門医・指導医）
日本小児口腔外科学会（認定医・指導医）
日本先進インプラント医療学会（専門医・指導医）
日本再生医療学会（認定医）
ICD 協議会（認定 ICD インフェクションコントロールドクター）

所属学会，役職
日本口腔外科学会（代議員），顎顔面インプラント学会（代議
員），小児口腔外科学会（理事），日本有病者歯科学会（代議員），
日本先進インプラント医療学会（常任理事），日本再生医療学
会（評議員），日本口腔ケア学会（理事），日本口腔科学会（評
議員），日本顎変形症学会（代議員），日本口蓋裂学会，日本
形成外科学会，頭頸部癌学会，日本口腔インプラント学会，
日本口腔腫瘍学会，日本口腔診断学会，アジア国際口腔外科
学会，日本頭蓋顎顔面外科学会
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新規コラーゲン使用人工骨（ボナークⓇ）の
開発から臨床応用までの概要

川井　忠
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

　リン酸八カルシウム（octacalcium phosphate: OCP）は，
1962 年に生体アパタイトの前駆物質として提案され，実
際に生体内での OCP の存在が確認されている．1991 年
に Suzuki らによって，合成 OCP による骨再生能が初め
て報告され，基礎研究を進めた結果，生理的環境下では
生体骨類似アパタイトに不可逆的に転換していくととも
に，Ca2+ の取り込みや Pi の放出が行われ，それに伴い前
骨芽細胞様細胞の骨芽細胞様細胞への分化が促進される
ことが確認された．また OCP は，HA やβ -TCP よりも
生体内吸収性と骨再生能が優れていることが報告された．
しかし OCP は性質上の理由で顆粒状に作製されるため，
操作性の改善を目的として OCP とブタ皮膚由来アテロコ
ラーゲンの複合体（OCP/Col）が作製され，スポンジ様
の材料として改良された．ラットの骨欠損部に OCP/Col
を埋入した結果，OCP/Col は操作性が改善するのみでは
なく，OCP 単体よりも骨再生能が優れていることが確認
され，Kamakura らによって 2005 年に報告された．その
後，イヌを用いた動物実験が行われ，それらの研究から
OCP/Col は，材料単独で有効な骨再生を実現することが
できること，既存骨代替材料の骨再生能を凌駕すること，
吸収性に優れ，生理的な骨改造が期待できること，賦形性・

操作性に優れ，使い勝手が良いこと，また使用に際して
煩雑な操作や管理体制を必要としないことが示された．
2011 年からは東北大学において，抜歯窩，囊胞摘出腔へ
の OCP/Col 応用の臨床試験が行われ，OCP/Col による
骨欠損の正常な治癒と安全性が確認された．2015 年より，
企業主導の治験として，上顎洞底挙上術，抜歯窩温存術，
囊胞摘出術，顎裂骨移植術を対象とした多施設共同単一
群試験が全国 9 施設にて行われた．インプラント治療前
提の骨造成症例に対して OCP/Col を応用した結果，最終
補綴物装着までのインプラント治療に支障はなく，OCP/
Col の有効性が示唆された．インプラント治療を目的と
した骨造成術にも認可されており，近日に販売開始予定
である．

略　歴
2005年 3 月　東北大学歯学部卒業
2009年 3 月　東北大学大学院歯学研究科修了
2012年 4 月　 東北大学大学院歯学研究科顎顔面・口腔外

科学分野助教
2018年10月　岩手医科大学歯学部口腔外科学分野講師
　　　　　　現在に至る
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リン酸オクタカルシウム・コラーゲン複合体
（OCP/Col - コラーゲン使用人工骨 Bonarc Ⓡ）の

上顎洞底挙上術症例に対する最新の知見

三浦　桂一郎
東北大学大学院歯学研究科顎顔面・口腔外科学分野

　デンタルインプラント治療は歯牙欠損によって生じる
咬合の喪失を修復するために広く用いられている方法で
ある．しかしながら，上顎臼歯部に対するインプラント
治療は歯槽骨が咬合力の喪失や破骨細胞の活性化によっ
て吸収され，十分でないことも多い．上顎洞底挙上術は，
デンタルインプラントが安定した機能を獲得するために
必要な骨を獲得するための治療であり，現在，十分な骨
を得るためにさまざまなバイオマテリアルが使われてい
る．人工材料のハイドロキシアパタイトやβ-TCP は，生
体親和性に優れた材料として臨床応用されているがハイ
ドロキシアパタイトは生体内における溶解性が低く異物
として残存することや，β-TCP は吸収性を有するものの
その溶解性は微細構造や pH によって影響を受けること
がわかっている．このような背景から，これまで私達は
リン酸オクタカルシウム（OCP: Ca8H2（PO4）6・5H2O）が
生体内において生体アパタイトの前駆物質として働く点
に着目するとともに，骨は生体アパタイトとコラーゲン
の複合体であることを踏まえ，新規骨再生材料としてリ
ン酸オクタカルシウム・コラーゲン複合体（OCP/Col - 

Bonarc Ⓡ）を創製し治験（JPRN-UMIN000018192）を行い，
製造販売承認を取得した．本ランチョンセミナーでは，
OCP/Col - Bonarc Ⓡを用いて上顎洞底挙上術を行った症
例を供覧させていただき，その特徴についてお伝えした
いと思う．

略　歴
2007年　　　　東北大学歯学部卒業
2012年　　　　 東北大学大学院歯学研究科修了（歯学博

士）
2012～2013年　 長崎大学医歯薬学総合研究科顎口腔再生

外科学分野助教
2013～2014年　 医療法人昭和会今給黎総合病院歯科口腔

外科
2014～2020年　 長崎大学医歯薬学総合研究科顎口腔再生

外科学分野助教
2020年～　　　 東北大学大学院歯学研究科顎顔面・口腔

外科学分野助教
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デジタルデンティストリー時代にふさわしい
働き方改革の仕掛け

〜医療機関における情報の共有化，業務の合理化について〜

井田　有亮
東京大学大学院医学系研究科課題解決型高度医療経営人材育成 PG

　検査機器・治療機材の急速なデジタル化に伴い，デジ
タルデンティストリーを実践することで，医療の質の向
上・業務の効率化を実現している臨床家は少なくないと
考えます．その一方で，医療従事者の業務は診療だけで
はないことにも着目する必要があります．
　例えば，出張の申請書類を Excel 様式で出張場所，目
的等々を一生懸命入力して上長に送付し，上長の秘書が
印刷して捺印し，事務部門に送るという仕事に心当たり
はありませんか．また，研究用の物品の購入申請では，もっ
と複雑な Excel 書式への入力と PowerPoint で作成した
ポンチ絵の添付を求められるといったこともご経験では
ないでしょうか．
　このような仕事はすでに一般企業では，システム化さ
れ，省力化が図られています．ERP（統合基幹業務シス
テム）と呼ばれるその種のシステムは，人事・給与・売上・
支払・経費などを統合的に管理するシステムで，企業活
動の業務効率化に寄与してきました．他方，医療機関で
は ERP は普及していません．これは導入費用が高額であ
ることに加えて，一般の医師や看護師が，ERP 全般を扱
う場面はほとんどなかったために，業務のシステム化の
必要性が認識されず，事務部門用に会計や人事給与シス
テムがあればそれで十分と考えられていたためです．
ERP 導入よりも電子カルテを使いやすくという声も多

く，医療機関の投資はそちらに重点的に配分されてきま
した．
　しかし昨今，各職種において働き方改革の旗印のもと
業務全体の効率化を図ることが求められるようになりま
した．本講演では，演者らが 2018 年度に参画した「歯科
医師の勤務実態に関する調査研究」（厚生労働科学特別研
究）の結果と共に，診療場面だけではなく，医療従事者
に求められる “面倒な” 日常業務を，いかにデジタル化し
て業務の効率化を図っていくかという観点で，ファイン
デックス社と共に本学で取り組んだ実例を交えて，対応
を検討します．

略　歴
2009年　北海道医療大学歯学部卒業
2010年　 北海道医療大学歯科内科クリニッククラウンブ

リッジ・インプラント補綴学分野臨床助手
2014年　 北海道医療大学大学院歯学研究科生体材料工学

分野修了，博士（歯学）
2015年　 東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻

修了，公衆衛生学修士（専門職）
2015年　東京大学医学部附属病院助教
2018年　現　職
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インプラント治療にシムプラントと
デジタルソリューションをどう活かすか？

梅原　一浩
青森インプラント研究会

　近年，デジタル化が進み，3 次元画像を取り扱うこと
により，歯科治療は大きな変革がなされようとしている．
特に 3 次元画像診断を行う必要性が高まったのは，歯科
用コーンビーム CT（以下 CBCT と略す）がインプラン
ト治療における安心と安全を確保する手段として応用さ
れるようになったからではないだろうか．現在のインプ
ラント治療は，CBCT による 3 次元画像を用いた術前埋
入シミュレーションは必須となり，上部構造をイメージ
した診断用模型をシミュレーション画像に取り込むこと
で，補綴学的な埋入位置，方向を決定し，ガイデッドサー
ジェリーを用いて，より正確に埋入位置，方向，深度を
コントロールすることができるような時代となった．さ
らには，光学スキャナーや 3 次元化された顔貌写真を
CBCT データと重ね合わせることが可能となり，全顎的
なイメージを構築することで，咬合再構成や外科矯正を
する際の指標として注目されている．現在臨床応用され
ているシミュレーションソフトもたくさんあるが，今回
紹介するシムプラントは，複数のレイヤーを重ねること
ができ，操作性も簡単なことが特徴である．また，でき
あがってきたガイデッドサージェリー用テンプレートは，
材質が硬く，遊離端部でたわむことなく，粘膜面サポー
トや注水口が配慮され，手術時の時間短縮および安全性
が確保されている．そこで今回は，自身のデジタル化の
変遷を振り返り，シミュレーションソフト「シムプラント」
の活用方法と，最新のデジタル機器を用いた臨床応用に

ついて発表する．

略　歴
1988年　　　　　東京歯科大学卒業
1993年　　　　　 東京歯科大学大学院歯学研究科（歯科

補綴学第 2 講座）修了
1993年～1994年　 ペンシルベニア大学歯学部歯周補綴学

講座留学
1994年 9 月～　　 青森県弘前市医療法人審美会梅原歯科

医院
1995年～2000年　 東京歯科大学第二専修科（歯科保存学

第 2 講座）
2002年～　　　　 東京歯科大学クラウンブリッジ補綴学

講座非常勤講
2014年～　　　　 慶應大学医学部歯科・口腔外科学教室

非常勤講師
2015年～　　　　 岩手医科大学歯学部補綴・インプラン

ト学講座非常勤講師
　　　　　　　　現在に至る
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　上顎前歯部のインプラント治療後，著明な歯槽骨吸収
を生じた症例に対して，インプラント埋入がされた歯槽
部に骨延長を行い，審美性を回復した一例を，文献的考
察とともに報告することを目的とする．

対象と方法
　患者は 37 歳の男性．上顎 2 2 を根尖性歯周炎のため
に抜歯した．治癒後同部に 3.75mm × 13mm の BMS イ
ンプラント（Nobel Biocare 社製）を 4 本埋入した．6 か
月の治癒期間の後，プロビジョナルを装着したが，イン
プラント埋入レベルまで著明な骨吸収を来たしており，
上部構造は約 10 ミリ長の歯根付き形態とせざるを得な
かった．インプラント体を抜去後，骨増生を行い，イン
プラントを再埋入する方法を考慮したが，骨の消失がさ
らに大きくなる恐れがあり，方針を変更した．インプラ
ント体先端と梨状孔下縁にディストラクターを固定する
ための最小限の骨が確保できることを確認し，4 インプ
ラント体が埋入された歯槽部をトランスポーテーション
セグメントして骨延長を行った．Martin 社製の骨延長デ
バイスを装着後，10 日から延長を開始し，0.5mm/ 日で
約 10mm 延長した．3 か月後延長機を除去した．その後
歯冠乳頭の再生のために，歯肉弁歯冠側移動術，骨移植・
GBR，結合組織移植を行った．

結　　　果
　骨および歯肉軟組織の延長も得られた．トランスポー
テーションセグメントの骨吸収はほとんど生じなかった．

最終的に良好な軟組織形態も回復でき，審美的上部構造
を作成し装着した．

考察および結論
　上顎前歯部にインプラント体を埋入する際は，唇側の
骨層板を温存し，歯肉縁から 4mm の埋入深度を確保す
る必要がある．本症例は最初のインプラント体埋入位置
が唇側に位置し，かつ埋入深度が深すぎたために著しい
骨吸収を来した．審美性の回復のためには，インプラン
ト体の抜去，骨増生，次いで再埋入が定石の方法である．
しかし，インプラント体抜去に伴う骨組織の喪失が骨吸
収を助長し，かつ上顎前歯部での再治療箇所の骨移植，
GBR 法は創の哆開から感染が生じ，骨造成が達成されな
い場合もある．そのため本症例では，インプラント体が
埋入されたまま，同部歯槽骨を骨延長して骨造成と審美
性の回復を図ることとした．同時に退縮した軟組織の延
長も図った．トランスポーテーションセグメントの吸収
がほとんど生じなかったのは，インプラント体を含むト
ランスポーテーションセグメントが大きく，また骨延長
機設定のための切開線を高位において，セグメントへの
血液供給を温存したことが要因と考えられた．インプラ
ント体が低位に埋入されたことによる骨吸収が原因の審
美障害には，インプラント体の抜去を避け，骨延長を行
う治療法は有用と考えられた．しかし，本方法を行うた
めには，延長機を設置するための骨量と，唇側の硬組織，
軟組織を回復するための骨移植と結合組織移植などの付
随処置を併用する必要がある．

1A-1-1

インプラント埋入後骨延長により上顎前歯部の審美性を回復した 1 例

○嶋田　淳 1, 2），園川拓哉 2），井上季咲 2），龍田恒康 2），山本信治 2）

1）明海大学歯学部付属病院　　　　　　　　　　　　　　　　　    　
2）明海大学歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学分野 1　　  　

A case of esthetic recovery by distraction osteogenesis 
of anterior maxillary alveolar portion after implant placement

○SHIMADA Jun 1, 2），SONOKAWA Takuya 2），INOUE Kisaki 2）
TATSUTA Tsuneyasu 2），YAMAMOTO Nobuharu 2）      　

　　　　　　　　　　　 1）Meikai University Hospital
　　　　　　　　　　　 2）Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Department of Diagnostic 
　　　　　　　　　　　 　  and Therapeutic Sciences, Meikai University School of Dentistry
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　Guided bone regeneration（GBR）の基本原理は骨再
生のためのスペースをつくることによって骨を誘導する
ものであり，必ずしも骨補填材を必要としない 1）．しか
し Poly Tetra Fluoro Ethylene Membrane（PTFE 膜 ）
などのメンブレン単独ではスペース保持が困難であった
ため，現在では何らかの補填材を併用する方法が一般的
となっている．近年，3D 形態が予め付与されたスペース
保持能力が高い GBR 用のチタンメッシュが開発された．
そこでわれわれはこのチタンメッシュによる補填材を用
いない GBR を行い，良好な結果を得たので報告する．

対象と方法
　抜歯窩残存例，水平的骨吸収例，垂直的骨吸収例に対
しインプラント埋入および GBR を行った．インプラント
窩形成は低速でドリリングし，骨削片を可及的に保存し
た．インプラント埋入後のスレッド露出部は保存した骨
削片および血餅（PRF）のみで覆い，さらにその上を 3D
チタンメッシュ（OssBuilder Ⓡ：OSSTEM 社）で覆うこ
とにより骨再生のためのスペースを確保した．

結　　　果
　2015 年 8 月から 2018 年 7 月まで当院で上記手術を 220
例行った．インプラント埋入時の平均スレッド露出量は
3.2 スレッド（2.6mm）であった．2 次オペまでの待時期
間は平均 114 日であった．2 次オペまでにチタンメッシュ
が露出した症例は 12 例（5％）であったが，感染などは
なかった．2 次オペ時，211 例（96％）ですべてのスレッ
ドが新生組織に覆われていたが，9 例（4％）で 0 ～ 3 スレッ
ドの露出を認めた．2 次オペ後 1 か月以内に補綴処置を
行った．補綴後の経過期間は 5 か月～ 4 年 10 か月である
が，現在のところ脱落したインプラントはなく良好に経
過している．

考察および結論
　本邦ではインプラント治療に認可された補填材が少な
いため，安全性の面からも本方法は有用であると考えら
れる．今後長期的な経過をみる必要がある．

参考文献
1） Schenk RK, et a l . :  Heal ing pattern of bone 

regeneration in membrane-protected defects: a 
histologic study in the canine mandible. Int J Oral 
Maxillofac Implants. 9: 13-29, 1994.

1A-1-2

3D チタンメッシュによる補填材を用いない GBR 法

○金山健夫 1），藤本　純 1），花田拓郎 1），中本朝子 1），朝波惣一郎 2）

1）医療法人天空会デンタルチームジャパン　　　　　　　　　　　　　
2）医療法人財団順和会山王病院歯科口腔外科　　　　　　　　　　　　

GBR without grafting material using 3D Ti-mesh

○KANAYAMA Takeo 1），FUJIMOTO Jun 1），HANADA Takuro 1）
NAKAMOTO Asako 1），ASANAMI Soichiro 2） 　　　　　　 　

　　　　　　　　　    1）Medical Corporation Tenku-Kai Dental Team Japan
　　　　　　　　　    2）Dept. of Oral Surgery, SANNO Hospital
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　顎顔面領域において，悪性腫瘍などによる広範な下顎
骨切除後に，腓骨などを用いた硬性再建を行うことが多
い．このような顎骨再建症例においては，広範囲顎骨支
持型装置による咬合回復を行うことがあるが，インプラ
ント埋入のためには骨造成が不可欠である．しかしなが
ら，自家骨や骨補填材は経時的に減少するため，目的の
骨高を得られない場合がある．今回われわれは腓骨によ
る顎骨再建後に，腸骨海綿骨とチタンメッシュを用いて
骨造成を行う際に，テンティングスクリューを併用する
ことによって良好な骨造成を達成した症例 3 例を経験し
たため，その概要を報告する．

症例と経過
　症例は下顎歯肉癌に対して下顎骨区域切除および腓骨
による硬組織再建を行った 3 例である．骨造成はすべて
口腔外切開によって行われ，再建用プレートの除去，腸
骨から採取した PCBM （平均 7.7g） 歯槽骨造成用チタン
メッシュ（ウルトラフレックスメッシュプレー 0.2mm，
ネクスト 21）を用いた．最終補綴まで終了した 1 例では，

歯槽頂側から Ti 製テンティングスクリュー（2.0 × 12, 
10, 10mm, Stryker Universal MP）3 本で固定し，下顎下
縁はワイヤーにて結紮しロール状の形態を付与した．約
6 か月の骨硬化期間後に口腔内切開により，チタンメッ
シュ，スクリュー，ワイヤーの除去を行い，インプラン
ト 埋 入 （Nobel Biocare Ⓡ Branemark System MkⅢ 
TiUnite φ4.0 × 11.5mm・4 本）を行った．3 例の埋入時
の ISQ 値の平均は 65.8 であった．

考　　　察
　今回われわれは腓骨皮弁を用いた顎骨再建症例におい
て広範囲顎骨支持型装置埋入のため，歯槽骨造成用チタ
ンメッシュを用いた骨造成術を行う際に，テンティング
スクリューを用いることによって，強度を付与し，十分
な高さの骨高を維持することが可能となった症例を経験
した．この方法により，皮弁からの外圧に抵抗しつつ，
より安定した形態の維持が可能となり，骨高の経時的な
減少を防ぐことができたと考えられた．最終補綴まで終
了した症例においても骨量の減少はなく，良好に経過し
ている．

1A-1-3

腓骨再建後のインプラント治療において
歯槽骨造成用チタンメッシュとテンティングスクリューを

併用した骨造成法の臨床的検討

○井本和宏 1），山内健介 1, 2），森島浩允 1, 2），武田裕利 1）

片岡良浩 1），高橋　哲 1, 2）                               　
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 　　　　　　

Clinical study of bone formation method using titanium mesh 
for alveolar bone formation and tenting screw 

in implant treatment after fibula reconstruction

　　　　○IMOTO Kazuhiro 1），YAMAUCHI Kensuke 1, 2），MORISHIMA Hiromitsu 1, 2）
　　　　　TAKEDA Yuri 1），KATAOKA Yoshihiro 1），TAKAHASHI Tetsu 1, 2）    　

　　　　　  1）Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Tohoku University Graduate School of Dentistry
　　　　　  2）Dental Implant Center, Tohoku University Hospital



179
日本顎顔面インプラント学会誌
Vol. 19, No. 3, 2020

目　　　的
　上顎洞底挙上術における挙上スペースの組織学的変化
を類推するためわれわれは一連のイヌ前頭洞動物実験を
行ってきた 1 ～ 3）．その結果，補填材はなくとも新生骨は
洞壁既存骨から増殖したが，そのオッセオインテグレー
ション （以下 OS） はインプラント表面性状に影響を受け
たことを観察した．共振周波数解析装置オステル ISQ ア
ナライザーによるインプラント安定指数（以下 ISQ 値）
はインプラントの OS の評価に繁用される．今回，イヌ
前頭洞に挙上スペース形成後表面粗面処理チタンインプ
ラント（以下 RS）と HA コーティングインプラント（以
下 HA）の 2 群のインプラントを埋入し，表面性状の違
いが ISQ 値に及ぼす影響を調べた．

対象と方法
　実験動物はメスビーグル犬 6 頭（月齢 42.2 ± 0.7，体
重 11.4 ± 1.2kg），施術方法はイヌ前頭骨に骨窓を形成，
洞内に挙上スペースを作り，片側の前頭洞に HA，他側
に RS を 1 頭に各 2 個を埋入した．ISQ 値の測定は埋入時，
2 週後，4 週後とした．

結　　　果
　平均 ISQ 値について HA 群は埋入時 47.6 ± 7.5，2 週
後 48.0 ± 3.5，4 週後 51.0 ± 5.2 であった．一方，RS 群
は埋入時 48.3 ± 5.2，2 週後 40.3 ± 5.8，4 週後 52.2 ± 5.8
であった．t 検定にて，いずれの時期においても両群間に
有意差はみられなかった．

考察および結論
　本実験の観察期間は，埋入時は術直後で新生骨はない
時期，2 週後は新生骨が発生したばかりで骨量の少ない
時期，そして 4 週後は新生骨が活発に増殖し骨量の多い
時期である．HA と RS の ISQ 値の間に有意差がみられ
なかった理由として，OS が未熟なために ISQ 値として
明確に差が表れなかったことなどが考えられた．術後長
期経過後でも成熟した新生骨は僅かに残留する．今後，
観察期間を延長して検討していきたい．（動物実験倫理委
員会承認 承認番号 17-035）

参考文献
1）清水治彦，他：鶴見歯学 29: 37-56, 2003.
2）日高豊彦，他：鶴見歯学 31: 65-80, 2005.
3）山崎良和，他：神奈川歯学 45: 79-89, 2010.

1A-1-4

イヌ前頭洞に洞粘膜挙上・インプラント埋入術を行った動物実験
―インプラント表面性状の違いがインプラント安定指数（ISQ 値）に及ぼす影響―

○渡辺孝夫 1），北村　豊 2），木本一成 3）         　　
1）神奈川歯科大学　　　　　　　　　　　　　　　
2）松本歯科大学病院　　　　　　　　　　　　　　
3）神奈川歯科大学大学院災害医療・社会歯科学講座

An animal experiment of implant placement with sinus membrane elevation 
at canine frontal sinus

―The influence of implant property on implant stability quotient value （ISQ）―

○WATANABE Takao 1），KITAMURA Yutaka 2），KIMOTO Kazunari 3）

　　　　　　　　   1）Kanagawa Dental University
　　　　　　　　   2）Matsumoto Dental University Hospital
　　　　　　　　   3）Department of Disaster Medicine and Dental Sociology, 
　　　　　　　　   　 Graduate School of Dentistry, Kanagawa Dental University
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　上顎洞底挙上術（以下サイナスリフト）が予知性の高い治
療方法として確立している一方，術中の洞粘膜穿孔の問題や
術後の上顎洞炎を含む術後感染，移植材料の開洞部からの漏
出等の問題が報告されている．
　これまで上顎洞底挙上術のリスクファクターに関する報告
では，喫煙や慢性副鼻腔炎の既往，術前洞粘膜厚，隔壁の存
在と高さ，欠損形態，側壁の厚みや既存骨量等が挙げられて
いる．さらに近年では，Palatonasal recess angle（以下 PNR）
や鼻中隔湾曲等の中鼻道自然口ルート Ostiometal Complex

（以下 OMC）についてもリスクファクターとされている．
　今回，われわれは，ラテラルアプローチによるサイナスリ
フトを行った患者に対して，上顎洞底挙上術術後合併症に関
する上顎洞体積の影響について検討を行ったのでここに報告
する．

対象と方法
　2018 年 4 月から 2020 年 8 月までに昭和大学歯科病院イン
プラント歯科にてラテラルアプローチによるサイナスリフト
を施行した患者を対象とした．術前後の CBCT の DICOM 
data よ り， モ デ ル 構 築 ソ フ ト ウ ェ ア（ProPlan CMF3.0，
Materialise, ベルギー）を用いて上顎洞体積を計測し，年齢，
性差，洞粘膜厚（術前後），PNR，鼻中隔湾曲および術後合併
症（術後感染・移植骨の漏出）との関連について統計学的検
討を行った（p<0.05）．なお，本研究は昭和大学歯科病院倫理
委員会の承認のもと本調査の趣旨を説明し，同意を得た患者
に対して行った．（承認番号 DH2020-020）

結　　　果
　患者は 31 名（男性 9 名，女性 22 名），37 洞，平均年齢 58.0
± 9.87 歳であった．また上顎洞炎含む術後感染は 3 洞（8.1%），
開洞部からの移植骨の漏出は 16 洞（43.2％）に認められた．

上顎洞体積は欠損側が非欠損側より．有意に大きい結果となっ
たが，性差および加齢の影響は少なかった．また，上顎洞体
積と術前洞粘膜厚は，体積が小さいほど洞粘膜厚が厚くなる
傾向を示した（p=0.029,r=0.36）．さらに，上顎洞体積と PNR
の関係も負の相関を示した（p=0.046,r=0.28）．
　一方，上顎洞体積と上顎洞炎含む術後感染や移植骨の漏出
との関連はなかったが，移植骨の漏出は，PNR が 90°未満の
場合 63.6%，90°以上の場合 34.6% と PNR が鋭角なほど漏出
しやすい傾向を示した．また，上顎洞炎含む術後感染 3 例中，
3 例とも鼻中隔湾曲を呈し，2 例で移植材の漏洩が観察された．

考察および結論
　Testori ら（2020）のサイナスリフトの難易度分類によると，
解剖学的因子として，洞粘膜厚や既存骨量，側壁骨の厚み，
隔壁の形状，Sinus width （angle），患者因子として喫煙や歯
肉のバイオタイプなどがリスク因子として挙げられている．
本研究の結果より，術後感染および移植材漏洩のリスク因子
として， PNR や鼻中隔湾曲等の OMC，術前の上顎洞体積が
影響を及ぼすこと，さらには，移植材の漏洩の頻度が高いこ
とからも開洞部側壁の固定等の処理が必要であることが示唆
された．

参考文献
1） Aktuna Belgin C, Colak M, Adiguzel O, Akkus Z, Orhan K: 

Three dimensional evaluation of maxillary sinus volume 
in different ageand sex groups using CBCT. Eur Arch 
Otorhinolaryngol. 276: 1493-1499, 2019.

2） Kwon JJ, Hwang J, Kim YD, Shin SH, Cho BH, Lee JY: 
Automatic three-dimensional analysis of bone volume and 
quality change after maxillary sinus augmentation. Clin 
Implant Dent Relat Res. 21: 1148-1155, 2019.

1A-1-5

上顎洞底挙上術術後合併症に関する上顎洞体積の影響について

○山口菊江 1），片岡　有 2），下尾嘉昭 3），上杉崇史 1, 3），宗像源博 1）

1）昭和大学歯学部インプラント歯科学講座　　　　  　
2）昭和大学歯学部保存修復学講座歯科理工学部門　  　
3）マロ・クリニック東京　　　　  　　　　　　　　　

The effect of maxillary sinus volume on postoperative complications 
after maxillary sinus augmentation

○YAMAGUCHI Kikue 1），KATAOKA Yu 2），SHIMOO Yoshiaki 3）
UESUGI Takashi 1, 3），MUNAKATA Motohiro 1）                 　

　　　　　　　　　　  1）Depertment of Implant Dentistry, Showa University School of Dentistry
　　　　　　　　　　  2）Division of Biomaterials and Engineering, Department of Conservative Dentistry, 
　　　　　　　　　　  　 Showa University School of Dentistry
　　　　　　　　　　  3）Malo Clinic Tokyo
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　移植材を用いない上顎洞底挙上術は数多くの臨床研究
においてその有用性が検討され 1, 2），従来法と遜色ない結
果が得られることが明らかになっている . また，この治
療法は，クレスタルアプローチを用いた術式でも応用さ
れており 3），より低侵襲の治療法として期待される．今
回われわれは，クレスタルアプローチ法を用いた移植材
なしの上顎洞底挙上術を施行し，臨床的に検討を行った
ので報告する．

対象および方法
　対象は，上顎臼歯部の骨量不足から上顎洞底挙上術が
必要と診断された症例で，術式は，クレスタルアプロー
チ法で行い，ガイデッドサージェリーキットを応用した
術式あるいは通法のフラップ術式で施行した．術前 CT
データはシミュレーションソフトを用いて解析し，術式
として上顎洞底挙上術を併用するためのサージカルテン
プレートを作製した．埋入は，洞底部の 1mm 手前まで
ドリル長径を減じて埋入窩を形成し，オステオトームを
用いて上顎洞底を挙上後，洞内への移植材填入は行わず
インプラントを埋入した．術前および術後における歯槽
の垂直的骨量の変化を評価するため，エックス線写真を
用いて計測を行った .

結　　　果
　患者の内訳は男性 5 名，女性 6 名の計 11 名で，合計
16 本のインプラントが埋入された．術前の垂直的骨量は
平均 5.2 mm で，術後すべての症例において洞内に新生
骨形成が認められた．全例スクリュー固定の最終補綴物
が装着され，明らかな骨吸収像等は認められず経過良好
である．

考察および結論
　クレスタルアプローチ法を用いた上顎洞底挙上術は，
低侵襲で有用な治療法であるが，術式が盲目的で難易度
の高い治療法といえる．ガイディッドサージェリーで行
う術式は，ドリリングが正確に行われるため，洞粘膜穿
孔のリスクが少ない術式であるが，広範囲の洞粘膜挙上
は穿孔の危険性が高まるため，必要最低限の挙上量に留
めることが，本術式を安全に施行するためのポイントと
考えられる．

参考文献
1） Silva LF, et al.: Int J Oral Maxillofac Surg 45: 1570-

1576, 2016. 
2） Kaneko T, et al.: J Oral Maxillofac Surg 70: e217-224, 

2012.
3） Nedir R, et al.: Clin Oral Impl Res 17: 679-686.

1A-1-6

クレスタルアプローチ法による移植材を用いない
上顎洞底挙上術の臨床的検討

○金子貴広，増田一生，中村悟士，日野峻輔
工藤逸郎，下山哲夫，堀江憲夫　　　　
埼玉医科大学総合医療センター歯科口腔外科　

Clinical study for the evaluation of nongrafted sinus lift via transcrestal approach

　　　○KANEKO Takahiro，MASUDA Issei，NAKAMURA Satoshi，HINO Shunsuke
　　　　KUDO Itsuro，SHIMOYAMA Tetsuo，HORIE Norio 　　　　　　　　　  　

Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Saitama Medical Center, Saitama Medical University
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　歯科インプラントの破折は稀とされているが，破折後
にどのように治療するべきか明確な指針はない．福岡口
腔インプラント研究会では会員の 10 施設で埋入されたイ
ンプラントの破折率は 0.17％であったことを報告した．
今回は破折したインプラントのその後の治療について検
討した．

対象および方法
　上記の 10 施設で埋入された 9814 本のインプラントの
うち，破折を起こした 17 名の 18 本のインプラントがそ
の後どのように治療されたかを調査した．

結　　　果
　埋入から破折までの期間は平均 72.3 か月で，破折イン
プラントの部位は下顎 10 本，上顎 8 本で，第一大臼歯部
が 10 本を占めた．破折インプラントの上部構造は単独冠
9 本， 連結冠 5 本（4 症例），オーバーデンチャーが 4 本
であった．
　破折インプラントの治療法は（1）破折インプラントに
元の上部構造を再装着 7 例（8 本），（2）破折インプラン

トをスリープさせ，義歯あるいはブリッジで補綴 2 例，
およびインプラントはスリープにして補綴せず 1 例，（3）
破折インプラント除去，同部位に新しいインプラントを
埋入して上部構造製作 3 例，（4）破折インプラントは骨
内にスリープ，隣接部位に新しいインプラントを埋入し
上部構造製作 4 例であった．
　元の上部構造を再装着した 8 例中 4 例で治療後にトラ
ブルが発生した．一方，除去して同じ部位にインプラン
トを埋入した 4 例，隣接部にインプラントを埋入して補
綴した 3 例では治療後にインプラントおよび上部構造に
問題は起こらなかった．

考察および結論
　破折インプラントに元の上部構造を再装着した症例で
は，その後のトラブルが多くみられ，インプラント破折
例では新たなインプラントを埋入し再治療を行うのが望
ましいと思われた．
　発表者に開示すべき利益相反状態はない．本研究は一
般社団法人福岡口腔インプラント研究会の倫理審査委員
会の承認を得て実施した（承認番号 F14-CQ3 号）．

1B-1-1

歯科インプラントが破折した症例でのその後の治療についての研究

○松浦正朗 1），森永健三 2），加倉加恵 2），山本勝己 3）

古賀千尋 3），城戸寛史 2）                             　
　　　　　　　　　　　　　　  1）福岡口腔インプラント研究会
　　　　　　　　　　　　　　  2）福岡歯科大学咬合修復学講座口腔インプラント学分野
　　　　　　　　　　　　　　  3）福岡歯科大学口腔医療センター

Investigation of subsequent treatments for cases with dental implant fractures

　　　 　○MATSUURA Masaro 1），MORINAGA Kenzo 2），KAKURA Kae 3）
　　　 　　YAMAMOTO Katsuki 3），KOGA Chihiro 3），KIDO Hirofumi 2）　

　　　　　    1）Fukuoka Oral Implant Research Association
　　　　　    2）Section of Oral Implantology, Department of Oral Rehabilitation, Fukuoka Dental College
　　　　　    3）Center for Oral Diseases, Fukuoka Dental College
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目　　　的
　近年，歯科インプラント治療はその長期的評価から欠
損補綴治療の選択肢の一つとして不可欠となっているが，
その一方で治療に関連した偶発症の報告も散見される．
そこで今回われわれは，インプラント治療における偶発
症について臨床的検討を行ったのでその概要を報告する．

対象と方法
　2006 年 1 月から 2017 年 12 月までの約 12 年間にイン
プラント治療に関連した医療トラブルのために当科を受
診した 24 例を対象とした．検討項目は，性別，年齢，主
訴，来院経路，来院までの期間，埋入数および部位，臨
床診断，治療および処置内容，転帰とした．

結　　　果
　性別は男性 7 例，女性 17 例，年齢は 40 ～ 83 歳であっ
た．主訴は，疼痛 9 例，知覚異常 6 例，インプラント体
迷入 5 例，インプラント義歯不適合 4 例であった．来院
経路は，自主来院が 7 例，インプラント体埋入手術を行っ
た施設からの紹介が 9 例，インプラント体埋入手術を行っ

た施設以外からの紹介が 8 例であった．症状発現から当
科来院までの期間は 1 ～ 1460 日で，埋入部位は上顎臼歯
部 11 例，下顎臼歯部 8 例，下顎前歯部 4 例，上顎前歯部
3 例であった．臨床診断は，知覚異常 6 例，インプラン
ト体迷入 5 例，インプラント体の骨外穿孔 4 例，インプ
ラント義歯不適合 4 例，下顎骨骨髄炎 2 例，下顎歯肉癌
1 例，顎下部蜂窩織炎 1 例，心身医学的障害 1 例であった．
治療内容は，インプラント体除去 12 例，投薬 5 例であり，
5 例で全身麻酔下の処置が必要であった．転帰は，治癒
15 例，不変 5 例，軽快 4 例であった．

考察および結論
　今回の調査では，インプラント体迷入や骨外穿孔，神
経損傷等，術中に合併症が生じた場合に早期の来院症例
が多かった．また，来院経路ではインプラント体埋入手
術を行った施設からの紹介受診が比較的多く，当科での
治療後，紹介医での継続治療や経過観察を行っていた．
起こりうる偶発症に速やかに対処するために，術前のイ
ンフォームドコンセントや術後の定期的なメンテナンス
の継続が大切であると考えられた．

1B-1-2

インプラント治療における偶発症の臨床的検討

○石田　昂，髙野裕史，鈴木昇建，伊東慶介，鈴木兼一郎
福地峰世，今野泰典，五十嵐秀光，福田雅幸 　　  　
秋田大学医学部附属病院歯科口腔外科 　　　　　　　　　 　

Clinical evaluation of accidental symptom on dental implant treatment

○ISHIDA Subaru，TAKANO Hiroshi，SUZUKI Shoken，ITO Keisuke
SUZUKI Kenichiro，FUKUCHI Mineyo，KONNO Yasunori 　    　
IGARASHI Hidemitsu，FUKUDA Masayuki 　　　　　　　　　　

Department of Dentistry and Oral Surgery, Akita University Graduate School 
of Medicine and Faculty of Medicine 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　
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目　　　的
　近年，インプラント治療は手技の簡便化や材料・器具
の発展により多くの歯科医師が行い，広く歯科臨床に取
り入れられている．そうした中，インプラント治療によっ
てさまざまな問題が生じており，それらについての報告
も多く散見される．今回われわれはインプラント治療に
起因した医療トラブルにより当科を受診した症例につい
て臨床的検討を行ったので報告する．
 

対象と方法
　2010 年 4 月より 2020 年 3 月までの 10 年間に，インプ
ラント治療に起因するトラブルにより当科を受診した 75
例を対象とした．当科でのインプラント症例は除外した．
検討項目は性別・年齢，来院経路，主訴，埋入後の経過
年数，臨床診断，治療方法，転帰とした．

結　　　果
　性別は男性32例，女性43例で，平均年齢は71.9歳であっ
た．来院経路はインプラント施術医院からの紹介は 21 例

（28.0％）と少なく，その他の医療機関からの紹介が 39
例（39.0％）と多かった．主訴は疼痛が 24 例（32.0％）

と最も多く，次いで違和感が 14 例（18.7％）であった．
埋入後の経過年数は，10 年以上が 25 例（33.0％）と長期
経過症例が多くみられた．臨床診断はインプラント周囲
炎 40 例（53.0％）と過半数を占め，次いで心身症 13 例

（17.3％）の順であった．治療方法はインプラント除去が
33 例（44.0％）と最多で，次いで経過観察が 27 例（36.0％）
であった．転帰は治癒が 36 例（48.0％），軽快が 12 例

（16.0％）であった．

考察および結論
　インプラント周囲炎を含めた多くのトラブルは，イン
プラント施術医院からの紹介が少ないことから，術後通
院が途絶えている患者に生じる傾向があると考えられた．
また，インプラント治療に過度な期待がある場合，施術
医への不信感等の心理的要素にて心身症を引き起こすと
考えられている 1）．これらより，治療後のメインテナン
スの重要性を再認識するとともに，十分なインフォーム
ドコンセントや患者教育を行うことが重要と考えられた．

文　　　献
1）立川敬子，他：口病誌，70（3）: 182-189, 2003．

1B-1-3

インプラント治療に起因する医療トラブル症例の臨床的検討

○小山泰志，中上佳寿彦，堀田　聡，今田光彦
吉田千夏，桐田忠昭　　　　　　　　　　
奈良県立医科大学口腔外科学講座　　　　　  　

Clinical study on medical complicated cases of implant treatment

○KOYAMA Taishi，NAKAUE Kazuhiko，HORITA Satoshi，IMADA Mitsuhiko
YOSHIDA Chinatsu，KIRITA Tadaaki 　　　　　　　　　　　　　　　　 　

Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Nara Medical University 　　　　　　　　
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目　　　的
　他院施術インプラント症例で経過不良に遭遇した場合，経
緯等不明で対応が難しい．今回，増殖性インプラント周囲炎
の 1 例を経験したので，その概要を報告する．

症　　　例
　症例は，83 歳女性で，2020 年 6 月上顎義歯破折で来院．現
病歴では，2 か月前から義歯不適合で，破折し，当科を受診．
　現症では，上顎では右上 3 が残存し，右上 765 はインプラ
ントブリッジで治療され，義歯を使用．上顎義歯床は破折．
咬合に異常はなし．下顎には 7 歯が残存．パノラマ所見では，
上顎では右側犬歯が残存し，右側 765 部は 3 本のインプラン
ト体が埋入され，歯頸部側のスレッド 2 ～ 3 本が露出．診断は，
インプラント周囲炎と上顎義歯破折．

結　　　果
　初診時には診査と義歯修理したが，義歯適合不良．2 回目
の受診時に右臼歯部顎堤が頰・口蓋側に顕著な腫脹を確認，
ポケットも深く，食渣とプラーク貯留を認めた．インプラン
ト周囲炎の診断で抗菌薬を投与．施術歯科には通院していな
いとのこと．3 回目の受診時に，歯肉縁発赤が顕著で，腫脹
著明で，局所洗浄等で加療，口洗を指示．4 回目の受診時に
自覚症状で頰側腫脹，口蓋側腫脹あり，弾性硬で発赤もあるが，
排膿はなし．5 回目の受診時に，26 年前頃に開業歯科で治療．
上顎義歯の動揺は初診の半年前からで，2 か月前まで通院．
その後 1 か月くらいで義歯不適合となった．増殖性インプラ
ント周囲炎と診断したが，腫瘍も疑い，消炎後，縮小しなけ
れば増殖部切除とした．6 回目の受診時にも，施術医との情
報交換に同意されなかった．左口蓋腫脹やや軽減し，ポケッ
ト内などの汚染減少を認めた．7 回目の受診時には，自身の
口腔清掃も可能となったが，深いポケットに食渣迷入が続き，
義歯不適合が継続．病態から腫瘍を疑ったが，経過から炎症性，
増殖性と判断．残存歯への負担を考え，上顎義歯作成中．治
療後に再増殖の可能性もあり，義歯不適合の再燃の可能性が

残ると思われた．

考察および結論
　臨床でしばしばみるインプラント周囲炎は炎症性であり，
対応は消炎治療，原因インプラントの除去となろう．本例で
は一時腫瘍性増殖も疑い，増殖部とインプラント埋入部の切
除も検討せざるを得なかった．即断せず，消炎に務めたこと
が結果的に幸いしている．本症例は，インプラント周囲の増
殖病変に対する治療法に示唆を与えるものであった．
　また，他院施術インプラント症例への対応では，患者の希望
で施術医の診療情報が得られない場合や，施術医の閉院などで
情報が得られない時などがあり，対応に苦慮すると思われる．
　本症例ではインプラント周囲の増殖がいつ頃発症したか不
明で，炎症性か腫瘍性かの判断ができなかった．
　増殖性インプラント周囲炎について，今回の報告例では，
インプラント施術後の管理に関する情報が得られたならばよ
り患者にとって受け入れやすい治療が選択できたのではない
かと考えられた．西原らは著しい歯肉過形成を伴った骨膜下
インプラント周囲炎の 1 例を報告し，fibroepithelial hyper-
plasia であったことと慢性刺激を指摘していた 1）．
　先の第 3 回インプラントトラブル症例の集計 2）では指摘さ
れていないが，施術医からの医療情報が得られていたかにつ
いても，また施術医での術後管理状況についても項目とし検
討してみる価値があるように思われたので，ここに報告する．

参考文献
1） 西原義之,飯田明彦,永田昌毅,福田純一,小野和宏,木村 威 ,

高木律男：著しい歯肉過形成を伴った骨膜下インプラント
周囲炎の 1 例．日口外誌, 47（12）: 841, 2001.

2） 淵上　慧，河奈裕正，加藤仁夫，城戸寛史，佐藤淳一，式守
道夫，関根秀志，高橋　哲，藤井俊治，矢島安朝，嶋田　淳：
インプラント手術関連の重篤な医療トラブルについて．第
3 回調査報告書．顎顔面インプラント誌, 19（2）: 109-122, 
2020．

1B-1-4

増殖性インプラント周囲炎の 1 例

○式守道夫 1），富原　圭 2），平識　亘 2, 3）

1）北陸中央病院歯科口腔外科　　　　　
2）富山大学歯科口腔外科学講座　　　　
3）那覇市立病院歯科口腔外科　　　　　

A case of proliferative peri-implantis

○SHIKIMORI Michio 1），TOMIHARA kei 2），HESHIKI Wataru 2, 3）

1）Hokuriku Central Hospital Dept. Oral & Maxillofacial Surgery 　　　
2）Toyama Univ. Hospital Dept. Oral & Maxillofacial Surgery 　　　 　
3）Naha City Hosp Dept. Oral & Maxillofacial Surgery 　　　　　　  　
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目　　　的
　日常臨床において，未加療の基礎疾患を有している患
者と遭遇する場合は多く存在する．今回われわれは下顎
のインプラント治療に際して一次手術時のインプラント
迷入から骨粗鬆症が判明し，副甲状腺ホルモン製剤を用
いた治療を行ったのちにインプラント治療を行った症例
を経験したためその概要を報告する．

症例と経過
　症例は初診時 60 歳の女性．初診時の全身的既往歴とし
て更年期障害があり，常用薬剤は非ベンゾジアゼピン系
睡眠薬があった．右下 6 番および 7 番の欠損に対して
2015 年 3 月に南三陸病院歯科口腔外科外来にて歯科イン
プラント一次手術を施行した．術中右下 6 番部の菲薄化
した皮質骨によりインプラントの初期固定は不良であり，
カバースクリュー装着時に下顎骨内へインプラント体が
迷入した．エックス線にて位置を確認し摘出し，右下 7
番相当部のみ埋入を行った．その後の整形外科への対診
にて骨粗鬆症が判明し，2015 年 3 月より副甲状腺ホルモ

ン製剤を用いた加療を開始し，骨密度検査にて状態改善
がみられた 2015 年 10 月に同部への再埋入手術（Astra 
Tech Ⓡ OsseoSpeedTM φ4.5 × 9mm）を施行した．術後
4 か月で二次手術を施行，さらに半年後に最終上部構造
を装着した．初回手術後から下歯槽神経領域の知覚異常
の出現なく，上部構造装着後 4 年経過した現在も順調な
経過を認めている．

考察および結論
　今回，われわれは下顎のインプラント治療に際して埋
入時の異常所見から骨粗鬆症が判明し，副甲状腺ホルモ
ン製剤を用いた治療を行ったのちにインプラント治療を
行った症例を経験した．歯科外来へ受診する患者のなか
には未加療の基礎疾患を有している場合がある．本症例
は今後も同様のケースが十分起こりうる可能性があると
いうことを示す教訓的症例となった．また，骨粗鬆症を
有している患者においても適切なコントロール下では歯
科インプラント治療が有益な治療となることが示唆され
た．

1B-1-5

未治療の骨粗鬆症にてインプラント一次手術時に
下顎骨内にインプラント体が迷入した一例

○森島浩允 1, 2），井本和宏 1），斎藤政二 2） 　　　  　
山内健介 1, 2），高橋　哲 1） 　　　　　　　　  　
1）東北大学大学院歯学研究科顎顔面・口腔外科学分野
2）南三陸病院歯科口腔外科　　　　　　　　　　　　

A case report of displacement of the implant 
into the mandible during implant surgery with untreated osteoporosis patient

○MORISHIMA Hiromitsu 1, 2），IMOTO Kazuhiro 1），SAITO Masaji 2）
YAMAUCHI Kensuke 1, 2），TAKAHASHI Tetsu 1） 　　　　　 　

　　　　　　　　　　1）Division of Oral and Maxillofacial Surgery, 
　　　　　　　　　　　 Tohoku University Graduate School of Dentistry
　　　　　　　　　　2）Minami Sanriku Hospital
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目　　　的
　「広範囲顎骨支持型装置」が保険収載され 8 年以上が経
過し，本治療は浸透されつつある．われわれは適応症例
の検討について以前に報告を行っており，今回は治療前
後の QOL の評価も含め検討したので報告する．

対象と方法
　本研究は奈良県立医科大学医の倫理委員会の承認のも
と実施した（受付番号 2650）．対象は，2012 年 4 月から
2020 年 4 月までに広範囲顎骨支持型装置を適応し，最終
補綴を装着した患者 14 例とした．検討項目は原疾患，埋
入部位，骨移植術・骨延長術・粘膜移植術の施行について，
治療期間，観察期間，埋入本数，インプラント周囲炎の
有無，インプラント残存率とした．また治療前後の QOL
の評価として，Oral Health Impact Profile（OHIP）の評
価，摂取可能な食品数の各質問事項についてアンケート
調査し，比較検討を行った 1, 2）．

結　　　果
　原疾患は悪性腫瘍 6 例，良性腫瘍 2 例，骨髄炎 1 例，
外傷 2 例，先天異常 3 例で，うち 4 例は腓骨再建されて
いた．骨移植術は 4 例，骨延長術は 2 例，粘膜移植術は
7 例で施行された．治療期間は平均 27.9 か月，観察期間

は平均 28.3 か月，埋入本数は 48 本で，1 例にインプラン
ト周囲炎を認めたが，インプラント残存率は 100% であっ
た．アンケート調査の回答率は 93% で，OHIP の評価，
摂取可能な食品数ともに有意な改善を認めた．特に欠損
範囲が広範な症例では，治療後に顕著な QOL の改善を
認めた．

考察および結論
　インプラント周囲炎に罹患した 1 例は口唇口蓋裂患者
であり，腸骨移植後にインプラント治療を施行したが，
角化歯肉幅が不十分で清掃困難であったことが原因と考
えた．インプラント治療により術後短期の QOL 改善は
可能であったと評価できたが，長期的な評価はできてい
ない．長期の QOL 改善には，軟・硬組織の回復を含め
た治療や評価基準が課題であることを再認識した．

参考文献
1） Yamasaki M, Inui M, et al.: Japanese version of the 

Oral Health Impact Profile （OHIP-J）. J Oral Rehabil 
34: 159-68, 2007.

2） 平井敏博，安斎　隆，他：摂取可能食品アンケートを
用いた全部床義歯装着者用咀嚼機能判定表の試作．日
補綴歯会誌 32: 1261-1267, 2006.

1B-2-1

広範囲顎骨支持型装置による咬合再建と QOL に関する臨床的検討

○今田光彦，堀田　聡，中上佳寿彦，桐田忠昭
奈良県立医科大学口腔外科学講座　　　　　　　

Clinical analysis on occlusal reconstruction 
and QOL by bone anchored prosthesis for wide edentulous area

○IMADA Mitsuhiko，HORITA Satoshi，NAKAUE Kazuhiko，KIRITA Tadaaki

Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Nara Medical University　　　　　　　　
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　広範囲顎骨支持型装置による治療は，腫瘍，外傷，炎症，
先天性疾患などによる広範囲な顎骨欠損症例等に対して
行われている．咬合機能回復にインプラントの有用性が
報告されており，口腔機能の向上に寄与できる可能性が
示唆されている．今回われわれは，当科でこれまでに経
験した広範囲顎骨支持型装置治療症例について，臨床的
に検討を行ったので報告する．

対象および方法
　2010 年 3 月から 2020 年 3 月までの 10 年間で，当科に
て広範囲顎骨支持型装置の適応となり治療を行った症例
を対象に調査を行った．患者背景，原疾患，原疾患の治
療方法，インプラント埋入までの期間，インプラント埋
入部位，歯の欠損状態，上部構造について検討した．

結　　　果
　症例数は 17 例で，性別は男性 12 例，女性 5 例，イン
プラント埋入時の年齢は 19 ～ 74 歳で平均年齢は 49.8 歳
であった．原疾患は悪性腫瘍が 8 例，良性腫瘍と囊胞が
それぞれ 3 例，外傷，炎症，先天性疾患がそれぞれ 1 例
であった．原疾患に対する治療は先天性疾患を除く 16 症
例で手術が行われており，12 例において上下顎いずれの

骨が切除範囲として含まれていた．遊離腓骨皮弁，遊離
腸骨を用いた骨による硬性再建が 13 例に実施されてい
た．インプラント埋入部位は移植骨への埋入が 11 例，残
存骨への埋入が 9 例であった．原疾患の治療から平均
17.2 か月でインプラント埋入手術が行われていた．歯の
欠損状態は部分欠損が 11 例，下顎無歯顎が 5 例，上顎無
歯顎が 1 例で，すべての症例で可撤式，または固定式の
上部構造を製作することができ，咬合機能回復に努める
ことができた．経過観察期間に 3 例でインプラント脱落
したが，そのうちの 1 例は再度インプラント埋入し問題
なく経過している．

結　　　語
　今回われわれは，当科でこれまでに広範囲顎骨支持型
装置治療を行った 17 例について臨床的に検討を行ったの
で報告した．

参考文献
1） 去川俊二，野口忠秀，他：日本口腔インプラント誌, 

24: 4-9, 2014.
2） 福田雅幸，髙野裕史：顎顔面インプラント誌, 15: 3-15, 

2016.

1B-2-2

当科における広範囲顎骨支持型装置治療に関する臨床的検討

○赤羽由紀子，近藤英司，酒井洋徳，栗田　浩
信州大学医学部歯科口腔外科教室　　　　　  　

Clinical review of treatment with 
an extended jaw-supporting appliance in our department

○AKAHANE Yukiko，KONDO Eiji，SAKAI Hironori，KURITA Hiroshi　

Department of Dentistry and Oral Surgery, Shinshu University School of Medicine
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緒　　　言
　顎顔面外傷の受傷により，歯や歯槽，顎骨などを喪失
すると，顎口腔機能の低下や形態審美障害を引き起こす．
今回，顎顔面多発外傷後の顎口腔の形態と機能回復に，
広範囲顎骨支持型装置を用いて再建治療を行うことで，
良好な臨床経過が得られた 2 症例について報告する．

症　例　1
　47 歳男性．ゴンドラに乗って作業中に，6m の高さよ
り転落して受傷．全身多発外傷により，ドクターヘリに
て当院高度外傷センターへ搬送された．顎顔面領域には，
LeFort- Ⅲ / Ⅱ / Ⅰ型重症中顔面骨骨折，下顎骨開放粉
砕骨折，両側下顎骨関節突起骨折，顔面多発裂傷を認め，
即座に緊急気管切開と顎顔面多発骨折に対して観血的整
復固定術を施行した．術後経過は良好であり，術後 6 か
月で上顎顎堤萎縮部に対して，下顎枝からのべニア骨移
植による顎堤形成術を行った．5 か月後に 4 本の広範囲
顎骨支持型装置を埋入し，4 か月の待機期間の後に，2 次
手術と口蓋からの遊離歯肉移植を併用した口腔前庭拡張
術を施行した．ブリッジタイプの広範囲顎骨支持型装置

を用いて，形態と機能回復が得られた．

症　例　2
　40 歳女性．自宅の 2 階の窓から飛び降り，コンクリー
トの地面に墜落して受傷．家族が発見して救急要請し，
当院高度外傷センターへ救急搬送された．顎顔面領域に
は，上顎骨骨折，下顎骨開放粉砕骨折，両側下顎骨関節
突起骨折，顔面多発裂傷を認め，即日緊急で顎顔面多発
骨折に対して観血的整復固定術を施行した．術後経過は
良好であり，術後 12 か月で，上顎広範囲顎堤萎縮部へ 4
本の広範囲顎骨支持型装置を埋入し，4 か月の待機期間
の後に 2 次手術を施行した．ブリッジタイプの広範囲顎
骨支持型装置を用いて，形態と機能回復が得られた．

ま　と　め
　顎顔面外傷後の広範囲顎堤萎縮に対する広範囲顎骨支
持型装置による顎口腔機能と形態の回復治療は有用であ
る．今後も長期的予後経過を含めて，症例を重ねて検討
をしていく．

1B-2-3

顎顔面多発外傷後の形態機能回復に
広範囲顎骨支持型装置を用いて治療した 2 例

○金山純一，狩野正明，大熊里依，大迫里江　　
石塚真士，都田絵梨奈，佐藤　翔，管野貴浩
島根大学医学部歯科口腔外科　　　　　　　　　　

Oro-maxillofacial functional and esthetic reconstruction 
using dental implants following maxillofacial trauma: Report of 2 cases

　  　○KANAYAMA Junichi，KARINO Masaaki，OKUMA Satoe，OSAKO Rie
　  　　ISHIZUKA Shinji，TODA Erina，SATO Sho，KANNO Takahiro　 　

Department of oral and maxillofacial surgery, Shimane University Faculty of Medicine, Izumo Japan
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目　　　的
　2012 年度の歯科診療報酬改定により，広範囲顎骨支持
型装置が保険導入された．当学会である顎顔面インプラ
ント学会の働きかけもあり，近年，広範囲顎骨支持型装
置の埋入手術施行症例は増加傾向にある．当科でも腫瘍
や外傷の術後のみならず，先天性部分無歯症に対しても
広範囲顎骨支持型装置の埋入を行ってきた．今回われわ
れは，先天性部分無歯症に対する広範囲顎骨支持型装置
埋入を経験したためその概要を報告する．

症例の概要
　20 歳男性．近歯科より上顎前歯部へのインプラント埋
入依頼で当科紹介受診．7 歯欠損 （上顎 5 歯，下顎 2 歯） 
の先天性部分無歯症であり，矯正歯科にて矯正治療を施
行されており欠損部は保隙されていた．欠損部咬合再建
として右側上顎側切歯，左側上顎犬歯への広範囲顎骨支
持型装置埋入を計画した．術前 CT によるシミュレーショ
ンにより右側上顎埋入部位の歯槽骨幅が 4.8mm であり不
足していたため，ブロック骨移植による骨造成術を計画

した．下顎枝をドナーサイトとして骨造成術を行ったと
ころ，9.6 mm に増大していた．埋入に際し安全で確実な
位置での埋入を行うため，シミュレーションソフトを用
いてサージカルガイドを作製し，ガイデッドサージェリー
を施行した．インプラント体は ASTRA OsseoSpeedTM 
EV を選択し，右側には 3.6S-11mm，左側には 4.2S-11mm
を埋入した．術後 12 か月にて最終上部補綴も装着したが，
問題なく経過している．今後，必要に応じて上顎臼歯部
や下顎の欠損部位に対しても治療をすすめていく．

考察および結論
　先天性部分無歯症に対し広範囲顎骨支持型装置を埋入
することにより口腔関連 QOL の向上が可能であった．
先天性部分無歯症では広範囲顎骨支持型装置埋入に際し
骨幅が不足している場合があり，綿密な術前診査と必要
に応じて骨造成術などの前外科処置を併用することによ
り，より安全な埋入および確実な補綴処置が可能となる．
今後，欠損歯数や乳歯の晩期残存等と前外科処置の必要
性の関係性についても検討していきたい．

1B-2-4

先天性部分無歯症に対し広範囲顎骨支持型装置を埋入した 1 例

○藤村　愛 1），助川信太郎 1），管野貴浩 1, 2），柴田　茜 1） 　
助川由佳 1），長谷川利聡 1），松山たまも 1），古木良彦 1）

1）香川県立中央病院歯科口腔外科　　　　　　　　　　　  　
2）島根大学医学部歯科口腔外科学講座　　　　　　　　　  　

A case of congenital partial anodontia with insurance implant

　　　  　○FUJIMURA Ai 1），SUKEGAWA Shintaro 1），KANNO Takahiro 1, 2）   　
　　　  　　SHIBATA Akane 1），SUKEGAWA Yuka 1），HASEGAWA Kazuaki 1）
　　　  　　MATSUYAMA Tamamo 1），FURUKI Yoshihiko 1） 　

                    1）Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Kagawa Prefectural Central Hospital
                    2）Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Shimane University Faculty of Medicine
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緒　　　言
　インプラント上部構造のフレームに金属を使用する場
合には，金属の価格高騰に加えて審美性や金属アレルギー
の問題があることから，金属以外のさまざまな代替材料
が現在開発されている．その中でも高性能ポリマーの一
種であるポリエーテルケトンケトン（PEKK；以下ペク
トンⓇ）は，今後期待されるインプラント材料の一つであ
る．今回われわれは，ペクトンⓇを使用して上部構造を作
製したインプラント症例について報告する．

症　　　例
　＜症例 1 ＞ 75 歳，女性．2019 年 6 月，右側上顎部の
インプラント治療を希望され当科を受診．静脈内鎮静法
併用局所麻酔下で右上 1, 3, 5 相当部にインプラント埋入
術を施行した．埋入後 2 か月に 2 次手術をして通法通り
にピックアップ印象，咬合採得を行い，暫間補綴装置を
経て，ペクトンⓇフレームの試適を行い，最終補綴装置を
装着した．患者の希望でガム色は付与しなかった．現在，
経過観察中である．

　＜症例 2 ＞ 78 歳，女性．2012 年 6 月に右側下顎歯肉

癌切除術，2015 年 9 月に下顎腓骨再建術を施行し，再建
後の欠損補綴にインプラントを希望されたため，2019 年
7 月に全身麻酔下で右下 1, 3, 4, 5, 6 相当部にインプラン
ト埋入術を施行した．2 次手術をして，暫間補綴装置後，
最終補綴の作製に移行した．本症例は，ペクトンⓇフレー
ムに歯冠部はハイブリッドレジンで築盛して作製した．
現在，経過観察中である．

考察および結論
　医科領域で既に応用されており，生体親和性が非常に
高いことが示されおり 1），歯科領域でも金属アレルギー
が回避でき，その物性，審美性から適応が拡大していく
と考えられる．歯根膜がないインプラント体，上部構造
の金属製フレームは衝撃吸収能が乏しいが，ペクトンⓇに
は衝撃吸収性があり，インプラント体への応力負担の軽
減が期待できると考えられる．しかし，長期間および動
態に関しての報告が少ないため，今後，症例数を増やし，
長期間の経過観察をして臨床評価を行っていく予定であ
る．

1）Han KH, et al.: Int J Proshtodont, 29: 451-454, 2016.
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緒　　　言
　上顎癌切除後は実質欠損が生じて口腔内と鼻腔や上顎
洞が交通するため，しばしば咀嚼，構音といった機能面
に障害が起こる．このような症例に対して顎義歯による
補綴的アプローチにより機能回復がなされてきた．しか
しながら欠損範囲が広いために義歯の安定や閉鎖が得ら
れにくく，治療に難渋する．また，術後無歯顎となる症
例では顎義歯の安定がさらに得にくく，十分な機能回復
が期待できない．残存骨へのインプラント埋入により義
歯の安定が獲得できる症例も存在するが，上顎のインプ
ラント埋入には埋入位置や方向に制限が生じることが多
い．今回，上顎部分切除後に無歯顎となった患者に対し
てガイデッドサージェリーを用いて残存骨にインプラン
トを埋入し，インプラント支持型の顎義歯を作製した 1
例を経験したので報告する．

症　　　例
　患者は 59 歳女性．上顎歯肉の腫脹と疼痛を主訴に当科
を紹介受診した．左側上顎歯肉から口蓋に 50 × 47mm
の外築性の腫瘤を認め，上下顎は無歯顎であった．生検
にて高分化型扁平上皮癌の診断となり，画像検査にて
cT4aN2cM0 と診断した．術前放射線併用化学療法後に
左側上顎部分切除術および両側頸部郭清術を施行，術後

5 か月目に栓塞子付きの顎義歯装着し咀嚼機能の回復を
図ったが，義歯の不安定さが残存した．術後 11 か月で再
発を認めず，使用顎義歯を応用したサージカルガイドを
用いてインプラント埋入を行った．インプラント支持型
の顎義歯を装着することで咀嚼能力は約 1.5 倍上昇し，
アンケートによる患者の満足度も高かった．

考察および結論
　上顎部分切除後の無歯顎患者に対して，サージカルガ
イドを用いてインプラント埋入を行い，インプラント支
持型顎義歯を作製した 1 例を経験した．精度の高い手技
が担保され，術前のシミュレーション通りにインプラン
ト埋入ができたことで，咀嚼機能を向上させることがで
きた．

参考文献
1） 山下佳雄：機能回復を目指した上顎再建―インプラン

トと顎補綴を含めて―．日口外誌，64: 39-47, 2018．
2） 山下佳雄：咀嚼機能回復を目指した咬合再建治療．頭

頸部癌，42: 284-289, 2016．
3） 一般社団法人日本顎顔面補綴学会：顎顔面補綴診療ガ

イドライン，2019．
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目　　　的
　近年，深層学習（Deep Learning；DL）が注目を集め
ている．この技術によって従来の機械学習では不可能で
あったことが可能となり，人工知能の医療への応用が進
んでいる．特に画像認識の分野においては，人間の認識
能力を超えるまでになっている．現在，インプラントに
おいては情報収集が困難でありインプラントメーカーの
特定に苦慮することをしばしば経験する．そこで今回わ
れわれは，パノラマエックス線画像を使用して，DL で
使 用 さ れ る 深 い 畳 み 込 み ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク

（Convolutional Neural Network: CNN）を使用して，さ
まざまな歯科インプラントメーカーの分類精度を検証し
たので概要を報告する．

対象と方法
　2005 年から 2019 年に香川県立中央病院で歯科インプ
ラント治療を受けた患者から撮影されたデジタルパノラ
マエックス線写真うち，11 種類のインプラントシステム
の 8859 のインプラント画像が使用された．5 つの CNN
モデルがインプラント分類に及ぼす影響について評価を
行 っ た．3 つ の 畳 み 込 み 層 の CNN，VGG16 お よ び
VGG19 転移学習モデル，および VGG16・VGG19 の fine 
tuning の学習モデルを選択した．

結　　　果
　5 つの CNN モデルの中で，fine tuning VGG16 モデル
が最も良いインプラント分類性能を示した．（正解率 
0.985，感度 0.917，適合率 0.934，F1 値 0.925）．次に fine 
tuning VGG19（正解率 0.985，感度 0.909，適合率 0.923，
正解率 0.984，F1 値 0.915）が高い精度を示した．

考察および結論
　fine tuning VGG16 と VGG19 を 使 用 し た 畳 み 込 み
ニューラルネットワークは，11 種類のパノラマエックス
線画像から歯科インプラントシステムを正確に分類でき
ることが確認された．十分な分類精度が得られており，
今後更なるインプラントメーカーの学習数を増やし臨床
への応用を期待したい．

参考文献
1） Abadi, M, et al.: TensorFlow: Large-scale machine 

learning on heterogeneous distributed systems. 
arXiv preprint 2016, arXiv:1603.04467.

2） Simonyan, K. Zisserman, A.: Very deep convolutional 
networks for large-scale image recognition. arXiv 
preprint 2014, arXiv:1409.1556.
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目　　　的
　当科では，これまでに歯科インプラントを用いて，腫
瘍などの術後に生じる顎骨欠損症例を中心に，欠損歯列
の咬合再建および機能回復を行ってきた．今回われわれ
は，当科におけるインプラント治療の評価と今後の課題
抽出を目的に，上部構造装着後 4 年以上経過観察を行っ
た症例について臨床的検討を行った．

対象と方法
　対象は 2011 年から 2016 年までの 5 年間に，当科でイ
ンプラント治療を行った 93 例（総埋入本数は 259 本）と
し，性別，年齢，既往歴，飲酒および喫煙の有無，歯の
欠損理由，埋入部位，骨造成や顎骨再建の有無，上部構
造形態，骨縁の減少量（上部構造装着後 2，4 年時点で撮
影する画像検査にて評価）について後ろ向きに調査した．

結　　　果
　性別は男性 51 例，女性 42 例，平均年齢 51 歳であった．
既往歴は糖尿病 6 例，心疾患や肝・腎機能障害 20 例であ
り，飲酒 9 例，喫煙 18 例であった．歯の欠損理由は，歯
周病（慢性根尖性歯周炎を含む）50 例と最も多く，次い
でう蝕・歯根破折 18 例，外傷 9 例，口腔腫瘍 6 例，その
他 10 例であった．埋入部位は上顎のみ 36 例，下顎のみ

47 例，上下顎 10 例であり，そのうち骨移植を伴った症
例が 16 例，インプラント支持クラウン 45 例，ボーンア
ンカードブリッジ 38 例，インプラント・オーバーデン
チャー 7 例であった．骨縁の減少量は，上部構造装着後
2 年で平均 1.08mm，4 年で平均 1.21mm であった．連結
冠での補綴，糖尿病の既往，喫煙，歯周病による抜歯症
例で骨縁の減少量は大きくなり，脱落症例は 4 例（4 本）で，
残存率は 98.5％あった．

考察および結論
　文献的にインプラント体周囲の骨吸収量は年平均
1.2mm，残存率は 95％といわれており，当科の成績は長
期的にも経過良好と考えられた．「広範囲顎骨支持型装置
および補綴」の保険導入により，今後インプラント治療
はさらに適応が拡大していくことが予想され，長期的臨
床成績は患者背景やさまざまな条件下での対応に備える
うえで有用である．

参考文献
1） Arvidson K, Bystedt H: Int J Oral Maxillofac 

Implants 7: 321-329, 1992.
2） Bjarni E, Daniel T: Clin Oral Implants Res 6: 22-38, 

2012.
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　当科においてインプラント（IP）埋入時に糖尿病（DM）
と診断されていた患者の脱落因子を明らかにすること．

対象と方法
　当科で 2010 ～ 2020 年に埋入された IP（184 名 /714 本）
のうち，埋入時に DM（Ⅰ型 1 名，Ⅱ型 22 名）と診断さ
れていた患者は 23 名（男 13 名，女 10 名），計 57 本であ
り，その内 3 名 /7 本（男 1 名 /1 本，女 2 名 /6 本）が脱
落していた（残存率 90.8％，平均観察期間 4 年 8 か月）．
これら患者の HbA1c，空腹時血糖，DM 治療内容（運動・
食事療法のみ / 内服薬 / インシュリン注射），DM 罹患期
間，DM 以外の併存症，IP システム，IP 径と長さ，埋入
部位，上部構造を後方視的に調査した．

結　　　果
　HbA1c は残存例（残）6.2 ～ 6.8％・脱落例（脱）6.9
～ 7.5％，空腹時血糖値は残 93 ～ 102 mg/dl・脱 98 ～

118mg/dl．DM に対する運動・食事療法のみ残 5 名・脱
0 名，内服薬は残 16 名・脱 3 名，インシュリンは残 2 名・
脱 0 名，DM 罹 患 期 間 は 残 3 ～ 15 年・ 脱 5 ～ 10 年，
DM 以外の併存症で最多は高血圧で残 9 名，・脱 2 名であっ
た．また IP 径は残 3.5 ～ 4.5mm・脱 4.0 ～ 4.5mm，長さ
は 残 8 ～ 11.5mm・ 脱 8 ～ 10mm，IP シ ス テ ム は
OSSTEM が最多で残 38 本（76.0％）・脱 5 本（71.4％），
埋入部位は上顎臼歯部が最多で，残 22 本（44.0％），・脱
5 本（71.4％），最多の上部構造は残で単冠 23 本（46.0％），
脱でブリッジ 2 本（28.6％）であった．脱落例において
HbA1c は高く，全例で DM 内服薬が処方されていた．な
お，同時期に当科で基礎疾患を有さない患者に埋入され
た IP657 本の残存率は 95.8％であった．

考察および結論
　脱落例の HbA1c は高く，血糖管理の難しい症例が多
かったが，埋入部位や上部構造などにバラつきがあり，
明らかな脱落因子を特定することはできなかった．
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　近年，矯正歯科治療において，強固な固定源を得られ
る矯正用アンカーインプラントの使用により，顎外固定
装置および外科的手術を回避できる症例が増加し，患者
の負担軽減につながっている．一方，インプラントの動
揺や脱落等の合併症も報告されている．今回，われわれ
は当科において埋入を行った矯正用アンカーインプラン
トの臨床統計学的検討を行ったので，報告する．

対象と方法
　2016 年 1 月 1 日から 2019 年 12 月 31 日までの 5 年間
に近歯科医院より紹介され当科で埋入を行った 139 例を
対象とした．アンカースクリューあるいはアンカープレー
トの埋入を行った患者の年齢，性別，埋入部位，動揺や
感染などの合併症により除去を余儀なくされた症例を調
査した．

結　　　果
　1．年齢および性別：年齢は 15 歳から 54 歳で平均 25.7
歳であった．性別は女性 131 例（94.3％），男性 8 例（5.7％）

であった．2．埋入部位：アンカースクリューは 137 例本，
アンカープレートは 2 例 4 枚であり，アンカースクリュー
の埋入部位の内訳は，上顎口蓋正中 49 例 49 本，上顎臼
歯部頰側が 85 例 168 本，下顎臼歯部頰側が 2 例 3 本，上
顎臼歯部口蓋側が 3 例 6 本であった．アンカープレート
では，2 例 4 枚すべて頰骨下稜に埋入していた．3．感染・
固定力不足により除去を余儀なくされた症例：アンカー
スクリュー 14 例 15 本で，アンカープレート 0 例であった．

考察および結論
　当科で埋入を行ったアンカーインプラントは，若年者
の女性が多かった．感染の原因としては，スクリューを
可動粘膜部位に埋入したことにより，スクリューと粘膜
面に隙が生じ，細菌感染が起こったことが考えられる．
固定力不足の原因としては，皮質骨の厚み不足および口
蓋歯槽部歯肉が厚かったことにより，インプラントの埋
入深さが短かったことが考えられた．合併症による除去
を可能な限り，減らすために，患者の口腔内の状況に合
わせ，十分な術前診査を行うことが重要であると考えら
れた．

1B-4-3

過去 5 年間における
当院の矯正アンカーインプラントの臨床統計学的検討

○越沼伸也 1），山田　聡 2），足立　健 3），山本　学 1）

1）滋賀医科大学歯科口腔外科学講座　　　　　　   　
2）京都第二赤十字病院歯科口腔外科　　　　　　   　
3）長浜赤十字病院歯科口腔外科　　　　　　　　   　

Clinico-statistical investigation of anchorage implants 
in our department past 5 years

○KOSHINUMA Shinya 1），YAMADA Satoshi 2），ADACHI Takeshi 3），YAMAMOTO Gaku 1）

           1）Depertment of Oral and Maxillofacial Surgery, Shiga Univercity of Medical science
           2）Depertment of Oral and Maxillofacial Surgery, Kyoto Daini Red Cross Hospital
           3）Dental Oral Surgery, Nagahama Red Cross Hospital
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　歯科インプラント治療は，術式の進歩や使用機材の性
能の向上とともに欠損補綴の選択肢として広く浸透し発
展し続けているが，患者がインプラント治療に対してど
の程度満足しているかの報告はまだ少ない．そこで今回
われわれは，当院で治療を終了した患者に感覚的アンケー
トを行いインプラント治療に対する患者の満足度を調査
し分析・検討したのでその概要を報告する．

対象と方法
　対象は当院でインプラント治療を行い，2019 年 4 月 1
日から 2020 年 3 月 31 日までの一年間に治療を終了した
317 名とした．アンケートは，一端を非常に満足，もう
一端を非常に不満とした 10cm の Visual Analog Scale（以
下：VAS）を用いて行った．最終補綴装着後 2 週間から
1 か月の経過観察期間をおき歯科医師による最終確認を
行い治療終了と判断した患者にインプラント治療の満足
度を感覚的に回答してもらった．得られた回答は，治療
内容（期間，回数，部位，本数，骨増生の有無，補綴物

の種類など）で分類しその相関の有無を検討した．

結　　　果
　治療終了した 317 名中アンケートを回収できたのは
315 名（男性 168 名，女性 147 名）でアンケートの回収
率は 99.3% であった．アンケート回答者の平均埋入本数
は 3.04 本であった．平均の通院期間は 304.7 日であった．
平均の通院回数は 12.3 回であった．VAS の数値を 10cm
を満点とし計測した結果は最高値が 10 点で最低値は 2.5
点，315 名の平均値は 8.66 点と概ね良好な結果であった．

考察および結論
　今回，インプラント治療が終了した患者に感覚的アン
ケートを行い患者のインプラント治療の満足度を調査し
たが，インプラント治療に対する満足度は概ね良好であっ
た．今後はメンテナンスを行っていきながら長期経過時
の患者のインプラント治療の満足度を追っていき多角的
に分析することにより現在抱えるインプラント治療の問
題点を検討して行く予定である．

1B-4-4

Visual Analog Scale を用いたインプラント治療における満足度調査

○永津麻衣 1），金山健夫 1），藤本　純 1），花田拓郎 1）

中本朝子 1），朝波惣一郎 2）　　　　　　　　 　
1）医療法人天空会デンタルチームジャパン　　　　　
2）医療法人財団順和会山王病院歯科口腔外科　　　　

Dental implant satisfaction survey using Visual Analog Scale

○NAGATSU Mai 1），KANAYAMA Takeo 1），FUJIMOTO Jun 1），HANADA Takuro 1）
NAKAMOTO Asako 1），ASANAMI Soichiro 2） 　　 　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　 1）Medical Corporation Tenku-Kai Dental Team Japan
　　　　　 2）Dept. of Oral Surgery, SANNO Hospital
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　インプラント臨床の固定性上部構造は経年的に問題発
生が多々ある．それは清掃性の問題として，構造物が複
雑なため，患者自身ではケアが徹底できず，トラブルの
もとになると言われている．またその固定性のネジ・セ
メント固定では容易に着脱ができずトラブルが起こり臨
床上の困難が考えられる．
　そこで，固定性（ネジ・セメント）と可撤性（エレク
トロフォーミング）の違いがインプラント周囲の粘膜に
与える影響について種々の状況を踏まえて比較検討した
ので報告する．

材料および方法
　対象はエレクトロフォーミングによって製作した可撤
性ブリッジ （以下，可撤性）および従来法により製作し
た固定性ブリッジ （以下，固定性）を装着した患者，そ
れぞれ 13 名および 14 名である．ポンティック基底面粘
膜の影響の評価として，細菌増殖数をコロニーカウンター 

（パナソニック社）にて測定，またプラークインデックス
9 分割測定 （以下 PI），粘膜炎症発赤度合検査 （発赤度合
0 ～ 3）を用いた．また患者自身の評価として Visual 
Analogue Scale （以下 VAS）による違和感を評価した．
統計処理は t 検定を行った．また 1 症例とし重度の歯周
病患者の経過も報告する．

結　　　果
　各部所の測定において，細菌増殖数はエレクトフォー
ミングによる可撤性で固定性よりも少なく有意となった 

（p ＜ 0.01）．PI9 分割測定においても可撤性において有意
にプラークが少なかった （p ＜ 0.01）．粘膜炎症発赤度合
検査 （発赤度合 0 ～ 3）では固定性で炎症を認めた （p ＜
0.01）．粘膜部位を圧接した VAS による違和感では固定
性が高かった （p ＜ 0.05）．経過症例患者では長年にわた
り維持をしている．

考察および結論
　結果から疫学的の違いがエビデンスとしてエレクトロ
フォーミングが良好と示唆されたが，その経過の中で歯
周病の難易度の高い患者に応用して長期安定ができた症
例が存在した．本方法は，上部構造の応用に有用性が高
いものとして，今後の応用が期待される．

（倫理審査委員会 17000114 承認 承認番号 19202）

参考文献
1） ZAHNTECHNIK　WIRSCHAFT・LABOR 3/00．
2） 林　昌二　エレクトロフォーミング法の原理と技工操

作　歯科技工 APRL　2012　Vol　No4．
3） 奥寺　元　インプラント上部構造におけるエレクトロ

フォーミングの応用　第 26 回日本口腔インプラント
学会関東甲信越支部大会抄録集．

1B-4-5

インプラント上部構造におけるエレクトロフォーミング（電鋳）の有用性

○奥寺　元                           　
一般社団法人東京形成歯科研究会

Usefulness of electroforming in the upper structure of implants

○OKUDERA Hajime 　　 　

Tokyo Plastic Dental Society
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　顎骨再建後の咬合回復が困難な場合に，インプラント
治療が必要となる．しかし，顎骨再建部の軟組織処置が
不十分な場合，インプラント周囲炎を誘発することが問
題となる．今回われわれは，腓骨皮弁による顎骨再建患
者のインプラント治療において広範囲な軟組織処理を要
した 2 例を経験したので報告する．

症　　　例
症例①：Sub-Periosteal Dissection with Denture-Guided 
Epithelial Regeneration（SD-DGER）変法
　患者は 63 歳男性．中咽頭癌に対する放射線治療後に，
放射線性骨髄炎の診断のもと，下顎区域切除術，腓骨皮
弁による下顎再建術を行った．下顎の再建は全顎に及び，
義歯の装着は困難であり，IOD を用いた補綴治療を計画
した．インプラント 2 次手術と同時に軟組織処理として
SD-DGER 法 1）に FGG を併用し SD-DGER 変法とした．
インプラント周囲に角化歯肉を獲得し経過は良好である．
症例②：SD-DGER 法
　患者は 72 歳女性．左側上顎歯肉癌（T3N2bM0）のため，
術前 CRT（CBDCA+5-FU，40Gy），左側上顎部分切除
術が施行された．その後，右側上顎歯肉癌（T2N0M0）

の診断のもと右側上顎骨切除術，血管柄付き腓骨皮弁に
よる顎骨再建術が施行された．上顎は 1 3 部を残し皮
弁に覆われており，上顎の残存歯は右上 1 のみであった．
義歯の安定が得られずインプラント治療を計画した．イ
ンプラント 2 次手術と同時に軟組織処理を行った．軟組
織処理は移植できる遊離粘膜がなかったため，SD-DGER
法を行った．薄い粘膜を獲得するには反復した搔爬が必
要であったが，薄い粘膜を獲得し経過は良好である．

考察および結論
　顎骨再建患者の軟組織処置はインプラント全周への移
植が必要であり，移植面積が広いこと，顎堤の高さが低
いこと，周囲に固定源となる組織が少なく難渋すること
が多い 2）．顎骨再建後の軟組織の形態は多様であり特に
切除範囲が大きくなるにしたがい治療方法の確立は難し
くなる．長期経過も含め，今後もさらなる検討が必要で
ある．

参考文献
1） Kumar VV, Jacob PC, et al.: J Maxillofac Oral Surg, 

15: 449-455, 2016.
2） Nakaue K, Horita S, et al.: Dent J, 8: E67, 2020.

2B-1-1

広範囲な軟組織処理を要した腓骨皮弁による顎骨再建患者のインプラント治療の経験

○中上佳寿彦，堀田　聡，今田光彦，中山洋平
上田順宏，山川延宏，下辻寛子，桐田忠昭
奈良県立医科大学口腔外科学講座　　　　　  　

Treatment of wide tissue around dental implant 
after mandibular reconstruction with fibula flap

○NAKAUE Kazuhiko，HORITA Satoshi，IMADA Mitsuhiko，NAKAYAMA Yohei     　
UEDA Nobuhiro，YAMAKAWA Nobuhiro，SHIMOTSUJI Hiroko，KIRITA Tadaaki

Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Nara Medical University 　　　　　　　　　  　　　
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　上顎悪性腫瘍切除後の比較大きな上顎欠損部の治療は，
顎義歯による治療と再建術による閉鎖が挙げられ，それ
ぞれに一長一短がある．特に無歯顎症例の再建症例では，
皮弁の存在のために義歯の維持安定を得るのは困難とさ
れてきた．義歯の維持源として有効なインプラント治療
は上顎悪性腫瘍の咬合再建にも大きな変化をもたらして
いる．
　今回，われわれは，口蓋正中部に発症した上顎悪性腫
瘍に対して腫瘍切除後と同時に腓骨皮弁による上顎再建
を施行し，インプラント義歯による咬合再建を行った 1
例を経験したので報告する．

症例の概要
　患者は 60 歳代男性で，口蓋正中部の潰瘍のために当科
紹介受診となった．生検および画像診断より口蓋歯肉扁
平上皮癌，右側頸部リンパ節転移の診断を得た．右側頸

部郭清術および Le fort Ⅰ型骨切り術に準じた両側上顎
部分切除術と同時に遊離腓骨皮弁による再建術を施行し
た．術後 6 年 7 か月後に，腓骨よる再建部に対しインプ
ラント体を 4 本埋入した．その 4 か月後に皮弁減量およ
びヒーリングアバットメントを装着した．さらにその 7
か月後にインプラント義歯作成のため腹部より皮弁採取
し全層植皮にて口腔前庭拡張術を施行した．初回手術よ
り 8 年 3 か月後に上顎にインプラント義歯の装着を行っ
た．現在インプラント体も良好に保たれ，咬合は安定し
ている．患者の咀嚼機能と QOL は著明に改善した．

考察および結論
　本症例では Le fort Ⅰ型骨切り術に準じた両側上顎部
分切除を行ったため，歯槽堤を大きく欠損し可撤性の義
歯では安定が得られない可能性が強く示唆された．この
ような症例に対しインプラント義歯による咬合機能回復
が有用であることが示唆された．

2B-1-2

上顎悪性腫瘍術後の腓骨皮弁にインプラント義歯による
咬合再建を行った 1 例

○谷口弘樹，平井大輝，山本莉菜，波多野魁人，内田和希
千田　正，矢田光絵，山田龍平，石原　修　　　　　
大阪急性期・総合医療センター歯科口腔外科　　　　　　  　

A case of occlusal function recovery using implant-supported overdenture 
after maxillary reconstruction with fibula flap

○TANIGUCHI Hiroki，HIRAI Daiki，YAMAMOTO Rina，HATANO Kaito，UCHIDA Kazuki
CHIDA Tadashi，YADA Mitsue，YAMADA Ryuhei，ISHIHARA Osamu 　　　　　　 　

Osaka General Medical Center Oral surgery 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　
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　上顎歯肉癌の進展例では腫瘍の摘出に伴い歯槽部の切
除や開洞範囲が比較的大きくなることから，上顎を再建
する際に咬合機能の改善には配慮を要する．従来の顎義
歯による咬合再建では，その成否は固定源となる残存歯
などの状態に左右されやすい傾向にあった．今回，われ
われは上顎の進行がんに対して切除部を植皮とインプラ
ントによる咬合再建を図り，6 ～ 9 年の長期に渡る経過
観察から若干の知見を得たので報告する．

症例と経過
　対象は当科において上顎歯肉癌の診断下に腫瘍摘出後
に咬合再建を行った 2 例である．症例は共に左上顎歯肉
を原発とする扁平上皮癌で頸部リンパ節転移を有する
Stage Ⅳの進行がんであった．
　症例 1 は 49 歳女性，腫瘍切除後に全層植皮と顎義歯に
て再建した．この際，顎義歯の安定を図る目的でインプ
ラントを用いて固定源とした．症例 2 は 71 歳男性，腫瘍

切除後に眼窩下をチタンメッシュで囲み，開洞部は腹直
筋による血管柄付き遊離皮弁にて被覆した．その後，植
皮を通じてインプラントを植立して固定源とした．
　2 症例ともボーンアンカードブリッジとするほどの骨
量がないことからロケーターアバットメントを用いて義
歯を装着した．術後 6 ～ 9 年経過するも再発はなく，咬
合機能は概ね安定している．

考察および結論
　咬合再建において，術直後は一時的にシーネで創部の
安静を図り，一定期間腫瘍の再発がないことを確認した
上で最終的な補綴作製へと移行した．切除断端部は植皮
にて骨を露出しないように配慮したことで周辺組織との
整合性が高まり，鼻咽腔の閉鎖性も向上した．さらにイ
ンプラントにて十分な固定源を確保できたことが，長期
にわたる咬合機能の安定に寄与しているものと考える．
植皮とインプラントを併用することは咬合再建する上で
有用であると思われた．

植皮とインプラントによる咬合再建を行った上顎歯肉癌の 2 例

○兼子隆次，澤木　廉，河合孝真
豊田厚生病院歯科口腔外科   　　

Two cases of maxillary gingival carcinoma reconstructed by skin graft 
and dental implants following maxillectomy

○KANEKO Ryuji，SAWAKI Tadashi，KAWAI Takamasa

Oral & Maxillofacial Surgery, Toyota Kosei Hospital  　　　　　

2B-1-3
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　上顎切除後の咬合再建は主に顎義歯によって行われて
いるが，欠損が大きい場合や無歯顎である場合は十分な
維持・安定が得られず機能回復が困難である．今回，上
顎切除後症例に対してミリングバーを応用した広範囲顎
骨支持型補綴による咬合再建を行い，良好な機能回復が
得られた症例を経験したので，その概要について報告す
る．

症例の概要
　患者は当科において 2013 年から 2018 年までの間に上
顎欠損に対して広範囲顎骨支持型装置および補綴（イン
プラント治療）を適用し咬合再建を行った 3 例（男性 2 例，
女性 1 例，インプラント体埋入時平均年齢 68 歳）である．
3 例とも悪性腫瘍による術後欠損であり，2 例は腹直筋皮
弁，1 例は前腕皮弁による軟組織再建が行われ，硬組織
再建は行われなかった．2 例は化学放射線療法を受けて
いた．3 例とも顎義歯を作製したが，残存歯の脱落によ
り義歯の安定が得られず，インプラント治療を適用した．

経　　　過
　3 例とも既存骨に 4 本のインプラント体を埋入し，ミ
リングバーを応用したインプラントオーバーデンチャー
を適用した．上部構造装着後からそれぞれ 3 年，4 年，6
年経過していた．インプラント残存率は 100％であり，

咀嚼・会話機能評価においても改善が見られた．

考察および結論
　全例において咀嚼・会話機能が回復しており，インプ
ラント治療は上顎切除後の機能回復に有用な方法である
ことが確認された．また，ミリングバーは既存のアタッ
チメントよりも転覆力による破折や義歯の脱落に強く，
顎義歯の安定性の確保に有用であると示唆された．上顎
切除後は皮弁により欠損部がほぼ充填されている場合と
鼻腔と口腔が交通し開洞している場合があるが，いずれ
の場合においてもインプラント治療を適用することが可
能であり，良好な結果が得られることが示された．

参考文献
1） 福田雅幸，飯野光喜，他：ミリングバーを用いたイン

プラント顎義歯の上顎無歯顎症例への応用．日口外誌 
47: 641-644, 2001.

2） Fukuda M, Takahashi T, et al: Implant-supported 
edentulous maxillary obturators with milled bar 
attachments after maxillectomy. J Oral Maxillofac 
Surg 62: 799-805, 2004.

3） 鎌田幸治：保険診療で行うインプラント治療：補綴的
立場からの現状と展望．日本口腔インプラント誌 27: 
18-26, 2014.

2B-1-4

上顎切除後にミリングバーを応用した
広範囲顎骨支持型補綴にて咬合再建を行った 3 症例

○福地峰世 1），髙野裕史 1），山崎雅人 2），有馬実咲 1）　　　
及川湧基 1），鈴木昇建 1），石田　昴 1），伊東慶介 1）　　
鈴木兼一郎 1），今野泰典 1），五十嵐秀光 1），福田雅幸 1）

1）秋田大学医学部附属病院歯科口腔外科　　　　　　　　 　
2）大曲厚生医療センター歯科口腔外科　　　　　　　　　 　

Three cases of occlusal reconstruction with bone anchored device 
with milled bar attachments for wide edentulous area after maxillectomy

○FUKUCHI Mineyo 1），TAKANO Hiroshi 1），YAMAZAKI Masato 2），ARIMA Misaki 1）   　　　
OIKAWA Yuuki 1），SUZUKI Shoken 1），ISHIDA Subaru 1），ITOU Keisuke 1） 　　　　　   　
SUZUKI Kenichiro 1），KONNO Yasunori 1），IGARASHI Hidemitsu 1），FUKUDA Masayuki 1）

        1）Division of Dentistry and Oral surgery, Akita University School of Medicine
        2）Department of Dentistry and Oral Surgery, Omagari Kousei Medical Center
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　近年，腓骨皮弁による下顎骨再建患者へのインプラン
ト治療は，多くの文献で安定した結果と有用性が報告さ
れている．しかし，下顎骨と腓骨へのインプラント治療
について検討した報告は少ない．今回，われわれは下顎
骨と腓骨に埋入したインプラントについて比較検討し，
若干の考察を含め報告する．

対象と方法
　対象は，広範囲顎骨支持型装置が保険適応となった
2012 年 4 月から 2020 年 3 月までの 8 年間に，当科にて
インプラント治療を行った患者のうち，下顎骨に埋入（2
回法選択）した 24 例，48 本（下顎骨群）と，下顎再建
後の腓骨に埋入した 5 例，14 本（腓骨群）とした．抜歯
窩の残存，骨造成後および垂直的・水平的に骨幅が不十
分な患者は除外した．検討項目は，インプラント埋入相
当部の皮質骨の垂直的骨幅，皮質骨の CT 値，皮質骨を
除いたインプラント体中心部の CT 値，埋入時のトルク，
タップ使用の有無，埋入時のISQ値，荷重開始時のISQ値，
待機期間とした．統計解析は，Mann-Whitney U 検定を

用いた．

結　　　果
　患者の内訳は，下顎骨群は男性 13 名，女性 11 名，年
齢は 57.3 ± 13.4 歳であった．腓骨群は男性 3 名，女性 2 名，
年齢は 53.6 ± 12.5 歳であった．インプラント埋入部にお
ける皮質骨の垂直的骨幅（下顎骨群 1.34 ± 0.83mm，腓
骨群 1.89 ± 0.60mm），皮質骨を除いたインプラント体中
心部の CT 値（下顎骨群 300.6 ± 143.8HU，腓骨群 65.9
± 177.0HU），待機期間（下顎骨群 3.7 ± 1.7 か月，腓骨
群 5.6 ± 1.8 か月）に統計学的有意差（P<0.01）を認めた
が，埋入トルク，ISQ 値，タップ使用の有無に有意差は
認めなかった．

考察および結論
　腓骨は長管骨であり，海綿骨が少なく厚い皮質骨と骨
髄が多くを占めており，解剖学的にも，CT 値において
も相違を認める．しかし，適切な治療計画や手技を行う
ことにより，腓骨においても下顎骨と同等の一次固定お
よび二次固定が得られることが示唆された．

2B-2-1

下顎骨と下顎再建後の腓骨におけるインプラント治療の比較検討

○吉田千夏，中上佳寿彦，堀田　聡，今田光彦
小山泰志，桐田忠昭　　　　　　　　　　
奈良県立医科大学口腔外科学講座　　　　　  　

The comparison of the mandible and the free fibula flap 
for mandibular reconstruction in dental implant treatment

　　　　　　　 　○YOSHIDA Chinatsu，NAKAUE Kazuhiko，HORITA Satoshi
　　　　　　　　 　IMADA Mitsuhiko，KOYAMA Taishi，KIRITA Tadaaki

Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Nara Medical University
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　2012 年度の歯科診療報酬改定により，広範囲顎骨支持
型装置・補綴によるインプラント治療が保険導入された．
適応症は腫瘍，外傷，先天異常等で 3 分の 1 顎程度の顎骨，
多数歯欠損症例とされており，失った顎口腔機能の改善
には非常に有用であり，これまでに多くの患者が恩恵を
受けている．一方で，腫瘍などの術後に生じる広範囲顎
骨欠損を伴う症例においては，下顎骨再建が必要となる．
そこで今回われわれは，当科における過去 8 年間にチタ
ンメッシュトレーと腸骨骨髄海綿骨細片（以下，PCBM）
を用いた下顎骨再建を行い，インプラント治療を適応し
た症例について臨床的検討を行ったので報告する．

対象と方法
　対象は，2012 年 4 月から 2020 年 4 月までの約 8 年間
に当科で下顎再建後にインプラント体を埋入し，上部構
造を装着した患者 12 例（男性 9 例 , 女性 3 例，平均年齢
61.3 歳，中央値 64.5 歳）とした．検討項目は原疾患，イ
ンプラント体の埋入本数と残存率，上部構造，経過観察

期間，咀嚼機能評価，会話機能評価とした．

結　　　果
　原疾患は悪性腫瘍 8 例，良性腫瘍 1 例，下顎骨骨髄炎
3 例であった．インプラント体の埋入本数は 45 本（平均 3.8
本）で，残存率は 100％，経過観察期間は平均 40.8 か月（21
～ 70 か月，中央値 40 か月）であった．上部構造はイン
プラント・オーバーデンチャーが 3 例，ボーンアンカー
ドブリッジが 9 例であった．上部構造装着前後で咀嚼機
能および会話機能は有意に改善していた．

考察および結論
　今回われわれは，当科におけるチタンメッシュトレー
と腸骨 PCBM を用いた下顎骨再建後にインプラント治療
を適応した症例について臨床的検討を行った．本法は下
顎骨の三次元的な形態を回復でき，インプラント治療に
よる咬合再建が可能であった．さらに咀嚼・会話機能の
改善もみられ， QOL の改善に有用であると考えられた．

2B-2-2

当科における腸骨 PCBM を用いた下顎再建後に
広範囲顎骨支持型装置を適応した症例の臨床的検討

○今野泰典，髙野裕史，有馬実咲，及川湧基　　
鈴木昇建，伊東慶介，石田　昂，鈴木兼一郎
福地峰世，五十嵐秀光，福田雅幸　　　　　
秋田大学医学部附属病院歯科口腔外科　　　　　　

Clinical study of wide range jaw bone supported device 
following mandibular reconstruction using iliac particulate cancellous bone

 and marrow in our department

○KONNO Yasunori，TAKANO Hiroshi，ARIMA Misaki，OIKAWA Yuuki
SUZUKI Shoken，ITOU Keisuke，ISHIDA Subaru，SUZUKI Kenichiro
FUKUCHI Mineyo，IGARASHI Hidemitsu，FUKUDA Masayuki 　  　

Department of Dentistry and Oral Surgery, Akita University Graduate School 　 　
of Medicine and Faculty of Medicine 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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緒　　　言
　下顎悪性腫瘍切除後の欠損は，歯肉，歯槽骨の喪失に
伴い，口腔機能低下や審美障害といった合併症が必発と
なる．今回，下顎悪性腫瘍切除後広範囲欠損に対し腓骨
皮弁と広範囲顎骨支持型装置にて再建治療を行った 2 症
例について報告する．

症　例　1
　55 歳男性．右側舌扁平上皮癌（cT3N0M0：StageⅢ）
に対し，手術および術後放射線化学療法による集学的治
療を施行した．その後，放射線性下顎骨壊死を発症し，徐々
に範囲が拡大し下顎骨区域切除が繰り返し施行され，最
終的に欠損範囲は下顎骨亜全摘に及んだ．オトガイ皮膚
の瘢痕拘縮と小下顎による咀嚼障害および審美障害に対
し，遊離腓骨皮弁を用いた下顎骨再建術を計画した．下
顎骨は 3 分割し，上顎残存歯列を基準とし，術前に 3 次
元モデルを作成した．術後感染なく，顔貌形態は著明に
改善した．また，広範囲顎骨支持型装置を用いた咬合再
建にて咀嚼機能の改善が得られた．

症　例　2
　54 歳女性．右側下顎骨悪性エナメル上皮腫に対し，下
顎骨亜全摘術および右側顎下部郭清術を施行した．一旦
金属プレートでの下顎再建を行ったが，術後感染のため

プレートを抜去したが炎症が遷延し，オトガイ皮膚の瘢
痕拘縮と小下顎による咀嚼障害および審美障害を生じた． 
遊離腓骨皮弁を用いた下顎骨再建術を施行した．術前に
3 次元モデルを作成し，上顎残存歯列を基準として，2 分
割した腓骨で下顎骨を再建した．術後感染なく，顔貌形
態は著明に改善し，広範囲顎骨支持型装置を用いた咬合
再建で咀嚼機能は向上した．その後，オトガイ部の皮島
が下垂し，口唇閉鎖が困難となったため，当院形成外科
にて大腿筋膜を用いた口唇吊り上げ術が施行された．

ま　と　め
　下顎悪性腫瘍切除後広範囲欠損に対し，腓骨皮弁を用
いて硬組織・軟組織の再建を同時に施行したことで，良
好な顔貌形態の改善が得られ，広範囲顎骨支持型装置を
用いたことで顎口腔機能の向上が得られた．

参考文献
1） 管野貴浩，助川信太郎：日本顎顔面インプラント学会

誌, 13（2）: 57-63, 2014.
2） Colella G, et al.: Int J Oral Maxillofac Implants 2007; 

22: 616-622.
3） 立川敬子：日本口腔インプラント学会誌, 26: 145, 

2013.
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下顎悪性腫瘍切除後欠損に対し腓骨皮弁と
広範囲顎骨支持型装置にて再建治療した 2 例

○狩野正明，大熊里依，大迫里江，石塚真士　
金山純一，都田絵梨奈，佐藤翔，管野貴浩
島根大学医学部歯科口腔外科　　　　　　　  　

Two case reports of reconstruction of the surgically-induced oro-mandibular defect using
 a microvascularized fibula flap and dental implants in oral cancer patients

○KARINO Masaaki，OKUMA Satoe，OSAKO Rie，ISHIZUKA Shinji  　
KANAYAMA Junichi，TODA Erina，SATO Sho，KANNO Takahiro

                          Department of oral and maxillofacial surgery, Shimane University Faculty 
                          of Medicine, Izumo Japan
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　今回われわれは，エナメル上皮腫の切除に伴う広範な
下顎欠損に対し，腸骨海綿骨細片移植とカスタムメイド
チタンメッシュトレーによる下顎骨再建術を行い，さら
にデンタルインプラント（以下インプラント）による咬
合再建を行ったところ，良好な機能回復が得られたので
その概要を報告する．

症例の概要
　患者は 45 歳の男性．2015 年 8 月，某病院歯科口腔外
科で右側下顎骨腫瘍と診断され，精査・加療を目的に当
科紹介となった．パノラマエックス線写真にて右側下顎
臼歯部に単房性の透過像を認め，CT にて 46 から 42 部
の歯槽頂部から根尖部にかけ，境界明瞭な胞巣状の骨吸
収像を認めた．生検によりエナメル上皮腫の診断を得た
ため，2015 年 10 月，全身麻酔下にて右側下顎骨区域切
除術と腸骨海綿骨細片移植およびカスタムメイドチタン
メッシュトレー（ウルトラフレックスカスタムメッ
シュⓇ，オカダ医材株式会社）による即時再建術を施行し
た．2018 年 5 月，顎骨再建部へ 4 本のインプラント 

（Straumann Ⓡ ボーンレベルインプラント，直径 4.1mm，
長さ 10mm，Straumann, Switzerland）埋入手術を施行
した．同年 12 月，アバットメント連結術および口蓋粘膜
移植による口腔前庭拡張術を行い，粘膜の生着後に固定
式上部構造を装着した．現在，上部構造装着後 2 年経過
しているが，インプラント周囲には炎症症状や骨吸収は
認めていない．また，上部構造装着前後の口腔機能を比
較したところ，デンタルプレスケールを用いた咬合力検
査では 431N から 453.5N，JMS 舌圧測定器を用いた舌圧
検査では 25.1kPa から 30.7kPa，グルコセンサーを用いた
咀嚼能力検査では 114mg/dL から 171mg/dL といずれも
増大傾向を示していた．一方，EAT-10 を用いた嚥下ス
クリーニング検査では術前後に変化を認めなかった．

考察および結論
　下顎骨腫瘍摘出術後に生じた下顎骨欠損に対しては，
腸骨海綿骨細片移植とカスタムメイドチタンメッシュト
レーで顎骨を再建し，インプラントによる咬合再建を行
うことで，機能的，整容的に良好な結果が得られると考
えられる．

2B-2-4

腸骨海綿骨細片移植とカスタムメイドチタンメッシュトレーによる下顎骨再建部に
デンタルインプラントを適用したエナメル上皮腫の 1 例

○永井大輝 1），栗原祐史 2），筑田洵一郎 2），佐藤有里子 2）

山口弘貴 2），代田達夫 2）　　　　　　　　　　　  　
1）昭和大学歯学部口腔外科学講座口腔腫瘍外科学部門　 　
2）昭和大学歯学部口腔外科学講座顎顔面口腔外科学部門 　

A case of ameloblastoma applying dental implant treatment 
following mandible reconstruction 

using custom-made titanium mesh tray and particulate cancellous bone marrow

○NAGAI Taiki 1），KURIHARA Yuji 2），CHIKUDA Junichiro 2），SATO Yuriko 2）
YAMAGUCHI Hiroki 2），SHIROTA Tatsuo 2） 　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　1）Division of Oral Oncology, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, 
　　　　　　　　 Showa University, School of Dentistry
　　　　　　　2）Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Showa University, School of Dentistry
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緒　　　言
　移植歯・再植歯において，歯牙と歯槽骨との骨性癒着
を起こした場合，一般的には歯が骨によって徐々に置き
換えられる，置換性吸収が起きることが多いが，感染を
伴った場合，周囲歯槽骨の吸収を起こすことがある．今
回われわれは，移植歯・再植歯が感染により歯槽骨とと
もに欠損した症例に対して，骨造成術を併用したインプ
ラント埋入術を施行し，良い結果が得られたので報告す
る．

症例および経過
　症例 1）患者は 40 歳男性．35 歳の時，外傷による 21
歯根破折に対して抜歯術ならびに 28 矮小歯の歯牙移植を
施行した．その後，21 移植歯の動揺を主訴に，2011 年 1
月当科初診となった．初診時，21 の動揺と歯槽骨吸収を
認めたため，抜歯術を施行．抜歯窩の閉鎖を待ち，2011
年 10 月，下顎枝からの粉砕骨とチタンメッシュプレート
を用いた骨造成術を施行した．骨造成から 4 か月後，イ

ンプラント体を埋入，ハイブリッドセラミックスによる
最終補綴物を装着した．
　症例 2）患者は 18 歳女性．9 歳の時，外傷による 11 歯
牙破折に対して 4-META/MMA レジンセメントにて接
着するも，13 歳の時，根尖性歯周炎を発症した．根管が
狭窄し根管治療が奏功しないため，一度抜歯術を施行し，
口腔外で根管治療したのち再植術を施行した．その後，
11 歯肉の腫脹が発現したため，2014 年 12 月当科初診と
なった．初診時，11 根尖歯肉の腫脹と，同部にエックス
線上において感染による歯根の内部吸収と歯冠大の歯槽
骨吸収を認めた．11 根尖性歯周炎の診断のもと，抜歯術
を施行した．欠損補綴に関して，患者はインプラント治
療を希望されたため，消炎後，下顎枝のブロック骨とチ
タンメッシュプレートを用いたオンレーグラフトを施行
した．骨造成から 7 か月後，インプラント体を埋入，ジ
ルコニアポーセレンによる最終補綴物を装着した．
　現在，両症例とも最終補綴物装着以降，移植骨の吸収
やインプラント周囲炎もなく，経過は良好である．

2B-3-1

骨性癒着を起こした移植歯・再植歯に対する骨造成術を伴ったインプラント症例

○岩瀬　慶，中田康一，鈴木崚平，田所勇樹　　　　　 　
高橋香織，石上享嗣，秋葉正一　　　　　　　　　 　
地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院歯科・歯科口腔外科

Case report of an ankylosed tooth transplanted 
or replanted before treated implanting and bone augmentation

○IWASE Kei，NAKADA Koichi，SUZUKI Ryohei，TADOKORO Yuki
TAKAHASHI Kaori，ISHIGAMI Takashi，AKIBA Masakazu  　　

Asahi General Hospital, Department of Dentistry and Oral Surgery 　　　　　
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　顎顔面外傷後に咬合・咀嚼機能や審美性の障害を後遺
し，これらの障害の回復のため，歯科インプラントを用
いた治療が必要となることも少なくない．今回，下顎骨
骨折術後の咬合機能回復に下顎前歯部歯槽骨切り術を併
用したインプラント治療を行い，良好な経過が得られた
ので報告する．

対象と方法
　患者：18 歳，女性．初診：2005 年 8 月．主訴：下顎骨
骨折の治療．現病歴：2005 年 8 月助手席に同乗していた
乗用車がガードレールに衝突して受傷し，当院救急科へ
搬入された．現症：顔面に多数の裂傷を認め，オトガイ
部は口腔内へ交通していた．下顎前歯部が著明に舌側へ
偏位し，同部から出血を認めた．34 は脱落，35 は脱臼し
ていた．臨床診断：左側下顎骨骨折，歯槽骨骨折（33 ～
43），34.35 外傷性脱臼，顔面裂傷．処置および経過：受
傷当日に観血的整復固定術，35 抜歯術および裂傷縫合処
置を施行した．術後，34.35 欠損に対して歯科インプラン
トによる補綴治療を希望した．前歯部の被蓋が過大で咬
合不全を認めたため，矯正治療を開始した．下顎前歯部
の歯体移動および歯軸傾斜の改善が困難であり，下顎前
歯部の歯槽骨片をブロックとして移動することを計画し

た．2009 年 5 月下顎前歯部歯槽骨切り術を施行した．骨
性治癒は良好であり，2009 年 12 月 34 部インプラント体
埋入手術および下顎プレート除去術を施行した．34 部に
スタンダードプラスインプラント，直径 4.1mm・長さ
10mm，RN（ストローマン社製）を埋入した．暫間被覆
冠を装着した後，2011 年 3 月上部構造を装着した．

結　　　果
　上部構造装着後 9 年 5 か月経過したが，インプラント
周囲や天然歯の歯槽骨の骨吸収などは認められず，良好
に機能している．

考察および結論
　下顎前歯部歯槽骨切り術を併用したことで，長期間の
矯正治療による歯根吸収や歯槽骨からの歯根露出などを
回避することができた．歯科インプラント治療により咬
合・咀嚼機能は回復し，これらの機能は長期間維持され
ている．

参考文献
1） 針谷靖史，関口　隆：顎顔面インプラント誌 10: 15-

22, 2011.
2） 針谷靖史，関口　隆：口腔顎顔面外傷 13: 58-69, 2015.

2B-3-2

下顎骨骨折術後の咬合機能回復に
下顎前歯部歯槽骨切り術を併用したインプラント治療の 1 例

○沖田美千子 1），針谷靖史 1），原田雅史 1），石戸克尚 2）

1）医療法人渓仁会手稲渓仁会病院歯科口腔外科　　　　
2）富山赤十字病院歯科口腔外科　　　　　　　　　　　

A case of implant treatment using mandibular anterior subapical alveolar osteotomy 
for recovery of occlusal function after mandibular fracture

○OKITA Michiko 1），HARIYA Yasushi 1），HARADA Masashi 1），SEKIDO Katsuhisa 2）

　　　　　 1）Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Teine Keijinkai Hospital
　　　　　 2）Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Toyama Red Cross Hospital
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　下顎前歯部のインプラント治療に際し，歯間乳頭の欠
損を来たした症例に対して，角化歯肉の襟付きの結合組
織移植を行って，歯冠乳頭を再生させた症例の報告を目
的とする．

対象と方法
　患者は 49 歳の男性．下顎右側犬歯を複数回の歯根囊胞
による外科治療の後，再発を来たし保存困難となったた
め抜歯した．周囲組織の吸収を防止し歯肉退縮を軽減す
るために抜歯即時埋入を行い，即時プロビジョナライゼー
ションを行った．埋入したインプラント体は 13mm 長の
φ 3.8mm BMS（Nobel Biocare 社製）である．これに金
属製テンポラリーアバットメントを使用してネジ止め固
定でレジン製テンポラリークラウンを装着した．埋入時
トルク 40Ncm，動揺度 70（ISQ）であった．埋入時イン
プラント体周囲に骨欠損が生じたため，骨補填材を填入
した．3 か月後遠心歯間乳頭の消失が確認された．また
辺縁角化歯肉の量も不足していた．左側上顎結節部から
5mm × 15mm 大の角化歯肉の襟付き結合組織を採取し
た．移植床は近心から頰側歯肉に Langer 法に準じてエ
ンベロップを形成した．移植片は角化歯肉部を歯肉縁に
設定し，エンベロップ内に引き込んだ結合組織を周囲軟
組織に懸垂縫合固定した．術後 10 日間，移植部をパッキ
ングし，抜糸を行った．

結　　　果
　移植片は，直後は収縮がみられたが次第に増生し，6

か月後には歯冠乳頭の再生が得られた．その後，約 6 か
月で最終補綴物を装着した．以降審美的状態が維持され
ている．

考察および結論
　前歯部インプラント治療を行う場合，歯間乳頭の存在
は審美的補綴のために不可欠である．角化歯肉は炎症や
外傷，手術侵襲など，あるいは Bio Type に影響を受け
て退縮ないし消失する．歯間乳頭の保持は下部支持歯槽
骨硬組織の存在と結合織を含む軟組織の組織量に左右さ
れる．3mm までの垂直的組織欠損は Seibert の分類では
軽度な欠損に分類され，再生は GBR や結合組織移植で行
われる．結合組織移植後はいわゆる軟組織の歯冠側への
クリーピングが期待でき，1mm 程度の軟組織の延伸が図
りうる．しかし角化歯肉の不足には対応できない．また
それ以上の軟組織欠損がある場合は下部支持組織である
骨量を骨移植と GBR で回復する必要がある．本症例では
歯間乳頭の角化歯肉部分を，上顎第 2 大臼歯遠部の歯肉
を採取しそのままの状態で周囲に移植することで再生を
図った．また角化歯肉にリンパ流による栄養が移植後行
き渡るように十分な大きさの結合組織を付けて採取した．
本発表は 1 症例であるが，この症例の範囲から言えるこ
とは，移植片の採取部位として，口蓋粘膜でなく，移植
後も増生が期待できる上顎結節部を選択したこと，およ
び第 2 大臼歯の周囲歯肉を角化歯肉ごと採取し移植した
ことで，軟組織移植のみで歯冠乳頭の再生が図られたも
のと考えられた．

2B-3-3

角化歯肉襟付き結合組織移植を行って
インプラント周囲歯間乳頭を再生した 1 例

○嶋田　淳 1, 2），園川拓哉 2），井上季咲 2），龍田恒康 2），山本信治 2）

1）明海大学歯学部付属病院　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　
2）明海大学歯学部病態診断治療学講座口腔顎顔面外科学分野 1　　  　

A case of papilla formation around implant 
with keratinized color connective tissue graft

○SHIMADA Jun 1, 2），SONOKAWA Takuya 2），INOUE Kisaki 2）
TATSUTA Tsuneyasu 2），YAMAMOTO Nobuharu 2）　　　　　

　　　　　　　　　　　1）Meikai University Hospital
　　　　　　　　　　　2）Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Department of Diagnostic 
　　　　　　　　　　　　 and Therapeutic Sciences, Meikai University School of Dentistry
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　Although the choice of donor site depends on the 
amount of bone required, bone grafts are often used in 
reconstructive oral maxillofacial surgery. When 
relatively large bone defects need to be repaired, graft 
from the iliac bone is occasionally used. On the other 
hand, prosthodontic rehabilitation for the patients with 
maxillary tumor must be challenging to achieve the 
functional occlusion without large bone graft. The aim 
of this presentation is to show implant treatment to 
establish the functional occlusion, following cyst removal 
for the patients with a large maxillary dentigerous cyst.

症例の概要
　A 42-year-old woman visited our hospital with a chief 
complaint of an esthetic problem. She has been wearing 
partial denture in left maxillary area for 2 years since 
when she underwent a large maxillary dentigerous cyst 
removal in our hospital. Intraoral view showed 22, 23, 
24, 25 missing teeth and severe surgical scar derived 
from cyst removal. Panoramic radiograph revealed less 
alveolar bone height in the maxillary canine and 
premolar area. CT revealed that narrow bone width 
and insufficient bone height was found in it. We made 
clinical diagnosis as atrophic maxillary alveolar bone 
resulted from a large maxillary dentigerous cyst 
removal. Therefore, we selected two stage method of 
implant treatment using iliac bone graft. The first 
surgery was simultaneously performed by two teams. 
After the exposure of the anterior i l iac crest , 
coticocancellous bone block was harvested using a 
microsurgical saw under general anesthesia. The block 
bone graft was reshaped and adapted to fit the recipient 

site. Titanium screw was used to fix the bone graft to 
residual bone to avoid micromovent during the 
integration period. The second surgery, dental implants 
placement was performed at the end of the 3-month 
graft integrating. A partial denture as temporary 
prostheses was permitted during the graft and implant 
integration periods. After a further three months, 
patient underwent the screw stained suprastructer as 
prosthodontic rehabilitation.

結　　　果
　The functional occlusion was successfully gained with 
installment of implant using iliac bone graft. It has 
achieved good clinical results without any complications, 
cyst recurrence. A radiograph taken 7 years after cyst 
removal, it showed a cystic cavity replaced by a new 
bone and a stable implant with surrounding bone on 
radiograph and CT.

考察および結論
　The iliac bone graft using only bone grafts from iliac 
crest was favorable for implant treatment following a 
large maxillary dentigerous cyst removal.

参考文献
1） Procopio O, Trojan D, Frigo AC, Paolin A: Use of 

homologous bone for alveolar crest reconstruction in 
483 patients with 5 years' outcomes post implanta-
tion. Oral Maxillofac Surg 23: 353-363, 2019.

2） Ellis E 3rd, Sinn DP: Use of homologous bone in 
maxillofacial surgery. J Oral Maxillofac Surg 51: 
1181-1193, 1993.

2B-3-4

上顎に生じた巨大な含歯性囊胞摘出後の腸骨移植によるインプラント治療

○青木紀昭 1），梅澤ひみこ 1），飯田昌樹 1），馬場隼一 2）

1）済生会横浜市南部病院歯科・口腔外科　　　　　　　
2）横浜市立大学大学院医学研究科顎顔面口腔機能制御学

Implant treatment using only bone grafts 
from iliac crest following a large maxillary dentigerous cyst removal

○AOKI Noriaki 1），UMEZAWA Himiko 1），IIDA Masaki 1），BABA Junichi 2） 　　　　　　　　　　　　　　　

　　　1）Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Saiseikai Yokohamashi Nanbu Hospital
　　　2）Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Yokohama City University Graduate School of Medicine
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緒　　　言
　顎顔面外傷における歯の欠損では，歯槽骨や顎骨の骨
折により広範囲に及ぶ周囲支持組織欠損を生じることが
多い．このような場合，歯科インプラント治療のみでは
十分な機能的・審美的回復は困難で，軟性・硬性再建を
はじめ補綴，矯正治療などの集学的治療が必要となる．
　今回，顎顔面外傷による下顎審美領域の広範囲組織欠
損に対して骨・軟組織移植と矯正治療を併用したインプ
ラント治療を行い，機能的，審美的に良好な回復が得ら
れた症例を経験したためその概要を報告する．

症　　　例
　患者は 21 歳の女性．2015 年 8 月，旅行先で交通事故
に遭い，前医を受診した．右側関節突起および正中下顎
骨骨体部骨折の診断でチタンミニプレートによる観血的
整復固定術が実施され，その後，欠損部治療目的にて当
科に紹介，転院となった．初診時，下顎では，32-45 部の
歯および顎堤欠損がみられ，創の一部が裂開して下顎正
中部のプレートが露出していた．上顎では，12 欠損と以
前からの歯列不正を認めた．骨折部の骨接合は既に得ら

れていたため，まず露出プレートを除去し，粘膜が完全
閉鎖したことを確認した上で，2016 年 5 月，10 月に遊離
腸骨による 32-45 部への骨造成を行った．上顎の歯列矯
正治療終了後，2017 年 9 月にインプラント埋入術を実施
し，3 か月後にアバットメント接続手術とともに口蓋粘
膜移植術を行った．プロビジョナルレストレーション

（PVR）装着後，口腔前庭拡張術を実施し，2020 年 7 月
に最終補綴物を装着した．現在経過は良好で定期的なメ
ンテナンスに移行している．

考察および結論
　外傷患者では，歯のみならず周囲の骨や軟組織を損な
うことがしばしば問題となる．さらに若年者の場合，審
美性の回復に重きを置くことも重要で，本症例では患者
と話し合いながら，骨・軟組織移植，相当期間の PVR，
歯列矯正を行ってその目的を達した．今後，顎顔面外傷
治療における機能的，審美的要求度はますます高くなる
ものと考えられる．そのためには，患者と十分な意思疎
通を図り，多様な知識や技術を結集した包括的アプロー
チで治療に取り組むことが重要と考えられた．

2B-3-5

交通顎顔面外傷に対する集学的インプラント治療の 1 例

○二宮真希 1），相馬智也 1），堀江伸行 1），臼田　頌 1）

河奈裕正 2），中川種昭 1），莇生田整治 1） 　　 　
1）慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室　　　　
2）神奈川歯科大学顎・口腔インプラント科　　　　　

A case of interdisciplinary implant treatment 
for traumatic maxillofacial trauma

○NINOMIYA Maki 1），SOMA Tomoya 1），HORIE Nobuyuki 1），USUDA Sho 1）
KAWANA Hiromasa 1, 2），NAKAGAWA Taneaki 1），ASODA Seiji 1） 　  　

                       1）Department of Dentistry and Oral surgery, Keio University School of Medicine
                       2）Department of Oral and Maxillofacial Implantology, Kanagawa Dental University
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　歯科医寮においてメタル・フリー志向が高まるなか，
ジルコニアインプラントは重要な選択肢の一つである．
しかしながら，これまで報告されている臨床研究ではジ
ルコニアインプラントの 7 年間の残存率（77.3%）はチタ
ンインプラントの 10 年間の残存（98.8%）と比較し劣っ
ている 1, 2）．したがって，ジルコニアインプラントの残存
率を高め，患者の QOL の向上を図るためには，骨形成
に最適な表面改質法の開発が急務である．本研究では，
紫外線処理，プラズマ処理による超親水性処理がジルコ
ニアインプラントにどのように影響を与えるかを精査し，
有効なジルコニアイプラントを開発するための一助とす
ることを目的とした．

対象と方法
　イットリア添加正方晶ジルコニア多結晶体（TZP）を
用い，直径 1mm・長さ 1.5mm のインプラント体を作製
した．インプラント体表面に，（1）サンドブラストと酸
処理のみ（Cont），（2）サンドブラストと酸処理＋紫外
線処理（UV），（3）サンドブラストと酸処理＋低温プラ
ズマ処理（PL）の 3 種類の表面処理を施した．これら試
料を 10 週齢 SD 系雄性ラットの大腿骨中央に埋入し，埋
入 2 週後にオッセオインテグレーションの評価を行った．
定量的評価として押し込み試験（push in test）を行い，
組織学的評価としてインプラント周囲骨をトルイジンブ
ルーで染色し光学顕微鏡で観察した．表面性状の評価は

直径 13mm・高さ 1mm のディスクを作製し，同様に 3
種類の表面処理を施し，ぬれ性（接触角）および表面組
成分析（XPS）を行った．

結　　　果
　push in test においては UV 群と PL 群が Cont 群と比
較して有意に高い値となった．組織学的評価においても
UV 群と PL 群はインプラント周囲に多くの骨が認めら
れた．ぬれ性においては UV 群と PL 群が Cont 群と比較
して有意に高い値となった．表面組成分析では UV 群と
PL 群が Cont 群と比較して炭素の減少が確認できた．

考察および結論
　UV 群と PL 群がオッセオインテグレーションに有利に
働いた主な要因として，炭素の除去および超親水性化に
よるインプラント体表面の物理化学的改質によることが
考えられた．本研究の結果より，ジルコニアインプラン
トにおける超親水性処理の有効性が示唆された．（動物実
験倫理委員会承認 承認番号 203306 号） 

参考文献
1） Roehling S, Woelfer H, et al.: Implant Dent Relat Res. 

18: 545-58, 2016.
2） Buser D, Janner SF, et al.: Clin Implant Dent Relat 

Res. 14: 839-51, 2012.

超親水性処理を施したジルコニアインプラントの開発

○平野友基，花澤清俊，原田惇朗，浅見洋佑　　　
　飯島典子，小田由香里，守　源太郎，佐々木穂高
本間慎也，矢島安朝　　　　　　　　　　　　
東京歯科大学口腔インプラント学講座　　　　　　 　

Development of zirconia implant with super hydrophilic treatment
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P-1



215
日本顎顔面インプラント学会誌
Vol. 19, No. 3, 2020

目　　　的
　炭酸アパタイト（CAP）は，骨の無機主成分であり，
優れた骨伝導性を有するとともに，骨リモデリングに調
和して骨に置換される．当教室では，九州大学との共同
研究により骨置換性の CAP の人工合成に世界で初めて
成功した．本材料は 2018 年よりサイトランス グラニュー
ルⓇとして市販されているが．顆粒状の形態であるため，
術中や術後に顆粒の飛散や移動等の問題がある．そこで，
われわれは CAP 顆粒の操作性向上や形態保持のため，
CAP をコラーゲンと複合化することにより，スポンジ状
の CAP・コラーゲン複合体を開発し，その物性の評価と
骨欠損部での骨再生を組織学的に評価したので報告する．

対象と方法
　3％コラーゲン溶液と CAP 顆粒（平均粒径 300-600µm）
を CAP 含有量 30wt％で混合し，円柱型のモールドに填
入後，液体窒素にて急速凍結後に，−80℃で 2 時間以上
凍結した．次に，24 時間凍結乾燥を行い，155℃で 4 時
間熱架橋を行うことで，ディスク状の CAP・コラーゲン
複合体を作製し，物性を評価した．ラット頭蓋骨に
φ9mm の骨欠損を作製，CAP・コラーゲン複合体を埋
植し，埋入 2，4 週で摘出し，骨欠損部の骨新生について
組織学的に評価した．

結　　　果
　作製した CAP・コラーゲン複合体は，走査型電子顕微
鏡による形態観察で，CAP 顆粒はコラーゲン線維と密に
結合し，多孔性の構造が保たれていた．動物実験により，

顆粒単独群は術後に顆粒が移動しているのに対して
CAP・コラーゲン複合体は骨欠損内に保持されていた．
また，CAP・コラーゲン複合体は顆粒単独と同等の骨形
成を認めた．

考察および結論
　CAP・コラーゲン複合体の開発に成功した．CAP・コ
ラーゲン複合体は顆粒単独群と比較し，骨欠損内にて形
態を保持できており，顆粒単独群と同等の骨形成を認め
た．以上のことより，骨補填材料として有用な可能性が
示唆された．

参考文献
1） Fujisawa K, Akita K, et al.: Compositional and 

histological comparison of carbonate apatite 
fabricated by dissolution-precipitation reaction and 
Bio-Oss Ⓡ . J Mater Sci Mater Med 29: 121, 2018.

2） Mano T, Akita K, et al.: Histological comparison of 
three apatitic bone substitutes with different 
carbonate contents in alveolar bone defects in a 
beagle mandible with simultaneous implant 
installation. J Biomed Mater Res B Appl Biomater 
108: 1450-1459, 2020.

3） Akita K, et al.: Fabrication of porous carbonate 
apatite granules using microfiber and its histological 
evaluations in rabbit calvarial bone defects. J Biomed 
Mater Res A 108: 709-721, 2020.

炭酸アパタイトと豚コラーゲンの複合化による
新規骨補填材の開発と骨再建への応用
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Fabrication of carbonate apatite and collagen composite 
and application of bone reconstruction
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　本研究では，ジルコニア製インプラントに対する側方
荷重がインプラント周囲組織に与える影響について検討
した．

対象と方法
　実験用インプラントは，ファイバーレーザー照射によ
り粗面処理された，1 ピースタイプ（直径 3.0mm，長さ
13.5mm）のジルコニア製インプラント（ZrI）（ナントー

（株），静岡）を使用した．コントロールとして同じサイ
ズのチタン製インプラント（TiI）（ナントー（株），静岡）
を用いた．
　5 頭のビーグル犬の両側下顎小臼歯（P1 ～ 4）部に，16
本の ZrI および 14 本の TiI をランダムな配置で，近心に
約 15 度傾斜して埋入した．埋入 3 か月後に片側のみ咬合
荷重を開始した．荷重 6 か月後に屠殺し，インプラント
体を含む周囲骨の micro CT 検査を行った．また，荷重
開始時，荷重 3 か月後および 6 か月後の規格デンタルエッ
クス線写真を用い周囲骨組織の評価を行った．

結　　　果
　抜歯後の顎骨治癒不良部位で十分な初期固定が得られ

なかった，2 本の ZrI が荷重開始前に脱落した．また，1
本のZrIが荷重開始後に破折した．これらの3本を除外し， 
ZrI の荷重（n=6）および無荷重（n=7）と TiI の荷重（n=7）
および無荷重（n=7）の合計 27 本の評価を行った．
　micro CT 像では，インプラント表面に沿った骨組織が
観察された．
　ZrI の 3 か月後の荷重および無荷重，6 か月後の荷重お
よび無荷重の平均辺縁骨吸収量（Av MBL）はそれぞれ，
0.21 ± 0.206mm，0.17 ± 0.213mm，0.32 ± 0.167mm，0.26
± 0.209mm であった．TiI の Av MBL はそれぞれ，0.36
± 0.230mm，0.09 ± 0.033mm， 0.45 ± 0.272mm，0.18 ±
0.051mm であった．
　材料，荷重の有無，荷重期間による有意差は認められ
なかった（多元配置分散分析）．

考察および結論
　ZrI は TiI より弾性係数が約 2 倍高いため，側方力によ
る周囲骨の応力集中とそれに伴う骨組織の反応が心配さ
れる．本研究の結果，ZrI と TiI の周囲骨の反応の差は認
められなかったため，ZrI は TiI と同様の治療成績が期待
できる．

側方荷重がジルコニア製インプラントの周囲骨組織に与える影響

○髙橋佳子 1），加倉加恵 1），松本彩子 1），柳　　束 1）　
谷口祐介 1），江頭　敬 1），松浦正朗 2），城戸寛史 1）

1）福岡歯科大学咬合修復学講座口腔インプラント学分野
2）福岡口腔インプラント研究会　　　　　　　　　　　

Effect of lateral load on zirconia peri-implants bone tissue
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　上顎洞底挙上術は上顎臼歯部の骨量不足に対する骨造
成法として重要な治療法である．その際使用される移植
材は自家骨以外にこれまでさまざまな人工材料が開発さ
れてきた．
　今回われわれは，東北大学で研究・開発されたリン酸
オクタカルシウム・コラーゲン複合体（OCP/Col）を用
いた上顎洞底挙上術の臨床試験を行い，良好な結果を得
たので報告する．

対象と方法
　対　象：5 例（すべて女性），63 ～ 68 歳（平均 64.8 歳），
片側性上顎臼歯部歯槽骨高度吸収，歯の欠損
　方　法：移植材として OCP/Col（直径 9.0mm，厚さ
1.5mm の円盤状）を単独使用した上顎洞底挙上術を行い，
その 24 週後にインプラント埋入術を実施した．インプラ
ント埋入時にトルク値および ISQ 値の測定と，骨造成部
の生検を同時に施行した．アバットメント接続術は，イ
ンプラント埋入術後 24 週で行い，その後任意の期間で上
部構造を装着した．エックス線写真検査を，術前，上顎
洞底挙上術後 12 週，インプラント埋入後，上部構造装着
後4週以上経過時に行った．CT値と垂直的骨幅の評価を，
OCP/Col 塡入 24 週に行った．血液検査を，術前，12 週，
24 週に行った．

結　　　果
　すべての症例において手術時の感染，洞粘膜の穿孔な
どの併発症はなかった．インプラント埋入時のトルク値
は 1 症例において機械故障により測定できなかったが，
他 4 症例において 4 ～ 50N・cm（平均 19.3N・cm）であっ
た．ISQ 値は 48 ～ 64（平均 57）であった．骨造成部の
生検所見は， OCP/Col に接した新生骨がみられ，周囲に

若干の変性した線維性組織を認めた．また OCP/Col 周囲
に沿って骨芽細胞様細胞が配列している様子を認めた．
CT 値は 247 ～ 387HU（平均 296.8HU）であった．骨再
建後の垂直骨幅は 8 ～ 15mm（平均 11.8mm）増加して
いた．血液検査は一般生化学検査の他，炎症反応を測定
したが有害事象は認めなかった．上部構造装着後 3 年以
上経過しているが，いずれの症例も創部感染やインプラ
ント脱落は認めなかった．

考察および結論
　OCP/Col は，リン酸オクタカルシウムと医療用コラー
ゲンを複合化させ，骨再生を誘導する生体内分解吸収性
材料である．顆粒形状ではなく，スポンジ状の多孔質体（空
隙率：約 94%）であることから，高吸水性であり崩れに
くい．このことから顆粒状の骨補塡材と比較すると，薄
く弱い上顎洞粘膜を硬固物で圧迫するリスクがないこと，
塡入操作が容易で開窓部から材料の漏出がないこと，上
顎洞粘膜穿孔時に材料自身が補修材となるため新たな人
工膜を要しないことなどの利点が考えられた．また，エッ
クス線透過性が低いため埋入初期の画像評価が困難だっ
たが，移植後 24 週の生検では速やかな新生骨への置換が
みられていた．
　一方，インプラント体埋入時の最大トルク値が 20N・
cm 以下，ISQ 値が平均 57，CT 値が Misch 分類 D4 に相
当していたことから，移植後 24 週，すなわち，約 6 か月
後の新生骨の骨質はやや低いものと思われた．しかしな
がら，臨床的には，インプラントの生着，機能に問題を
認めなかった．
　以上より，OCP/Col は，上顎洞底挙上術における骨再
生促進作用をもつ骨補塡材として有用であることが示唆
された．

上顎洞底挙上術における
リン酸オクタカルシウム・コラーゲン複合体の使用経験

○道端　彩 1），福田　諒 1），河奈裕正 2） 　　　　　　　　　　
1）静岡市立清水病院口腔外科　　　　　　　　　　　　　　　　
2）神奈川歯科大学先進歯科医療センター顎・口腔インプラント科

The use of octacalcium phosphate collagen composite 
in maxillary sinus augmentation
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　インプラント治療のための骨再生には人工骨補填剤や
自家骨が用いられているが，これらの材料はエックス線
不透過性である．したがって，エックス線画像から再生
骨量を確認することは可能であるものの，骨化の程度を
判断することは困難である．そこで本研究では，再生骨
のコーンビーム CT（CBCT） 画像を用いて，再生骨の経
時的変化を評価する方法について検討を行った．

対象と方法
　対象は，インプラント治療を目的として骨造成を行っ
た患者 6 名である．移植直後と移植 6~7 か月後の CBCT
画像を用いた． 解析には，フリーウエアであるImageJと，
その plugin である BoneJ を用いた．各パラメーターの撮
影時期による違いについて検討し，次に移植直後の画像
で既存骨と再生骨との差を調べた．また，再生骨部の画
像を経時的に比較し，骨再生に伴う変化について検討し
た．（松本歯科大学研究等倫理審査委員会　承認番号
0222 号）

結　　　果
　BV/TV，SMI，Fractal dimension，Connectivity につ
いては，既存骨と再生骨間に有意差は認められなかった．
そこで新たなパラメーターとして，2 値化のための閾値
を変化させ，閾値の変化に対する面積の変化率を「閾値
―面積相関（Threshold-Area Relationship，TAR）」と
して算出した．再生骨の TAR は，移植直後から 6 ～ 7
か月までに有意に減少した．

考察および結論
　BV/TV，SMI，Fractal dimension，Connectivity は骨
再生に伴って減少する傾向であったが，その程度は限定
的であった．新たに考案した TAR は，移植直後から移
植 6 ～ 7 か月の間に有意に減少し，骨再生過程の評価に
利用できる可能性が示唆された．CBCT 画像と画像解析
との組み合わせによって再生骨の骨質評価が可能となれ
ば，適切な埋入時期の予測に役立つことが期待される．

コーンビーム CT 画像を用いた再生骨評価法の検討

○各務秀明 1），植田章夫 2），李　憲起 3），篠原　淳 4）

1）松本歯科大学総合歯科医学研究所　　　　　　　　
2）松本歯科大学病院　　　　　　　　　　　　　　　
3）松本歯科大学口腔顎顔面外科学講座　　　　　　　
4）緑が丘デンタルクリニック　　　　　　　　　　　

Investigation of the evaluation method 
for regenerated bone using cone-beam CT images

○KAGAMI Hideaki 1），UEDA Akio 2），LI Xianqi 3），SHINOHARA Atsushi 4）

　　　　　　　　1）The Institute of Oral Science, Matsumoto Dental University
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　　　　　　　　4）Midorigaoka Dental Clinic
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　ガイデッドサージェリーに使用するサージカルガイド
プレートの製作は，従来，印象採得，石膏模型の 3D スキャ
ナーでの STL データ化を経て，シミュレーションソフト
上で設計を行っていたが，現在では口腔内スキャナー

（intraoral scanner，以下，IOS）から得られた，患者の
口腔内の情報を STL データ化することで製作が可能と
なった．しかし，これら新規デジタル技術が従来から行
われている技法と比べ，その精度が優れているか否かの
検証は十分になされていない．今回われわれは，印象材
を使用した従来法と，IOS を使用した光学印象法にて製
作したサージカルガイドプレートを用いて，ガイデッド
サージェリーの精度の比較を行った．また歯牙支持型と
歯牙粘膜支持型におけるガイデッドサージェリーの精度
についても検討した．

対象と方法
　造影剤入り下顎右側遊離端の模型（以下，母模型）か
ら得られた DICOM データと，シリコン印象材，Trios3，
CS3600 を用いて得られた STL データを，シミュレーショ
ンソフト（coDiagnostiX）を用いて，それぞれに対応す
る歯牙支持型と歯牙粘膜支持型のサージカルガイドプ
レートを製作した．埋入部位は第二小臼歯部，および，
第二大臼歯部とし，埋入用の模型は，母模型を 3D スキャ
ナーで読み込み，CAM にてレジン模型を製作した．ガ
イデッドサージェリーを用いてインプラント体を埋入し
た後，coDiagnostiX の treatment evaluation ツールを使
用，埋入予定位置と埋入位置の，歯槽頂における 3 次元
的距離偏差，先端部での 3 次元的距離偏差，角度偏差に
おける精度の測定を行った．

結　　　果
　歯牙支持型のガイデッドサージェリーの精度において

は 45,47 相当部ともに，歯槽頂における 3 次元的距離偏差，
先端部での 3 次元的距離偏差，角度偏差，すべてにおい
て精度が従来のシリコンを用いた印象採得よりも，
Trios3，CS3600 を用いた光学印象法で良好な結果が得ら
れた．歯牙粘膜支持型のガイデッドサージェリーの精度
に関しては 45，47 相当部ともに，歯槽頂における 3 次元
的距離偏差，先端部での 3 次元的距離偏差，角度偏差，
すべてにおいて有意差を認めなかった．歯牙支持型と歯
牙粘膜支持型の比較においては，すべてにおいて歯牙粘
膜支持型のガイデッドサージェリーの方が良好な精度で
あった．

考察および結論
　今回の結果から，従来のシリコン印象法より，IOS を
使用した光学印象法を用いること，更に歯牙粘膜支持型
のサージカルガイドプレートを用いることで，ガイデッ
ドサージェリーの精度を向上させることが示唆された．

参考文献
1） Bover-Ramos F, Viña-Almunia J, Cervera-Ballester J, 

Peñarrocha-Diago M, García-Mira B. Accuracy of 
implant placement with computer-guided surgery: A 
systematic review and meta-analysis comparing 
cadaver, clinical, and in vitro studies: Int J Oral 
Maxillofac Implants. 2018; 33: 101-115.

2） Derksen W, Wismeijer D, Flügge T, HassanB, 
Tahmaseb A. The accuracy of computer ‐ guided 
implant surgery with toothsupported, digitally 
designed drill guides based on CBCT and intraoral 
scanning. A prospective cohort study: Clinical Oral 
Implants Research. 2019; 30: 1005-1015.

シリコン印象法とデジタル印象法を用いた
ガイデッドサージェリーの精度の比較検討

○奥濱裕里恵，永田紘大，淵上　慧，北見遼二，若森可奈
住友寛和，キムヒョンジン，大久保学，河奈裕正　　
神奈川歯科大学顎・口腔インプラント科　　　　　　　　  　

A comparative study on accuracy of silicone impression technique 
and digital impression technique for guided surgery

○OKUHAMA Yurie，NAGATA Koudai，FUCHIGAMI Kei，KITAMI Ryouji，WAKAMORI Kana
SUMITOMO Hirokazu，KIM Hyunjin，OKUBO Manabu，KAWANA Hiromasa   　　　　  　

Department of Oral and Maxillofacial Implantology, Kanagawa Dental University 　　　　　　　　　　　　 　
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　最近さまざまなコンピュータ補助診断および手術法が
開発されインプラントにも応用されているが，いずれも
モニターに投影された画像を見る際，術野から目を離さ
なければならず，術野とモニター画面を同時に見ながら
の手術は行えない．その欠点を解消するため，われわれは，
ヘッドマウントディスプレイ（HMD）を用いた内視鏡も
しくはナビゲーション補助のヴァーチャルリアリティ

（VR）インプラント手術を開発し，British Journal of 
Oral and Maxillo-facial Surgery （2018）に報告した．
　今回，HMD を用いた内視鏡補助インプラント手術が
実際にモニターの欠点を解消するものであるか，3D モデ
ルを用いた模擬手術で検討したので報告する．

対象と方法
　対　象：歯科医師 8 名
　研究方法：われわれの開発した VR サイナスリフト法
にて実際に上顎洞底挙上を行った患者の CT データを使
用し，3D 顎骨モデルを作製の上，上顎洞底に疑似粘膜を
貼り付けた．さらに，実習用顔面マスクにて被覆した模
擬上顎洞挙上患者モデルを作製した．
　モデルを使用し，術者と助手が一組みとなり，助手が
犬歯窩に穿孔させた小孔から内視鏡を挿入し，術者が内
視鏡画像を見ながらオステオトームテクニックで上顎洞
粘膜が挙上されるまでの一連の模擬手術を施行した．模

擬手術は内視鏡画像を HMD に投影させた VR 群と，通
常のモニター上に投影させたモニター群の 2 条件で行い，
臨床経験年数別に若手同士，熟練医同士がそれぞれペア
となり，一条件につき一人 5 回ずつの操作を繰り返し，
一回ごとに一連の操作が終了するまでの時間を計測した．
結果は統計学的に比較検討した．

結　　　果
　VR 群はモニター群に比べ統計学的に有意に操作時間
が短かった（p ＜ 0.05）．両条件とも，操作時間は回を重
ねるごとに短縮され，その傾向は特に若手で顕著であっ
た．臨床経験年数別では，若手では VR 群がモニター群
に比べ統計学的に有意に操作時間が短かったが（p ＜
0.05），熟練医では有意な差は認めなかった．

考察および結論
　本研究では，HMD を用いると術野から視点をずらす
ことなく，術野とモニター画面を同時に見ながらの手術
が可能となる．モニター群より VR 群で操作時間が統計
学的に有意に短かったことは，HMD の使用により手術
の安全性が増すと同時に，操作時間の短縮が達成できる
ことが明らかとなった．特に，若手で有意な操作時間の
短縮が認められたことは，HMD が教育ツールとして有
効である可能性が示唆されたものと考えられる．

ヘッドマウントディスプレイを用いた
VR インプラント手術の有用性に関する検討

○大場英典 1），池畑直樹 1），都丸怜奈子 1），大槻里実 1）      　

戸口未咲 1），小日向大知 1），近津大地 2），松尾　朗 1, 2）

1）東京医科大学茨城医療センター歯科口腔外科　　　　　　
2）東京医科大学医学部口腔外科学分野　　　　　　　　　　

Evaluation of VR implant surgery using head mount display

○OBA Hidenori 1），IKEHATA Naoki 1），TOMARU Renako 1），OTSUKI Satomi 1） 　　　　　  　
TOGUCHI Misaki 1），KOHINATA Daichi 1），CHIKAZU Daichi 2），MATSUO Akira 1, 2）

1）Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Medical University Ibaraki Medical Center
2）Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Medical University　　　　　　　　　  　
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　抜歯時にソケットプリザベーションを施行する際，骨
補填剤の流出防止や感染予防の観点から歯槽頂部を全閉
鎖する必要があるが，特に幅径が大きい大臼歯抜歯後で
は閉創が困難な場合があるため，全層弁剝離後に骨膜減
張切開を加える必要がある．しかし，減張切開を行うこ
とで口腔前庭は浅くなり，付着歯肉幅の減少，喪失する
可能性が考えられる．
　本症例は下顎右側第一大臼歯を抜歯し，抜歯窩へのソ
ケットプリザベーションと抜歯窩の全閉鎖を目的に人工
膜を用いることで十分な付着歯肉幅を温存し，良好な経
過を得られたため報告する．

対象と方法
　患者は 53 歳男性．2013 年 1 月に下顎右側第一大臼歯
の咬合痛を主訴に来院した．パノラマエックス線写真か
ら遠心根の破折と根分岐部病変を認めた．保存困難と診
断し抜歯後，インプラント治療を行うこととした．抜歯
後に欠損部顎堤吸収が予測されたため，抜歯と同時に
Bio-Oss Ⓡを用いたソケットプリザベーションを施行し，

テルダーミスⓇを用いて抜歯窩を全閉鎖した．同年 8 月に
インプラント体埋入手術を行い，12 月にプロビジョナル
レストレーションを装着した．経過良好のため 2014 年 5
月，セメント固定式陶材焼付冠の上部構造を装着した．

結　　　果
　上部構造装着時，インプラント周囲の付着歯肉幅は良
好で，周囲残存歯と調和のとれた歯頸線を維持していた．
現在，半年に 1 度の定期的なメインテナンスを継続して
いる．上部構造装着後 5 年以上経過した現在もプラーク
コントロールは良好で炎症所見も認めず経過良好である．

考察および結論
　本症例は骨膜減張切開を行わず，人工膜を用いて抜歯
窩を全閉鎖することで，外科的侵襲を最小限に抑えた結
果，患者の苦痛を軽減することが可能となった．また抜
歯窩に上皮が再生する間，人工骨の流出を抑え，創面を
保護することで感染防止を図ることが可能であった．本
症例より人工膜を用いることで付着歯肉幅を温存し，良
好な結果を獲得できることが示唆された．

ソケットプリザベーション時の抜歯窩閉鎖に人工膜を用いた一症例

○大滝梨菜 1），川谷孝士 1），上田一彦 2），廣安一彦 1）

1）日本歯科大学新潟病院口腔インプラント科　　　　
2）日本歯科大学新潟生命歯学部歯科補綴学第 2講座　

A case of using artificial membrane 
for wound closure during socket preservation

○OHTAKI Rina 1），KAWATANI Takashi 1），UEDA Kazuhiko 2），HIROYASU Kazuhiko 1）

　　　　 1）Oral Implant Care Unit, Niigata Hospital, The Nippon Dental University
　　　　 2）Department of Crown & Bridge Prosthodontics, The Nippon Dental University, 
　　　 　　 School of Life Dentistry at Niigata
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　骨再生誘導法（GBR）は，口腔インプラント治療に伴
う骨増生の選択肢として確立された治療法となっている．
本邦では GBR 適応メンブレンは非吸収性膜のみで，吸収
性膜は存在しなかった．一方で，臨床では吸収性膜とし
て GTR 用の適応外使用や，個人輸入品が使用されており，
規制当局や学会など各所より適正な承認品が望まれてい
た．そこで，われわれは L- ラクチドとε-カプロラクト
ンから成る長期吸収性メンブレン（P（LA/CL） Bilayer 
Membrane，以下 PBM）を開発し，2020 年 5 月に GBR
での薬事認可を得た．
　本研究では，PBM の GBR での性能評価を目的に行っ
た動物試験の評価結果について報告する．

対象と方法
　AAALAC 認証施設にて動物試験を実施した．ビーグ
ル犬の左右下顎前臼歯部を抜歯した後，8 週治癒後に頰
側裂開型 3 壁性骨欠損（10 × 4 × 5 mm）を作製した．
欠損部に自家骨を填入し，被験試料を設置して縫合した．

比較対照群として膜被覆なしの群（自家骨群）および陰
性対照として欠損のみの群（無埋植群）を設定した．12
週治癒後，マイクロ CT および組織学的評価を実施した． 
　群間の統計学的な有意差検定には統計解析ソフトを用
いて多重比較検定を行った．

結　　　果
　すべての試験群で炎症の惹起は確認されず 12 週間の治
癒期間，創し開，膜の露出，感染や安全性に疑義が生じ
るような症状は認めなかった．再生組織体積比率は PBM
群 99.79％と自家骨群 83.90％，無埋植群 55.07% と比較し
て有意に高かった．組織学的評価では，全例において
CT での石灰化領域が骨であることを確認し，PBM 群で
は欠損部に連続性のある新生骨形成を認めた．

考察および結論
　PBM が骨組織再生に必要な期間十分にスペースメイキ
ングし，骨形成を効果的に支持できた．以上のことから，
PBM は GBR に有用な吸収性膜であることが示唆された．

新規長期吸収性 GBR メンブレンの開発・製品化
― in vivo 性能評価―

○有馬恵美子，坂口祐亮，山中克之，伏島歩登志
株式会社ジーシー　　　　　　　　　　　　　　　

New product development of long-term absorbable GBR membrane
― in vivo evaluation ―

○ARIMA Emiko，SAKAGUCHI Yusuke，YAMANAKA Katsuyuki，FUSEJIMA Futoshi

GC Corporation　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　近年，口腔癌切除に伴う口腔機能障害に対しては，イ
ンプラント義歯による機能改善が有効であり，その有用
性が報告されている．しかし，口腔癌術後は顎骨再建や
放射線治療，化学療法，軟組織皮弁等の影響からインプ
ラント義歯が経過不良となる症例が存在する．そこで今
回，口腔癌治療後にインプラント義歯により咬合再建を
行った症例の臨床的検討を行い，口腔癌の一貫治療とし
てのインプラント治療の有用性を検討した．

対象と方法
　1997 年から 2013 年までの 17 年間に口腔癌切除後に当
科においてインプラント義歯により咬合再建を行った 22
例（男性 12 例，女性 10 例，平均年齢 66.9 歳）を対象と
した．すべての症例で顎骨切除を伴い，そのうち 9 例で
顎骨再建を含む骨移植を併用し，17 例で皮弁による軟組
織再建を行った．埋入したインプラントの総数は 103 本
であり，放射線治療および骨移植を含む顎骨再建の有無，
化学療法の有無，軟組織再建の有無でインプラント残存
率と埋入後の骨縁の減少量（Marginal bone loss）につい

て臨床的検討を行った．

結　　　果
　インプラント埋入までに放射線治療を行った症例は 15
例，平均照射量は 45.1Gy であった．照射群の埋入総数
72 本中，脱落本数は 5 本で残存率は 93.0％であった．非
照射群は埋入本数 31 本中，脱落本数は 1 本で残存率
96.8％であり，照射群において脱落本数が多かった．イ
ンプラント埋入後の骨縁の減少量は照射群で有意に多
かった．放射線量や皮弁の有無，化学療法の有無で骨縁
の減少量に有意差は認めなかった．

考察および結論
　本研究では放射線治療はインプラントの残存率に影響
し，インプラント埋入後の MBL を増加させることが示
唆されたが，定期的および長期的なメインテナンスで残
存率を維持することは可能と考えられ，口腔癌切除後の
インプラント義歯を応用した口腔機能の改善は，口腔癌
の一貫治療として有用であると思われた．

口腔癌術後のインプラント義歯による咬合再建症例における臨床的検討

○髙野裕史 1），五十嵐秀光 1），今野泰典 1），山崎雅人 2），福地峰世 1）

鈴木兼一郎 1），石田　昇 1），鈴木昇建 1），福田雅幸 1）　　　　　
1）秋田大学医学部附属病院歯科口腔外科  　　　　　　　　　　　　 　
2）大曲厚生医療センター歯科口腔外科  　　　　　　　　　　　　　 　

Clinical investigation of rehabilitation 
with dental implants following resection of oral cancer

○TAKANO Hiroshi 1），IGARASHI Hidemitsu 1），KONNO Yasunori 1）   　
YAMAZAKI Masato 2），FUKUCHI Mineyo 1），SUZUKI Kenichiro 1）
ISHIDA Subaru 1），SUZUKI Shoken 1），FUKUDA Masayuki 1） 　　  　

　　　　　　　　　 1）Department of Dentistry and Oral Surgery,
　　　　　　　　　 　 Akita University Graduate School of Medicine and Faculty of Medicine
　　　　　　　　　 2）Department Dentistry and Oral Surgery, Omagari Medical Center
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　口腔腫瘍切除等の下顎骨区域欠損に対して，肩甲骨を
用いた下顎骨再建が行われる．このような症例に対して，
広範囲顎骨支持型補綴装置が保険収載されたことで，そ
の恩恵を受ける患者が増加している．特に，同装置を適
用した当科での咀嚼機能評価の結果から，インプラント
オーバーデンチャー（IOD）と比較してボーンアンカー
ドブリッジ（BAB）が咀嚼機能をより回復していたこと
から，可能な症例には BAB を適用している．しかしな
がら，放射線治療の既往や術後の解剖学的な制約によっ
て，BAB を適用できない症例も少なくない．これらをふ
まえ，肩甲骨を用いた下顎骨再建症例の BAB の適否を
調査した．

対象と方法
　対象は 2008 年から 2019 年に当科にて肩甲骨を用いて
下顎骨再建を行った 21 名を対象とした．調査項目は，性
別，年齢，原疾患，顎骨の欠損形態，放射線治療の既往
に 加 え イ ン プ ラ ン ト シ ミ ュ レ ー シ ョ ン ソ フ ト

（LANDmarker，アイキャット社）を用いたインプラン
ト埋入計画から，BAB の適否を検討した．

結　　　果
　対象患者は男性 17 名，女性 4 名，平均年齢 68 歳（37
～ 83 歳），原疾患は悪性腫瘍 11 名，良性腫瘍 3 名，骨髄
炎 7 名であった．再建範囲の内訳は，CAT 分類をもとに
T 欠損が 5 名，TT 欠損が 7 名，TA 欠損が 3 名，CAT
欠損が 4 名，body 欠損が 2 名であった．放射線治療の既
往で 4 名が，歯槽骨幅不足で 6 名が BAB の適用ができ
なかったが，11 名において BAB の適用が可能であった．
しかしながら，BAB 適用可能症例のうち 10 名の歯冠 /
インプラント比（C/I 比）が 2 以上であった．

考察および結論
　肩甲骨を用いた下顎骨再建症例の約半数が BAB 適用
可能と推察されたが，術後照射と歯槽骨幅不足から適用
が困難な症例も認めた．また，BAB が適用可能であって
も C/I 比が増加する傾向からも，BAB の適用には二次的
な硬組織再建を要する症例が多いと推察された．

参考文献
1） Bodard A, Samuel S, et al.: Oral Oncol, 47: 1099-1104, 

2011.
2） 去川俊二，野口忠秀，他：日口腔インプラント誌 27: 

4-9, 2014.

肩甲骨皮弁を用いた下顎骨再建症例の検討
―ボーンアンカードブリッジの適用を想定して―

○立浪秀剛 1），今上修一 1），津野宏彰 1），高塚団貴 1），石戸克尚 1, 2）
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2）富山赤十字病院歯科口腔外科　　　　　　　　　　　　　　　　 　

A morphological study on reconstructed mandible 
with scapula for occlusal reconstruction using dental implant
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緒　　　言
　口腔癌の術後の機能回復において広範囲顎骨支持型装
置は有用である．その周囲に下顎歯肉癌が再発した症例
を供覧する．

症例および経過
　症例は 69 歳，男性．既往歴に HCV，慢性腎不全，糖
尿病があった．通院中の某総合病院消化器内科で口腔内
の腫瘤を指摘され，2008 年 6 月に同院歯科口腔外科を受
診した．病理組織学的検査により扁平上皮癌と診断され，
精査および加療を目的に当科を受診した．左側下顎前歯
部舌側に 25 × 13 mm 大の辺縁不整，境界不明瞭，弾性
硬の腫瘤が認められた．画像検査では頸部リンパ節や遠
隔臓器への転移は認められなかった．左側下顎歯肉癌

（cT2N0M0）と診断され，同年 7 月に左側下顎辺縁切除
術を実施した．2009 年 3 月にインプラント埋入術（オト
ガイ孔間，4 本）を実施し，同年 8 月にスクリュー固定

性の最終補綴装置を装着した．装着後 5 年間は 1 か月に
1 回，以降も 2 か月に 1 回の経過観察をしていた．エッ
クス線検査では特に問題なく経過していたが，2018 年 3
月頃より下顎正中部のインプラント体が動揺するように
なり，脱落した．同部の治癒が遅延したため病理組織学
的検査および画像検査を実施したところ，左側下顎歯肉
癌術後再発（cT2N0M0）と診断された．同年 7 月に放射
線治療（60Gy）を開始した．局所制御されたが，2019 年
4 月に両側顎下リンパ節への転移が認められた．両側頸
部郭清術を実施したが，徐々に全身状態が悪化し術後 5
か月に永眠された．

考察および結語
　本症例の契機としてインプラント周囲炎の可能性が考
えられた．広範囲顎骨支持型装置を適用する際は，再発
の可能性を念頭に装置周囲の環境を整備する必要がある
と考えられた．

広範囲顎骨支持型装置の周囲に下顎歯肉癌が再発した 1 例

○佐世　暁 1），岡部一登 1），日比英晴 1, 2）     　
1）名古屋大学医学部附属病院歯科口腔外科　　
2）名古屋大学大学院医学系研究科顎顔面外科学

A case of recurrent mandibular gingival cancer around 
wide jawbone-anchored prosthetic device

○SAYO Akira 1），OKABE Kazuto 1），HIBI Hideharu 1, 2） 　　　　　  　

1）Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Nagoya University Hospital
　　　　　　　　　 2）Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Nagoya University 
　　　　　　　　　 　  `Graduate School of Medicine
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　近年のインプラント治療は，口腔外科疾患の外科的治
療後の機能回復，顔面補綴装置の維持にも応用されてい
る．しかし，再建された顎骨に対するインプラント治療
において，インプラント体の早期喪失を生じる要因につ
いて調査した報告は少ない．
　顎骨再建後のインプラント治療では，骨量や骨質，代
謝性疾患といった，通常のインプラント治療におけるリ
スク因子だけでなく，放射線治療や再建硬軟組織の特殊
性等が加わり，通常のインプラント治療と比較して術前
のリスク評価をより厳密に行う必要がある .
　そこで今回われわれは，顎骨再建後にインプラント治
療を行った症例に対して，インプラント体早期喪失のリ
スク因子に関する検討を行ったので報告する．

対象と方法
　2001 年 12 月から 2018 年 4 月の期間に，東京医科歯科
大学歯学部附属病院インプラント外来において下顎の再
建後にインプラントを用いて咬合再建を行った症例のう
ち，最終補綴装置装着前にインプラントが喪失した症例

を対象とした．対象症例に関して，年齢，性別，原疾患
の治療内容，再建方法，インプラント治療内容，インプ
ラント喪失のリスク因子，喪失までの経過について調査
した．

結　　　果
　対象期間中にインプラント治療を行った 36 例のうち，
最終補綴装置装着前にインプラントが喪失した症例は 4
例であった．早期喪失 4 症例はすべて男性，平均年齢は
64.0 歳であった．これら 4 例に対して埋入したインプラ
ント体は 20 本で，既存骨に埋入した 1 本，移植骨に埋入
した 4 本のインプラントが早期喪失した．

考察および結論
　下顎の再建症例におけるインプラント早期喪失の原因
としては，付属器の存在する皮弁部に対して 1 回法の術
式で埋入したことにより，インプラント周囲の自浄作用
が低く，炎症が生じやすい状況にあったことや，免荷期
間における暫間義歯の使用や対合歯による咬合圧から生
じた微小動揺が要因として考えられた．

下顎再建症例においてインプラント体が早期喪失を生じるリスク因子の検討

○下岸将博 1），立川敬子 1），藤井政樹 1, 2），山口葉子 2）

楠本雄生 1），宗像源博 2）　　　　　　　　　    　
1）東京医科歯科大学インプラント口腔再生医学分野  　
2）昭和大学歯学部インプラント歯科学講座  　　　　　

Risk factor of early dental implant failure in reconstructed mandible

　　　  ○SHIMOGISHI Masahiro 1），TACHIKAWA Noriko 1），FUJII Masaki 1, 2）   　
　　　  　YAMAGUCHI Yoko 2），KUSUMOTO Yuki 1），MUNAKATA Motohiro 2）

　　 　　　1）Oral Implantology and Regenerative Dental Medicine, Tokyo Medical and Dental University
　　 　　　2）Department of Implant Dentistry, Showa University
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　近年，顎，歯の欠損による口腔機能障害の改善には，
歯科インプラント治療が有用であることが報告されてい
る．一方，インプラント体埋入後には種々の合併症が生
じるが，中にはインプラント周囲から癌が生じた報告も
散見される．今回われわれは，インプラント周囲に発生
した口腔癌の 3 例を経験したので報告する．

対象と方法
　【症例 1】80 歳，男性．近医歯科で右側下顎臼歯部にイ
ンプラント体埋入術を受けた．8 年後に右側下顎歯肉の
疼痛を自覚し，生検の結果は扁平上皮癌であった．イン
プラント体を含め腫瘍切除を行い，経過良好である．
　【症例 2】90 歳，女性．上顎歯肉癌の診断で上顎部分切
除術後，インプラント体埋入術を施行した．3 年後にイ
ンプラント周囲に表面粗造の腫瘤を認め，生検の結果は
疣贅癌であった．治療に対する同意が得られず，BSC 後
に原病死となった．
　【症例 3】91 歳，女性．当科で両側下顎犬歯部にインプ

ラント体を埋入した．16 年後に下顎の歯肉の腫脹を自覚
し，生検の結果は扁平上皮癌であった．インプラント体
を含め腫瘍切除を行い，経過良好である．

考察および結論
　インプラント治療における合併症の中ではインプラン
ト周囲炎が最も多いとされている．更には悪性腫瘍の術
後であれば放射線治療後にインプラントを埋入するよう
な症例もあり，口腔乾燥が生じることから，口腔状態を
良好に保つことが困難であり，慢性炎症をコントロール
しにくい状態となる．また，無歯顎や歯槽骨の高度萎縮
症例，皮弁による再建後にインプラント体を埋入した症
例では，インプラント周囲に可動組織が存在する場合が
多い．したがって，インプラントは炎症や機械的な慢性
刺激に晒されている状態であることが考えられ，これら
のさまざまな要因が周囲組織の癌化に関与しているので
はないかと考えられた．われわれは埋入後のインプラン
ト周囲組織に対しては癌化する可能性を念頭に置き，経
過観察を継続する必要があると考えられた．

インプラント体周囲に扁平上皮癌を認めた 3 例

○鈴木兼一郎 1），髙野裕史 1），五十嵐秀光 1）

今野泰典 1），山崎雅人 2），福地峰世 1）　
石田　昴 1），伊藤慶介 1），福田雅幸 1）　
1）秋田大学医学部附属病院歯科口腔外科 　
2）大曲厚生医療センター歯科口腔外科　 　

Three cases of squamous cell carcinoma around dental implants

○SUZUKI Kenichiro 1），TAKANO Hiroshi 1），IGARASHI Hidemitsu 1）       　
KONNO Yasunori 1），YAMAZAKI Masato 2），FUKUCHI Mineyo 1）     　
ISHIDA Subaru 1），ITO Keisuke 1），FUKUDA Masayuki 1）                         　

1）Department of Dentistry and Oral Surgery, Akita University Graduate School 
of Medicine and Faculty of Medicine 　　　　　　　　　　　　　　　  　

2）Department of Dentistry and Oral Surgery, Omagari Kousei Medical Center 　
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　サリドマイド胎芽症は胎芽期にサリドマイド薬曝露に
より奇形を生じる障害であり，本邦では生存した 309 名
が認定されている．表現型により上肢障害型，聴覚障害型，
混合型の 3 つのタイプに分類されており，口腔顎顔面領
域の機能形態障害を合併することもある．今回われわれ
はサリドマイド胎芽症者に対し，骨造成術を伴うインプ
ラント治療を行った 1 例を経験したので，その概要を報
告する．

症例の概要
　患者は 55 歳男性．出生時より両側上肢に奇形があり，
サリドマイド胎芽症と診断された．サリドマイド胎芽症
者の健診の一環として，歯科領域の評価のため当科受診
した．それまでほとんど歯科受診をしたことがなく，全
顎的に歯周ポケットは 5mm 程度，口腔清掃状態は不良
であった．両側上下顎埋伏智歯はいずれも智歯周囲炎を
呈しており，左下 4 は埋伏，左下 D は晩期残存し残根状
態であった．明らかな顎骨形成異常や開口障害はみられ
なかった．歯周基本治療の後，全身麻酔下に両側上下顎
智歯および右上 7，左下 4，左下 D 抜歯術を施行した．

術後，左下 4 欠損部にインプラントによる補綴を希望さ
れた．同部には舌側に大きな骨欠損が生じており，段階
的にチタンメッシュを用いた GBR を行い，7 か月後にさ
らに GBR を併用してインプラント埋入を行った．その後
2 次手術を行い，上部構造を作製した．

考察および結論
　サリドマイド胎芽症では四肢の奇形，聴力障害などに
加え，口腔顎顔面領域の機能形態障害が生じることもあ
る．本症例は奇形がほぼ上肢に限局していることから上
肢障害型と考えられ，骨造成やインプラント埋入とも通
法通り施行することが可能であった．しかし，上肢の奇
形によりブラッシングが行いにくく，口腔清掃状態が不
良となりがちであるため，長期管理を行っていく上でイ
ンプラント周囲炎などに注意を要すると思われた．

参考文献
1） 日ノ下文彦，丸岡　豊，他：サリドマイド胎芽症診療

ガイド 78-79, 2020.
2） 菊地　白：帝京医学雑誌 9: 223-234, 1988.

サリドマイド胎芽症者に対しインプラント補綴を行った 1 例

○田山道太 1），丸岡　豊 1, 2） 　　　　　　　　　
1）国立国際医療研究センター病院歯科・口腔外科
2）東京医科歯科大学大学院顎口腔外科学分野　　

Dental implant treatment for a patient with thalidomide embryopathy: a case report

      ○TAYAMA Michita 1），MARUOKA Yutaka 1, 2） 　　　　　　　　　　　　　　　

          1）Division of Dentistry/Oral and Maxillofacial Surgery, National Center for Global Health and Medicine
          2）Oral and Maxillofacial Surgery, Graduate School, Tokyo Medical and Dental University
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　インプラント治療の長期にわたる高い成功率が報告さ
れているが，その一方でインプラント治療後に残存歯を
喪失し，追加でインプラント治療を行わなければならな
いケースも数多く存在する．本症例は，他院でインプラ
ント治療を行った患者に対して，当科における追加のイ
ンプラント治療により咬合再構築を行った長期経過症例
について報告する．

対象と方法
　患者は 37 歳，女性．2002 年に開業医にて下顎右側臼
歯部のインプラント治療（固定性上部構造），および上顎
左右側 5 番部にインプラントを埋入した部分床義歯の
オーバーデンチャーが作製された．2006 年に 16，17，
23，34，36，37 歯が保存不可と診断され，欠損部位への
固定性上部構造によるインプラント治療を希望され当科
に来院した．歯周基本治療後に保存不可となった部位を
抜歯し，暫間補綴物として部分床義歯を作製した．下顎
では 34，35，36 部にインプラントを埋入し，上部構造を
作製した．上顎右側では 14 部の近遠心径が小さかったた

め 16 部にのみ埋入し，既存の 15 部のインプラントと連
結し，近心カンチレバーの上部構造を作製した．上顎左
側では 23，24 部に埋入し，既存の 25 部のインプラント
と連結した上部構造を作製した．

結　　　果
　治療終了後，暫くの間は問題なく経過していたが，
2010 年に 21 歯の歯根破折が認められた．抜歯後に同部
位に追加のインプラント治療を行った．その後は 2020 年
現在において，患者の満足度は高く，異常な所見は認め
られず，安定した状態を保っている．

考察および結論
　過去の文献では他院埋入インプラントの追加治療にお
いて良好な結果が得られたと報告されている．今後，他
院埋入インプラントを利用してのインプラントリカバ
リー治療が増えてくることが予想される．その問題点や
リスクなど十分に考慮して，治療に取り組むことが重要
と思われる．

インプラント追加埋入によりリカバリー治療を行った長期経過症例

○中野遼太郎，伊藤太一，古川丈博，林　祥太
古谷義隆，矢島安朝　　　　　　　　　　
東京歯科大学口腔インプラント学講座 　　　 　

Long-term follow-up case of recovery treatment 
by additional implant placement

○NAKANO Ryotaro，ITO Taichi，FURUKAWA Takehiro，HAYASHI Shota
FURUYA Yoshitaka，YAJIMA Yasutomo 　　　　　　　　　　　　　 　

Department of Oral and Maxillofacial Implantology, Tokyo Dental College 　　　　 　
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緒　　　言
　下顎骨切除後の咬合再建は切除後に歯槽骨や付着歯肉
の喪失を伴い，通常の義歯では維持が困難となることが
多い．そのため義歯の維持向上を目的に歯科インプラン
ト義歯による再建が行われる．しかし歯科インプラント
治療はインプラント体と骨が結合するまでの定着期間が
約 3 か月～ 6 か月程度必要なため，腫瘍切除後の治癒を
待ってからインプラント埋入を行うと，さらに長期間補
綴治療ができず咬合咀嚼機能の低下が問題となる．今回
われわれは，顎骨再建と同時にインプラント埋入を行い，
比較的早期にインプラント義歯を装着して咬合機能を回
復した症例を経験したので報告する．

症　　　例
　患　者：65 歳，男性
　初　診：2016 年 12 月
　主　訴：左下顎腫瘤，左下唇のしびれ
　既往歴：胃潰瘍，高血圧，糖尿病
　現病歴：2016 年 2 月に左下顎第二小臼歯抜歯．10 月よ
り同部が腫脹してきたため精査加療目的に当科紹介とな
る．
　現　症：左下顎第二小臼歯部に 12×10mm の乳頭様腫

瘤を認める．
　画像所見：パノラマエックス線および CT にて下顎管
に達する骨吸収を認める．
　診　断：下顎歯肉扁平上皮癌　T4aN0M0
　処置および経過：2016 年 12 月左下顎区域切除，左頸
部郭清，腓骨皮弁による顎骨再建，同時インプラント埋
入術施行．2017 年 12 月インプラント 2 次手術施行，
2018 年 1 月インプラント義歯を装着．現在術後再発はな
く，インプラント義歯メインテナンス中であるが，イン
プラント周囲炎もなく経過良好である．

考察および結論
　下顎再建後の口腔内は顎堤形態の大きな変化により補
綴治療の障害となる問題が生じるため，インプラント義
歯による治療が有用となる．一方，移植骨への二期的イ
ンプラント埋入は皮弁の厚みや栄養血管，穿通枝など注
意すべき構造や制限が多く非常に困難である．下顎再建
と同時のインプラント埋入は，二期的なインプラント埋
入を避けられるだけでなく，早期の二次手術，補綴処置
が可能となり，患者の負担軽減，早期の機能回復の点か
ら非常に有効な治療と考えられた．

腓骨皮弁による下顎再建と同時にインプラント埋入し咬合機能を回復した 1 例

○上田剛生，銘苅泰明　　　　
沖縄県立中部病院歯科口腔外科

A case of mandibular reconstruction with osteocutaneous fibula flap 
and simultaneous implant placement to restore occlusal function

○UEDA Gosei，MEKARU Yasuaki 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Department of Dentistry, Oral and Maxillofacial Surgery, Okinawa Prefectural Chubu Hospital
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　2012 年 4 月より歯科インプラントに固定源を求めた広
範囲顎骨支持型補綴治療が健康保険に収載された 1）．こ
の適応症例では , 顎骨 , 歯 , 粘膜の広範囲な欠損に対し , 
硬組織・軟組織を再建することが多いが，広範囲顎骨支
持型装置を埋入する骨および補綴装置の軟組織貫通部が
再建組織であった場合，治療中および治療後に骨吸収や
肉芽組織の増殖などの問題にしばしば遭遇する 2）．今回，
このような問題を経験し，さまざまな対応をした結果，
安定した経過が得られた症例を示す．

症例の概要
　患者は，53 歳，男性で，本院顎口腔外科にて右側舌腫
瘍（扁平上皮癌）のため，2011 年 11 月，右下 8 ～左下 3
相当部下顎骨区域切除術，血管柄付き肩甲骨複合皮弁に
よる口腔再建を行った．2014 年 4 月，移植骨を固定して
いたプレートを除去し，皮弁修正および前庭拡張術を行
い，同年 10 月，右下 7 ～左下 3 欠損相当部再建顎骨に 5
本の広範囲顎骨支持型装置を埋入した．2015 年 5 月，二
次手術を行い，同年 9 月にプロビジョナルレストレーショ
ンを装着し，2016 年 3 月，2 ピースに分割した最終補綴
装置装着した．

　二次手術以降，アバットメントの軟組織貫通部の肉芽
増殖を繰り返したため，2017 年 3 月，口腔前庭の拡張お
よび口蓋からの遊離歯肉移植を行った．その後，右下 4
番相当部のインプラントには，周囲骨の吸収も認められ
たため，2017 年 12 月，インプラントプラスティーを行っ
たが，骨縁下ポケットの炎症制御が困難と判断し，2018
年 8 月，同部位のインプラント除去に至った．これに伴っ
て，上部構造はレーザー溶接により 1 ピースとし，その
後の経過は良好である．

考察および結論
　広範囲顎骨支持型補綴の長期的に安定な結果を得るた
めには，骨移植術，口腔前庭拡張術，粘膜移植術，広範
囲顎骨支持型装置搔把術，インプラント除去術，上部構
造の修正等，さまざまな対応が必要である．今後，他の
再建症例においてもこのような経過を想定し，可能な限
り事前に予防策を講じる必要があると考えられる．

参考文献
1） 立川敬子：日本口腔インプラント誌，27: 10-17, 2014.
2） 藤井正樹，立川敬子，他：顎顔面インプラント誌，

19: 1-7, 2020.

皮弁を貫通するインプラントに生じる臨床的問題：1 症例報告

○立川敬子 1），秋野徳雄 1），高橋一寿 1），長谷川勇一 2），原田浩之 3）

1）東京医科歯科大学インプラント・口腔再生医学分野　　　　　　  　
2）東京医科歯科大学歯学部附属病院歯科技工部　　　　  　　　　　　
3）東京医科歯科大学顎口腔外科学分野　　　　  　　　　　　　　　　

The clinical trouble of dental implants placed through skin flap: A case report

○TACHIKAWA Noriko 1），AKINO Norio 1），TAKAHASHI Kazuhisa 1）
HASEGAWA Yuichi 2），HARADA Hiroyuki 3） 　　　　　　　    　

1）Department of Oral Implantology and Regenerative Dental Medicine,　　
Tokyo Medical and Dental University 　　　　　　　　　　　　　  　

2）Dental Laboratory, Dental Hospital, Tokyo Medical and Dental University
3）Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Medical and Dental University  　
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緒　　　言
　歯科インプラント治療が広く普及し，その合併症とし
ての副鼻腔炎の報告も増えている．今回われわれは歯科
インプラントの上顎洞迷入に起因した上顎洞アスペルギ
ルス症のまれな 1 例を経験したので，文献的考察を踏ま
えてその概要を報告する．

症　　　例
　患者は 65 歳の男性．既往歴に糖尿病あり．2005 年 9
月に開業歯科で上顎左側大臼歯部にインプラント体を 1
本埋入し，天然歯とインプラントを支台とするブリッジ
を装着された．2016 年 11 月より膿性鼻汁が出現したた
め紹介元病院歯科口腔外科を受診．左側上顎洞への歯科
インプラント迷入を指摘され，12 月に紹介で当科を受診
した．CT で左側上顎洞内にインプラント体とその周囲
に石灰化様の構造を含む軟組織陰影を認め，2017 年 1 月
に全身麻酔下で左側上顎洞内のインプラント体摘出と石
灰化物を含む肥厚粘膜の切除を施行した．病理組織検査
で真菌塊を認め，グロコット染色での菌体の隔壁と分岐
から上顎洞アスペルギルス症と診断した．術後も上顎洞
の粘膜肥厚が改善せず，同年 3 月から低用量クラリスロ
マイシンを投与したが，改善が得られなかったため，
2018 年 2 月に当院耳鼻科へ紹介し，同年 6 月に内視鏡下
鼻内手術が施行され，症状軽快した．

考察および結論
　インプラント体の上顎洞への迷入にはさまざまな原因
が考えられるが，インプラント体を上顎洞内に放置する

と上顎洞炎を併発することになる．また，歯科インプラ
ント治療に関連した上顎洞アスペルギルス症の報告は少
なく，まれな疾患と言える．上顎洞アスペルギルス症の
大半は骨破壊を伴わない non-invasive type であるが，ま
れに骨破壊を伴い頰部腫脹や眼球突出など悪性腫瘍に類
似した症状を呈する invasive type も存在するとされる．
インプラント体を上顎洞に迷入させないために，支持歯
槽骨の状態を術前に確認し，必要に応じて骨増生を図る
とともに，適切なメンテナンスによりインプラント周囲
炎を予防することが重要と考える．

参考文献
1） 青木紀昭，小杉泰史，他：インプラント治療に起因し

た上顎洞アスペルギルス症の 1 例．顎顔面インプラン
ト誌 18: 61-67, 2019.

2） Takeshi Harada, Emiko Tanaka Isomura, et al.: 
Aspergillosis associated with migration of a dental 
implant into the maxillary sinus: A case report. 
Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Medicine, 
and Pathology, 29: 448–451, 2017.

3） Damla T, Ezgi Y, et al.: Maxillary sinus aspergilloma 
of odontogenic origin: Report of 2 cases with cone-
beam computed tomographic findings and review of 
the literature.  Imaging Science in Dentistry, 48: 139-
145, 2018.

4） 鈴木理絵，清水　武，他：上顎洞アスペルギルス症
24 例の臨床統計的検討―非真菌性上顎洞炎 30 例との
比較検討―．日口外誌 52: 518-522, 2006.

歯科インプラント迷入に併発した上顎洞アスペルギルス症の 1 例

○橋爪孝介，齋藤直朗，船山昭典，片桐渉，小林正治　　　　　　 　
新潟大学大学院医歯学総合研究科顎顔面再建学講座組織再建口腔外科学講座

Aspergillosis of the maxillary sinus associated 
with migration of a dental implant: A case report

○HASHIZUME Kosuke，SAITO Naoaki，FUNAYAMA Akinori 　　　 　
KATAGIRI Wataru，KOBAYASHI Tadaharu 　　　　　　　　　　　

Division of Reconstructive Surgery for Oral and Maxillofacial Region, Faculty 　　
of Dentistry & Graduate School of Medical and Dental sciences, Niigata University
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目　　　的
　インプラント治療が日常臨床に広がり，外科的な偶発
症も散見されてきた 1）．2017 年に日本顎顔面インプラン
ト学会が重篤な医療トラブルについての調査報告を出し
た．発生項目は上顎洞に関連するトラブルが最も多く，
迷入に関しては，上顎洞内がほとんどであった 2）．今回，
われわれは下顎骨内にインプラント体が迷入した症例を
2 症例経験したので報告する．

症例の概要
　1 症例目は 50 歳女性．2019 年 8 月に下唇の知覚異常を
主訴に紹介来院した．数日前に他院にて 5 部にインプ
ラント体埋入術を施行したが翌日になっても痺れが続く
ため当科を紹介来院した．CT 検査にてインプラント体
は下顎管に近接しており，頰側骨は遊離していた．同日，
局所麻酔下にてインプラント体除去術を施行した．術後，
知覚異常は残ったためペイン治療を行い，現在は改善傾
向にある．また，患者が再埋入を希望したため現在，イ
ンプラント治療を計画中である．
　2 症例目は 43 歳女性．2020 年 7 月にインプラント体迷
入を主訴に紹介来院した．約 1 か月前に他院にて 6 部
にインプラント体埋入を行い，その際にインプラント体

が下顎骨内に迷入したとのこと．来院時，埋入窩は歯肉
で覆われており，炎症症状，知覚異常等は認められなかっ
た．同日，局所麻酔下にてインプラント体除去術を施行
した．術後，特記すべき異常所見はなく，紹介元に転院
となった．

考察および結論
　今回の症例は歯槽部皮質骨での初期固定が得られず，
顎骨内にインプラント体を押し込んでしまったと考えら
れる．下顎骨は上顎骨と比べて皮質骨も厚く骨梁もしっ
かりしている顎骨である．しかし，これは歯牙を有して
いる場合であり歯牙を失うと歯根からの力学的応力が伝
わらなくなるため内部の構造は「疎」となる．このよう
な解剖学的知識や術前の検査・診断の重要性を再確認す
る必要性が示唆された．

参考文献
1） 山田麻衣子，高森　等：顎顔面インプラント誌, 19: 掲

載予定，2020 年．
2） 臼田　慎，河奈裕正：顎顔面インプラント誌, 16: 89-

100, 2017．

下顎骨内に迷入した歯科インプラント体の 2 症例

○是澤和人，小倉　晋，山田麻衣子，石井通勇
石崎　勤，柳井智恵　　　　　　　　　　
日本歯科大学附属病院口腔インプラント診療科  　

Migrated dental implant into mandible: Two case reports

○KORESAWA Kazuto，OGURA Shin，YAMADA Maiko，ISHII Michitake
ISHIZAKI Tsutomu，YANAI Chie 　　　　　　　　　　　　　　　  　

Division of Oral Implant, NipponDent. Univ. Hosp. Tokyo 　　　　　　　　　　　　
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　2012 年に広範囲顎骨支持型補綴装置が保険収載され，
顎顔面補綴治療にインプラントが適応される症例が増え
ている．本大学では治療に際し，3 病院（市川総合病院 ,
水道橋病院 , 千葉歯科医療センター）それぞれ関与する
領域の診療科が，共同で治療計画立案と治療を行ってい
る．今回われわれは，本大学における過去 8 年間に広範
囲顎骨支持型補綴装置を適応した症例の傾向を明らかに
するため , 臨床的検討を行ったので報告する．

対象と方法
　2012 年 4 月から 2020 年 8 月までに東京歯科大学（市
川総合病院，水道橋病院，千葉歯科医療センター）で広
範囲顎骨支持型補綴装置を適応した患者38例（男性20例，
女性 18 例）を対象とした．調査項目は原疾患および治療，
骨移植の有無，埋入部位，埋入本数，埋入方法，上部構造，
使用システム，脱落本数，治療期間とした．

結　　　果
　原疾患は悪性腫瘍 18 例，良性腫瘍 8 例，外傷 5 例，先

天異常 7 例であった．また疾患に対する治療として下顎
骨辺縁切除 9 例，下顎骨区域切除 13 例，上顎骨部分切除
3 例であった．骨移植を行った症例は 19 例で , 内訳は腸
骨 15 例，腓骨 3 例であった．埋入本数は 112 本であり ,
部位は上顎前歯部 23 本，上顎臼歯部 11 本，下顎前歯部
43 本，下顎臼歯部 32 本，頰骨インプラント 2 本であった．
埋入方法は 1 回法 19 本，2 回法 93 本であった．上部構
造は可撤式補綴装置15例，固定式補綴装置16例であった．
使用システムはブローネマルク19例，ストローマン11例，
アンキロス 6 例，プラトン 1 例であった．脱落本数は 4
本であった．

考察および結論
　原疾患として悪性腫瘍が最多であった．術後の経過観
察や追加治療を考慮し，ほぼすべての症例で可撤式補綴
装置が適応されていた．しかし，広範囲顎骨支持型補綴
装置の適応範囲が拡大されたことにより，その他の症例
も増加傾向にあることからさまざまな患者背景に対応す
ることが求められる．今後も症例を重ね，機能評価を含
めた検討を行う予定である．

東京歯科大学における広範囲顎骨支持型補綴装置の臨床的検討

○青木勇介 1），秀島　能 1），伊藤泰隆 1），吉田佳史 2），中島純子 2）       　
酒井克彦 2），石井悠佳里 3），武安嘉大 1），本間慎也 4），古谷義隆 4） 　
石崎　憲 5, 6），木津康博 1），矢島安朝 4），松浦信幸 2），野村武史 1, 5）   　
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2）東京歯科大学オーラルメディシン・病院歯科学講座　　　　　　　　　 　
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Clinical study of bone anchored device for wide edentulous area in Tokyo Dental College
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　　　　 3）Department of Removable Prosthodontics & Gerodontology, Tokyo Dental College, Chiba, Japan
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目　　　的
　近年，歯科インプラント治療（インプラント治療）は
欠損補綴に対する選択肢の一つとして確立され，良好な
臨床成績をあげている．インプラントの 10 ～ 15 年累積
残存率は 87 ～ 94% 程度とされ，インプラントの残存率
を低下させるリスク因子として糖尿病等の基礎疾患や残
存歯の歯周炎等が挙げられている．今回われわれは，当
科における過去 8 年間のインプラント摘出症例に関して
臨床的検討を行ったのでその概要を報告する．

対象と方法
　対象は 2012 年 1 月から 2019 年 12 月に当科にてインプ
ラントを摘出した 39 例とした．検討項目は性別，インプ
ラントの種類，部位，埋入後年数，摘出理由，基礎疾患，
残存歯数とした．

結　　　果
　性別は男性 15 例，女性 24 例，年齢中央値は 68 歳であっ
た．インプラントの種類は歯根型インプラント（スク
リュー型インプラント，シリンダー型インプラント）が
21 例，非歯根型インプラント（ブレード型インプラント・

骨膜下インプラント・歯内骨内インプラント）が 18 例で
あった． 部位別では上顎が 16 例，下顎が 22 例，上下顎
が 1 例であった．インプラント体埋入から摘出までの平
均年数は 14.5 年であり，インプラントの種類別では歯根
型インプラントが 9.2 年，非歯根型インプラントが 20.6
年であった．摘出理由は，インプラント周囲炎・インプ
ラント体の動揺が 32 例，インプラント体の上顎洞迷入が
3 例，インプラント体の破折・埋入部の違和感・下顎骨
体内迷入・インプラント体埋入部の囊胞発生が各 1 例で
あった．基礎疾患として糖尿病の既往を有する患者は 8
例であった．平均残存歯数は 13.4 本であった．

考察および結論
　インプラントの摘出理由の 8 割は，インプラント周囲
炎とインプラント体の動揺であった．インプラント体埋
入から摘出までの平均年数は，歯根型インプラントが非
歯根型インプラントより短い結果であった．この理由は， 
非歯根型インプラントが現在はほとんど埋入されておら
ず，相対的に埋入後早期の摘出症例が少ないことが関与
していると考えられた．

当科における歯科インプラント摘出症例の臨床的検討

○五十嵐秀光，髙野裕史，有馬実咲，及川湧基　
鈴木昇建，伊東慶介，石田　昴，鈴木兼一郎
福地峰世，今野泰典，福田雅幸　　　　　　
秋田大学医学部附属病院歯科口腔外科　　　　　　

Clinical evaluation of removed dental implants in our department

○IGARASHI Hidemitsu，TAKANO Hiroshi，ARIMA Misaki，OIKAWA Yuuki
SUZUKI Syoken，ITO Keisuke，ISHIDA Subaru，SUZUKI Kenichiro     　
FUKUCHI Mineyo，KONNO Yasunori，FUKUDA Masayuki                  　
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目　　　的
　日本人の顎骨は欧米人と比較して小さく，8mm ショー
トインプラントでさえも埋入することが困難な場合が少
なくない．このようなケースで骨増生を回避する場合，
さらに短い 6mm ショートインプラントという選択肢が
ある．しかし，6mm ショートインプラントの臨床研究は
欧米のデータが多くを占め，アジア圏特に日本人におけ
るデータは少ない．したがって，私たちは 6mm ショー
トインプラントの累積残存率を調査し，日本人における
6mm ショートインプラントの有用性を明らかにすること
とした．

対象と方法
　東京歯科大学水道橋病院口腔インプラント科を受診し，
2014 年 1 月から 2019 年 8 月までに 6mm ショートインプ
ラントの埋入手術を終えた患者を対象とした．調査項目
は，年齢，性別，埋入本数，部位，幅径，メーカー，累
積残存率を調査した．

結　　　果
　6mm ショートインプラントを埋入した患者は 58 人，

平均年齢は 55.7 ± 11.84 歳であった．性別は，男：女
=27：31 であった．埋入本数は 80 本であり，部位別で一
番多い部位は右上臼歯部であった . 幅径は直径 4.1mm が
最も多かった．最も使用したメーカーは Straumann で
あった．累積残存率は 6 年で 94.6% であり，3 本が埋入
後 6 年以内に脱落した．その内訳は，埋入後 1 年経過時
で 2 本，4 年経過時に 1 本であった．いずれも上部構造
装着後であった．また，脱落したインプラントのメーカー
2 群間には有意差は認められなかった .

考察および結論
　これまでの報告では，上部構造装着後 5 年経過時の累
積残存率は 91% であった 1）．本研究におけるインプラン
ト埋入後 6 年経過時の累積残存率も同様な結果となり，
日本人における 6mm ショートインプラントの有用性が
示唆された . 今後も長期に渡り調査の継続が必要である .

（倫理審査委員会　承認番号　963 号）
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　昨今，欠損補綴の第一選択として無歯顎症例には依然
として総義歯が選択されるケースは多い．しかしながら
インプラントを使用した治療法も少しずつ認知されつつ
ある．筆者らは，2002 年より無歯顎又は多数歯欠損症例
において少数本のインプラント体を埋入し当日に固定性
補綴装置にて即時荷重を行う治療法（ワンデイインプラ
ントⓇ）に取り組み，これまでに良好な成績を収めてきた．
従来のインプラント治療に関する予後調査では，術者側
からの視点で多く行われており，患者側の視点を調査し
た報告は少ない．今回，われわれはワンデイインプラン
ト治療後 5 年以上経過した患者に対し，アンケート調査
を行いその満足度を検討したので概要を報告する．

対象と方法
　無歯顎又は多数歯欠損症例において少数本のインプラ
ント体を埋入し当日に固定性補綴装置にて即時荷重を行
う治療法（ワンデイインプラントⓇ）を上下共に行い 5 年
以上経過した症例ついてアンケー ト調査を行った．アン
ケートの項目は 1）機能性　2）審美性　3）発音　4）健
康状況　5）QOL（生活の質）　6）総合的満足度の 6 項
目であり質問表は原則郵送とし，一部は受診時に自記式
で行った．各項目については，VAS 法を応用し，項目ご
とにプロットした長さを計測し測定値とした．

結　　　果
　アンケート実施数は 69，その内訳は有効回答数 69，無
効回答数 0 であった．回答者の性別は男性 42.0%，女性
58.0% であった．回答者の年齢構成は最少 44 歳，最大 88
歳，平均68.7歳であった．インプラント患者の術後月数は，
最少 62 か月，最長 182 か月で平均は 119.3 か月であった．
各項目の計測結果　1）機能性　現在満足が行く程度に噛
めているかに対し平均値は 91.5 であった．2）審美性　
口の周囲の見た目に満足しているかの質問に対し平均値
は 87.1 であった．3）発音 会話や歌を歌うことが満足に
できているかという質問に対し平均値は 88.4 であった． 
4）健康状況　インプラント治療があなたの健康増進に役
に立っているかという質問に対し平均値は 93.8 であった．
5）QOL　インプラント治療後，あなたの生活の質は向
上しましたかという質問に対し，平均値は 93.7 であった．
6）総合満足度　総合的にインプラント治療に満足してい
ますかという質問に対し，平均値は 93.9 であった．

考察および結論
　本結果より 4 項目で 90 以上の高評価が得られ，多くの
患者が治療に満足していると考えられた．これは，過去
に使用していた義歯あるいは重度歯周病により歯牙がそ
の機能を十分果たしていない状況から一日で大きく改善
したことによるものだと思われる．しかし，口の周囲の
審美性，発音に関しては改善の余地があり今後の改善点
として診療に反映して行きたい．

上下顎ワンデイインプラントⓇ 治療後のアンケートによる患者満足度調査
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　近年，超高齢社会において，既往歴を有する患者の歯
科インプラント治療の機会が増えている．
　今回われわれは，当科の既往歴を有する歯科インプラ
ント患者における現状と問題点を把握するため，歯科イ
ンプラントの埋入を行った症例を総括し，臨床的検討を
行ったので報告する．

対象と方法
　2010 年 4 月～ 2020 年 3 月までの 10 年間に，当科で歯
科インプラント埋入手術を施行した患者 239 人を対象と
した．

結　　　果
　性別は男性 106 人，女性 133 人であった．既往歴を有
する患者は89人であり，男性49人（46%），女性40人（30%）
を占めていた．歯科インプラント埋入本数は，既往歴を
有する患者で295本，既往歴のない患者で431本であった．
部位別では既往歴を有する患者で上顎前歯部 41 本，上顎
臼歯部 92 本，下顎前歯部 29 本，下顎臼歯部 133 本であっ

た．既往歴を有する患者の内訳は，高血圧症 34 人，糖尿
病 25 人，呼吸器系疾患 10 人，自己免疫系疾患 2 人，内
分泌系疾患（糖尿病以外）6 人，心疾患 11 人，脳血管系
疾患 11 人であった（重複あり）．各疾患患者一人あたり
のインプラント埋入本数は，高血圧症 3.4 本，糖尿病 3.6 本，
呼吸器系疾患 2.9 本，自己免疫系疾患 2.5 本，内分泌系疾
患（糖尿病以外）2.3 本，心疾患 3.2 本，脳血管系疾患 3.5
本であり，既往歴のない患者では 2.9 本であった．各疾
患における偶発症（インプラント周囲炎，早期脱落）の
発生率は，高血圧症 24%，糖尿病 24%，呼吸器系疾患
30%，自己免疫系疾患 0%，内分泌系疾患（糖尿病以外）
17%，心疾患 18%，脳血管系疾患 27% であり，既往歴の
ない患者では 17% であった．

考察および結論
　今後，既往歴を有する患者のインプラント治療におい
ても安定した予後が得られるよう，インプラント施術前
に入念な治療計画の立案とインフォームドコンセントを
行いたいと考える．

当科の既往歴を有する歯科インプラント患者における臨床的検討

○児島さやか，栗林伸行，内田大亮　　　　　　
愛媛大学大学院医学系研究科口腔顎顔面外科学講座

Clinical observation of implant patients with complications in our department
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　頭蓋顎顔面領域は，形成外科・耳鼻科・口腔外科が対
象疾患を同じとすることが多く，各科の境界領域に関わ
る難症例や複数科にまたがる疾患を治療することも少な
くない．そこで当院では，2013 年に，診療科の壁を取り
除き，より専門性の高い医療を提供するために頭蓋顎顔
面センターを立ち上げた．それに伴い，耳鼻科・形成外
科においても，口腔機能回復・再建をより重視すること
に繋がり，術前カンファレンスに歯科口腔外科が参画す
ることになった．その結果，切除，再建，口腔機能とリ
ハビリ，予後を考慮したインプラントによる咬合再建が
可能となりインプラント症例数も年々増えて来ている．
そこで今回われわれは，頭蓋顎顔面センター開設後のイ
ンプラント症例の臨床的検討を行ったので報告する．

対象と方法
　対象は，2013 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日までの

6 年間に沖縄県立中部病院歯科口腔外科でインプラント
を埋入した患者を対象とした．方法は診療録を参考にし
て検討を行った．

結　　　果
　患者の内訳は，男性 18 例，女性 5 例であった．年齢分
布は 22 歳から 90 歳であり，平均年齢は 59 歳であった．
疾患内容は，悪性腫瘍 17 例，外傷 3 例，口唇口蓋裂 2 例，
歯牙欠損 1 例であった．

考察および結論
　当科におけるインプラント治療の多くは悪性腫瘍の手
術に伴う咬合の回復が一番多く，悪性腫瘍の治療には術
後治療（化学療法や放射線治療）を実施することもあり，
治療におけるインプラントの適応は慎重に検討をする必
要がある．発表時は上部構造種類別の内訳，咬合の構築
後の機能や QOL の向上に関して検討をする予定である．

当科におけるインプラント症例の臨床的検討

○銘苅泰明，上田剛生         　
沖縄県立中部病院歯科口腔外科

A clinical study of dental implant treatment in our department
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　口腔領域は顎骨の形態，骨質，部位，機能状態に個人
差があり，埋入されたすべてのインプラント体の力学的
挙動を比較することは難しい．また，長期間機能したイ
ンプラント体を比較することも希である．
　今回われわれは下顎大臼歯欠損部に埋入したインプラ
ント体に限定し，埋入時，二次手術時，上部構造装着時，
および経過時の動揺度を計測し，比較検討したので報告
する．

対象と方法
　 対 象 は 2004 年 か ら 2016 年 の 間 に 下 顎 臼 歯 部 に
CAMLOG イ ン プ ラ ン ト ス ク リ ュ ー タ イ プ（Altatec 
Biotechnologies 社製，Germany）の埋入を行った症例で，
埋入時，二次手術時，上部構造装着時，および 1 年以上
経過時に動揺度の計測を行った男性 10 本，女性 7 本の計
17 本である．
　動揺度の計測は，Periotest（Gulden 社製，Sweden）（以
下 Pt）を使用し，予め同意を得た患者に対し，高さ

6mm のジンジバフォーマーを装着し，上方から 1mm の
位置を 3 回以上計測し，最も安定した値を計測値とした．

結　　　果
　インプラント体の長さはすべて 9mm で，直径 3.8mm: 
8 本，4.3mm: 5 本，5.0mm: 2 本，6.0mm: 2 本であった．
平均 Pt 値は 3.8mm が埋入時 : −2.4 ± 5.2，二次手術時 : 
−3.4 ± 1.5，上部構造装着時 : −4.8 ± 1.3，経過時 : −5.5
± 0.8 で，4.3mm が埋入時 : −3.0 ± 1.9，二次手術時 : −5.2
± 0.4，上部構造装着時 : −5.2 ± 0.4，経過時 : −6.2 ± 0.8 で，
5.0mm が埋入時 : −3.0，二次手術時 : −3.5，上部構造装着
時 : −6.0，経過時 : −6.5 で，6.0mm が埋入時 : −5.0，二次
手術時 : −5.0，上部構造装着時 : −5.5，経過時 : −6.0 であっ
た．

考察および結論
　埋入時の Pt 値は不安定であるが，直径に応じて低下傾
向を示した．しかし，経過時には直径に依存せず，−6.0
前後で安定することが判明した．

下顎大臼歯部相当部に埋入し 1 年以上機能したインプラントの動揺度の観察
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緒　　　言
　従来より腫瘍切除による顎欠損が生じると，顎義歯に
よる機能回復が行われてきた．しかし，術後の形態によっ
て顎義歯の安定や維持が満足に得られないケースが存在
する．今回われわれは，上顎歯肉癌術後の顎欠損に対し
て広範囲顎骨支持型補綴装置による機能回復を行った症
例を経験したので報告する．

症　　　例
　84 歳，男性．2014 年 5 月，上顎左側歯肉の腫脹を主訴
に受診した．同年，5 月に上顎左側歯肉癌（T4aN0M0）
の診断下に上顎骨部分切除術，左側頸部郭清術，気管切
開術を施行した．その後，顎義歯を作製したが，良好な
機能回復が得られず，2017 年 3 月上顎骨欠損部の眼窩下
縁部に 1 本，上顎右側部へ 2 本の広範囲顎骨支持型補綴
装置埋入手術（計 3 本）を施行した．同年 11 月上顎右側
のインプラント 2 本はミリングバーで連結し中心部にロ

ケーターアタッチメントを付与した．また，眼窩下イン
プラントはヒーリングアバットメントとし，切除側にも
沈下防止機構を付与した患者可撤式インプラントオー
バーデンチャーを装着した．

結果と考察
　上顎歯肉癌術後に広範囲顎骨支持型補綴装置を適応し，
現在補綴終了から 2 年 9 か月経過するが経過良好であり，
満足を得られている．本症例では，欠損範囲が大きく義
歯の支持が得にくく，また，健側に埋入したインプラン
トへの負担が大きいことからインプラントをミリング
バーで連結した上で，眼窩下縁部にインプラントを用い
ることにより欠損側での支持を付与させた．これにより，
義歯の安定性，機能回復の向上に寄与したと考えられた．
本治療法は上顎部分切除後の欠損補綴と咬合再建に対し
有効な方法であることが示唆された．

上顎歯肉癌術後に広範囲顎骨支持型補綴装置で
咬合再建をした 1 例
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A case of occlusal reconstruction by bone anchore device for wide 
edentulous area after sugery for maxillary gingival cancer

○HIDESHIMA Chikara 1），AOKI Yusuke 1），ITO Yasutaka 1）                      　
NAKAJIMA Jyunko 2），FURUYA Yoshitaka 3），ISHIZAKI Ken 4）           　
KIZU Yasuhiro 1），MATSUURA Nobuyuki 2），NOMURA Takeshi 1）  　　　

　　　　　　　 1）Department of Oral Oncology, Tokyo Dental College, Chiba, Japan
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P-28



242
日本顎顔面インプラント学会誌

Vol. 19, No. 3, 2020

目　　　的
　歯原性粘液腫は下顎臼歯部に好発する間葉系由来の良
性腫瘍であるが，下顎前歯部での発生はまれである . また，
再発傾向が強いことからしばしば悪性腫瘍に準じた切除
を要する．一方で，好発年齢が AYA 世代であることから，
治療後の QOL の考慮も必要とされる．今回，われわれ
は下顎前歯部に発生した歯原性粘液腫に対し顎骨再建後
に広範囲顎骨支持型装置を適用し咬合再建した 1 例を経
験したので概要を報告する．

症　　　例
　患者は 34 歳女性．2017 年某月近歯科医院より下顎前
歯部のエックス線透過像の精査・加療依頼で初診となっ
た . 口腔外所見では，オトガイ部に軽度の膨隆を認めた . 口
腔内所見では，下顎前歯は傾斜していたが，疼痛，知覚
鈍麻の訴えはなかった．パノラマエックス線所見で，下
顎右側第一小臼歯から下顎左側犬歯に及ぶ単房性の透過
像を認めた．CT 所見では，下顎骨内に 30 × 13mm 大の
楕円形の軟部組織様の所見を認めた．下顎骨良性腫瘍の
診断で局所麻酔下に生検を行い，歯原性粘液腫の診断を
得た . その後，全身麻酔下に下顎骨区域切除術，肩甲骨
皮弁再建術を施行した．術後経過は良好で，1 年後に広

範囲顎骨支持型装置の適用を考えたが骨幅が不足してい
たため，腸骨移植術を施行した．移植 7 か月後，広範囲
顎骨支持型装置埋入術（Tapered Screw-Vent，Zimmer 
Biomet，4 本）を施行し，埋入 10 か月後，固定式上部構
造を装着した．平井式摂食可能食品アンケートおよび 
General Oral Health Index （GOHAI）を用いて装置適用
前後の咀嚼能力と口腔関連 QOL を比較したところ咀嚼
能力の改善に加え，口腔機能面と心理社会面の向上が確
認された．

考察および結論
　下顎前歯部に発生した歯原性粘液腫に対し顎骨再建後
に，広範囲顎骨支持型装置を適用し咬合再建したことで，
咀嚼能力の改善に加え，口腔関連 QOL が向上した 1 例
を経験したので報告した．

参考文献
1） 佐藤文彦，角田典隆，他：愛院大歯誌 40: 417-420, 

2002. 
2） 去川俊二，野口忠秀，他：日口腔インプラント誌 27: 

4-9, 2014.
3） 大堀ことは：日補綴会誌 2: 267-270, 2010.

下顎前歯部顎骨再建後に広範囲顎骨支持型装置を用いて
咬合再建した歯原性粘液腫の 1 例

○高塚団貴 1），立浪秀剛 1），藤原久美子 1），今上修一 1）　

石戸克尚 1, 2），石坂理紗 1），冨原　圭 1），野口　誠 1）

1）富山大学学術研究部医学系歯科口腔外科学講座　　  　
2）富山赤十字病院歯科口腔外科　　  　　　　　　　　　

Occulusal reconstraction using bone anchored prosthesis following reconstraction 
with scapla in a patient with odontogenic myxoma

○TAKATSUKA Danki 1），TACHINAMI Hidetake 1），FUJIWARA Kumiko 1），IMAUE Shuichi 1）
SEKIDO Katsuhisa 1, 2），ISHIZAKA Risa 1），TOMIHARA Kei 1），NOGUCHI Makoto 1）      　

1）Department of Oral and Maxillofacial Surgery, 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　
Graduate school of Medicine and Pharmaceutical Sciences, University of Toyama 　 　　　　　　　
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　口腔がんを区域切除により顎骨を離断し，再建した症
例において，顎義歯による治療が行われていたが，十分
な咬合回復をもたらすことは困難であった．広範囲顎骨
支持型補綴装置として，インプラント補綴治療が保険収
載され，より良好な機能回復が可能となった．
　今回，われわれは，粘表皮がん区域切除腓骨皮弁再建
後に，広範囲顎骨支持型補綴により，良好に咬合機能を
回復した症例を経験したので，報告する．

対象と方法
　患者は 50 代男性，2007 年 7 月静岡県立がんセンター
初診．初診時病理診断は粘表皮がんであったが，本人の
強い意志の下で経過観察を行っていた．2011 年 9 月腫瘍
切除，右下顎区域切除，腓骨皮弁にて再建を行った．
2015 年 5 月静岡県立静岡がんセンターより，広範囲顎骨
支持型補綴装置による治療目的にて当科初診．右下大臼
歯部から左下小臼歯部の下顎骨区域切除，プレートによ
る腓骨皮弁による再建を行った状態であった．

結　　　果
　患者に，オーバーデンチャータイプの広範囲顎骨支持
型補綴装置による治療を説明し，同意を得て治療を行っ
た．義歯様のラジオグラフィックテンプレートを使用し，
ダブルスキャン CT 撮影を行った．下顎前歯部に 2 本，
右下大臼歯部に 1 本，インプラントを埋入し，バーアタッ
チメントによる補綴治療を計画した．2015 年 12 月イン

プラント埋入手術を行った．下顎前歯部に Braunemark 
Implant　MK.3 3.75 × 13mm を 2 本埋入し，初期固定は
35Ncm であった．右下大臼歯部に埋入窩洞形成し， 
Braunemark Implant　MK.3 3.75 × 13mm の埋入を試み
たが，埋入トルクが 50Ncm を超えスタックしたため，
埋入を中断した．タップ形成を行い，再度インプラント
体の埋入を試みたが，同様にスタックしたため，右下大
臼歯部のインプラント埋入を断念した．埋入手術後のパ
ノラミックエックス線写真にて，埋入途中のインプラン
ト体が，プレートの固定ピンに触れているような所見が
みられた．2016 年 8 月下顎前歯部の 2 次手術を行い，右
下大臼歯部のインプラント体再埋入手術を行った．イン
プラント埋入窩洞を当初埋入予定部位から遠心に設定し， 
Braunemark Implant　MK.3 3.75 × 13mm を埋入した．
初期固定は 35Ncm であった．2017 年 3 月右下臼歯部の
2 次手術を行った．2017 年 8 月バーアタッチメント上に
インプラントオーバーデンチャーを装着した．

考察および結論
　補綴治療が完了し，3 年経過しているが，臨床経過は
良好で，咬合機能も，義歯がインプラントアタッチメン
トに強固に固定されているため，良好に回復している．
下顎骨区域切除腓骨皮弁再建された症例に，広範囲顎骨
支持型補綴装置による治療を行い，良好な臨床経過が得
られた．今後，がん切除後のフォローおよび補綴治療の
メインテナンスを継続し，良好な状態の維持管理を行う．

粘表皮がん区域切除腓骨皮弁再建後に
広範囲顎骨支持型補綴により治療した 1 症例

○今　一裕，立川敬子，川上紗和子，川面理紗，塩田　真
東京医科歯科大学インプラント・口腔再生医学分野　　　  　

A case of mucoepidermoid carcinoma treated mandibular area resection 
with peroneal skin flap reconstruction by extensive jaw supportive prosthesis

○KON Kazuhiro，TACHIKAWA Noriko，KAWAKAMI Sawako 　　　　　　　　
KAWATSURA Risa，SHIOTA Makoto 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　オステオポンチン（OPN）は分泌型糖蛋白質の一種で
あり，骨芽細胞の石灰化に関わっていることが知られて
いる．われわれは骨芽細胞が酸性条件下において cAMP/
PKA を介し破骨細胞分化因子（RANKL）および OPN
の発現を亢進させることを報告した 1）．OPN 遺伝子のプ
ロ モ ー タ ー 領 域（OPNp） に は VDRE（Vitamin D 
response element, −758～−743） や NBRE （Nerve 
growth factor-induced clone B Response Element, −735
～−729）などが存在するが，これらの転写領域と cAMP
の関与については明らかとなっていない．われわれは，
VD3 存在下における cAMP を介した OPNp の転写制御
機構を解明することを目的とした．

対象と方法
　OPNp（−2335～+76 から−130～+94 までの連続欠失
解析）により駆動されるルシフェラーゼ（Luc）をレポー
ターとするレンチウイルスベクターを骨芽細胞系細胞へ
導 入 し た（OPNp-Luc）．VDRE，NBRE，Osteoblast-
specific cis-acting element （OSE2）を欠失した OPNp-
Luc を導入した細胞（OPNpΔVDRE1/2, OPNpΔNBRE, 
OPNpΔOSE2），また，OSE2 部位特異的変異による細胞

（OPNpOSE2 Mu），さらに VDR を過剰発現させた細胞
（VDR-OE）を樹立した．
　Luciferase Reporter Assay 法および定量的 RT-PCR
法， Western blotting 法により，OPNp 活性の測定なら
びに各発現量を定量化を行った．

結　　　果
　OPNp（−833～+76）は Forskolin （FK）+VD3 処理に
よる応答が認められたが，OPNp（−330～+76）ではそ
の応答は消失していた．OPNpΔVDRE1/2 と OPNpΔ

OSE2, OSE2 Mu では VD3 処理に対する応答が消失し，
FK 処理に対する応答も有意に減少した．また，OPNpΔ
NBRE では VD3 および FK 処理に対する反応に影響は認
められなかった．FK 処理による，VDRE と OSE2 への
結合因子の発現量を確認すると，VDR の発現量上昇が認
められた．VDR-OE を用いて同様の実験を行ったところ，
VDR-OE では VD3 処理による OPNp 活性の上昇が認め
られたが，その活性は FK+VD3 処理の効果を説明するに
は不十分であった．ヒストン脱アセチル化酵素阻害剤

（Trichostatin A: TSA） 処 理 に よ り，OPNp（−833～
+76）と VDR-OE は OPN の発現が促進され，さらに，
VDR-OE では TSA 20nM において VD3 処理が FK+VD3

処理に匹敵する OPNp 活性が認められた．

考察および結論
　骨芽細胞系細胞において，OPN の発現は VD3 存在下
において cAMP を上昇させることにより亢進することが
示された．この反応において VDRE と OSE2 の両配列が
必須であったが，NBREとRas-activated enhancer （RAE）
は関与していない可能性が示唆された．FK 処理により，
VDR の mRNA 発現量が上昇することが示された．VDR
の過剰発現細胞において VD3 刺激による OPNp 活性の上
昇は認められたが，その効果は不十分であった．HDAC
阻害剤の存在下で VD3 処理が FK+VD3 処理の効果を模
倣できることが判明した．これらの結果から，VD3 存在
下における cAMP の OPNp 活性促進作用は，VDR の発
現増強と，プロモーター領域のヒストンタンパクのアセ
チル化が示唆された．

参考文献
1） Okito A: Biochem. Biophys. Res. Commun. 458, 435-

440. 2015.

骨芽細胞における cAMP によるオステオポンチンプロモーターの
ジェネティックおよびエピジェネティック制御
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2）国立大学法人東京医科歯科大学大学院分子細胞機能学分野　　　　　　

Genetic and epigenetic regulation 
of osteopontin promoter by cAMP in osteoblasts
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　チタンメッシュを用いた腸骨海綿骨移植（以下 PCBM-
Mesh）手術は，優れた顎骨再建，骨造成方法である．し
かし長期間機能する上でプレートの破折等の材料学的な
問題が生じることがある．そこで CAD/CAM 技術を駆
使し，元来の顎骨外形を持った十分な強度を付与したカ
スタムメイド・チタンメッシュトレーの開発を考えた．

対象と方法
　電子ビーム積層造形装置を用い Ti-6Al-4V ELI を材料
としてチタンメッシュを造形した．強度試験として，試
験片に対し静的曲げ試験を行い造形物の機械的安全性を
評価した．下顎骨の半側欠損における荷重負荷環境を想
定し，専用治具を作製し曲げ試験を実施した．試験片は，
トレー状で厚さは 0.6mm と 2 枚重ね時想定した 1.2mm
を参考として，4 水準（0.3，0.6，0.9，1.2 mm）を設定し
た．咬合力を想定した 1200 N での破損の有無について
評価した．さらに，有限要素解析ソフト（ANSYS）を用
い，トポロジー最適化解析を行った．トポロジー最適化
条件としては，荷重を 1200 N とし剛性をできるだけ維
持しながら，“ 力学的に ” 不必要な部分を除外した．除外

したエリアに格子構造を付加させたものについても検討
した．

結　　　果
　1200 N 時に破損は認められなかった．厚さ設計値
0.3mm，0.6mm 試験片においては，実測値が設計値と異
なっていた．最適化 50% の場合では，重量 50％削減した
にもかかわらず 1200 N では通常の形状と同等の曲線形
状を示し , トポロジー解析結果と一致した．一方最適化
20% の場合では 400 N 程度以降では，大きな差が認めら
れた．

考察および結論
　試験結果より試作したメッシュトレーの強度は，十分
咬合力に耐えられるものと考えられた．ANSYS 解析よ
りトポロジー最適化をそのままモデルに反映させるので
はなく，再度構造解析を実施し適度な除外率を選定する
必要があることが分かった．また，形状機能を維持する
ために付加させた格子構造の力学的効果については，ト
ポロジー最適化による強度低下を格子構造の付加により
強度向上をフォローできることが分かった．

金属積層造形法を用いた
顎骨再建用カスタムメイド・チタンメッシュトレーの開発

○星　　勲，川井　忠，小野寺慧，宮本郁也   　
岩手医科大学口腔顎顔面再建学講座口腔外科学分野

Development of custom-made titanium mesh tray 
by electron beam melting system for mandibular reconstruction

○HOSHI Isao，KAWAI Tadashi，ONODERA Kei，MIYAMOTO Ikuya
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緒　　　言
　近代，インプラント治療において，新たなマテリアル
の開発や術式の考案，診断・治療のデジタル化など，患者，
医師双方のニーズに応えるべく，さまざまな変化をみせ
てきている．当院でも年代ごとに，さまざまなマテリア
ルやシステムを導入してきた．今回，ここ 10 年における
それらの変遷に関して振り返り，その後の変化について
調査したので報告する．

方　　　法
　対象は，2010 年 4 月以降に，当科にて新たに導入した
マテリアルもしくはシステムとし，導入前後における変
化について調査する．また，それらに関連する症例をピッ
クアップし，報告する．

結果および考察
　2011 年 12 月より，3 次元画像解析システム “SYNAPSE 
VINCENT Ⓡ（FUJIFILM 社）” を導入した．画像処理技
術の発達により，PACS 端末の高速化と操作性の向上が
実現し，検査技師に依頼することなく，医師自身の操作
で簡単かつスムーズに現画像から 3D 解析画像を作成す

ることができるようになった．これにより作成された解
析画像は，仮想インプラントによる診断支援，手術説明
やカンファレンスの場でのプレゼンテーション，手術シ
ミュレーションなどに活用されるようになった．
　2013年4月より，完全自己血液製剤“CGF（Concentrated 
Growth Factors）” を導入した．CGF は添加物を一切含ま
ず，1 回の遠心分離のみで簡単に作製できるよう開発さ
れたもので，インプラント治療において，シート状にし
てメンブレンとして使用，移植骨の固定などに活用して
いる．また，その高い物性により，術後創傷治癒促進の
一助となると考えられた．
　2016 年 5 月 よ り， 歯 科 用 コ ー ン ビ ー ム CT“3D 
Accuitomo F17D Ⓡ（モリタ製作所）” を導入した．短時間
照射のためブレが少なく，また，金属のアーチファクト
の影響を受けづらいため，ゆがみの少ない精細な画像を
得ることが可能となり，より高度な術前診断の手助けと
なった．

結　　　論
　インプラント治療において，新たなマテリアルやシス
テムの有効活用に関して報告した．

当科におけるインプラント治療戦略
〜 10 年を振り返って〜

○中田康一，岩瀬　慶，鈴木崚平，田所勇樹　　　　　 　
高橋香織，石上享嗣，秋葉正一 　　　　　　　　　　
地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院歯科・歯科口腔外科

Implant treatment strategy in our department
〜 Looking back on 10 years 〜

○NAKADA Koichi，IWASE Kei，SUZUKI Ryohei，TADOKORO Yuki
TAKAHASHI Kaori，ISHIGAMI Takashi，AKIBA Masakazu     　

Asahi General Hospital, Department of Dentistry and Oral Surgery             　
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目　　　的
　 CAD/CAM による上部構造を作製では，作業模型と
口腔内のインプラントの位置関係が同じであることを確
認することが重要な工程の一つであり，確認作業には
Verification jig（Jig）が用いられる．本研究では，Jig の
固定に使用するレジンの種類や固定の順序が，Jig の精度
および操作性におよぼす影響を検討した．

対象と方法
　下顎無歯顎アクリル樹脂模型にインプラント体を 6 本
埋入し，マスターモデルとした．インプラントにスク
リュー固定用アバットメントを取り付けた．
　アバットメント上に暫間上部構造用チタン製シリン
ダー（TS）をスクリューで固定した．シリンダーを連結
固定するためのメタルラダー（RD）をコバルトクロム合
金で作製した．TS と RD は 2 つの順序パターンで固定し
た．すなわち，右側再遠心の TS と RD をレジンで固定し，
残りの TS と RD を時計回りの順番で固定したものをパ
ターン①とし，固定した TS と RD から最も離れた位置
を順次固定したものをパターン②とした．
　シリンダーとラダーの固定には常温重合パターンレジ
ンまたは，光重合パターンレジンを用いた．操作時間の

計測は，パターン①とパターン②の固定に要する時間を
計測した．適合精度の評価は，マルチユニットアバット
メントとシリンダーの間隙を浮き上がり量として評価し
た．

結　　　果
　パターン①における常温重合パターンレジンレジンお
よび光重合パターンレジンによる Jig 作製時の操作時間
は，それぞれ 1236.6 秒および 279.3 秒であり，統計的に
有意差を認めた．
　すべての固定方法において，マルチユニットアバット
メントとシリンダーの間に浮き上がりは観察されなかっ
た．

考察および結論
　Jig の作製に光重合レジンを用いることは，適合精度に
影響せず，操作時間を 4 分の 1 程度に短縮できることが
分かった．操作時間の短縮はヒューマンエラーの防止や
患者の負担軽減に有効であると思われた．また，Jig 作製
の際に固定方法をランダムに決定しても操作時間や適合
精度に影響がないことが明らかになった．

固定用レジン材が Verification jig の精度と操作性におよぼす影響

○工藤悠暉，谷口祐介，松本彩子，時任高聖　
高橋佳子，江頭　敬，加倉加恵，城戸寛史

　福岡歯科大学咬合修復学講座口腔インプラント分野

Effect of fixing resin material on accuracy and operability of verification jig

○KUDO Yuki，TANIGUCHI Yusuke，MATSUMOTO Ayako，TOKITO Takakiyo
TAKAHASHI Yoshiko，EGASHIRA Kei，KAKURA Kae，KIDO Hirofumi   　

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