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理事長挨拶

第 25 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
に寄せて

　第 25 回公益社団法人日本顎顔面インプラント学会総会・学術大会は 2021 年 12 月 11 〜 12 日に愛知学院大
学歯学部顎顔面外科学講座教授長尾　徹大会長のもとで開催されます．同時に Pan Pacific Implant Society

（PPIS）Winter Meeting in Nagoya（今後 APIS: Asia Pacific Implant Society へと組織拡大予定）も併催され
ます．テーマは｢インプラント治療の安全哲学－新型コロナウイルス時代の新たな取り組み｣とされ，医療安全，
感染防止，脱タバコ社会，医療倫理，標準治療と教育等，重要かつ興味の尽きない命題について活発に，講演・
発表・討論が行われます．昨年の秋田での総会・学術大会は covid-19 の感染拡大期にあたり，開催自体が危ぶ
まれましたが，地理的に感染者数が希であった県での開催という幸運に恵まれ，また福田雅幸大会長の英断で
ハイブリッド開催としていただき，新たな開催方法の指針と成功例を示していただきました．名古屋での開催
もハイブリッド方式ですが，諸説ありますがウィルスゲノムの自己崩壊が原因で初秋に掛けて感染者数の激減
がもたらされ，12 月に向けてまだ余談は許されませんが，集会の制限も徐々に撤廃され，現地参加者と対面で
の討論が増えることを期待したいと思います．
　理事長を務めさせていただいてから 3 年二期目になりますが，会員数は微増で当初の目的をまだ達しており
ません．インプラント治療は，もはや特殊な治療ではなく，歯の欠損補綴の第 1 選択とするべき療法であります．
しかし，インプラント埋入に伴う外科処置や，適応症拡大のための骨造成手術など，危険を伴う治療法でもあ
り，継発症の発生やトラブルを後遺する可能性もあります．国民生活センターに届けられる苦情や問い合わせ
も相変わらず多く，国民が安心して治療を受け医療機関を選択できるシステムが重要です．現在，日本歯科専
門医機構の指導のもと，日本口腔インプラント学会と共同で，広告可能なインプラント歯科の専門医取得に向
けて討論を重ねておりますが，ゴールはまだ見えておりません．顎顔面インプラント学会に対しては，研修施
設の見直しと専門医取得のための教育が不足していることが主に指摘されています．日本口腔インプラント学
会についても臨床系研修施設の見直しが最重要課題とされており，この点が大きな障壁となっています．一学
会単独での専門医取得は認めがたいとされていますが，この壁が解消されない場合は，顎顔面インプラント学
会の広告可能インプラント歯科専門医認定を先行で認めていただいて，口腔インプラント学会専門医の体制が
整った時点で追認いただくような柔軟な対応も必要ではないかと考えております．日本でのインプラント治療
は，臨床家の導入が先行し，歯学部における教育もまだ追いついていない状況です．インプラント歯科専門医
の取得にあたっては，学部教育，卒直後教育，卒後研修と一連の専門医教育が必要であり，取得後も生涯研修
を行う必要があります．日本歯科専門医機構が認定するインプラント歯科専門医が発足するためには，これま
での徒弟制度的な研修からよりシステマティックな教育研修が必要となり，それに裏打ちされた専門医こそは，
国民に必要とされるインプラント専門医として認知されていくと思います．顎顔面インプラント学会の研修施
設と会員の多くは口腔外科を基本診療科としていると思いますが，広範囲顎骨支持型装置のみならず，一般の
欠損補綴にもインプラント治療を，外科的矜持をもって実践していく必要があります．そのことによって口腔
外科診療施設がより活性化され，さらに専門医取得を目指す会員数の増加と研修施設の増加が必然的に起こっ
てくることを期待しています．
　今回の学術大会では，理事長招聘講演として，日本歯科専門医機構の今井　裕理事長の専門医に関するお話
を伺うプログラムもありますので，ぜひご拝聴ください．
　あとになりましたが，今回の総会・学術大会を準備し開催していただいた愛知学院大学歯学部顎顔面外科学
講座の先生方に感謝申し上げます．

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

　このたび，2021 年 12 月 11 日（土）・12 日（日）の 2 日間にわたり，第 25 回公益社団法人日本顎顔面
インプラント学会総会・学術大会を開催させていただくにあたり，ご挨拶を申し上げます．
　今回の大会テーマは「インプラント治療の安全哲学―新型コロナウイルス時代の新たな取り組み―」
と題して，本学会が安全で信頼されるインプラント治療を実践するための根幹としている医療安全と
本学会が目標としております脱タバコ社会実現について，さまざまな角度から討議していただく予定
です．大会実施に際しては，愛知県歯科医師会などからのご後援をいただいています．

　本学術大会の運営に関しましては，新型コロナ感染症収束の行方が見えない中，どのような状況の
中にあっても会員の方々にはさまざまな情報伝達の手段により最新の医療情報を提供すべきであると
の観点から，ハイブリッド開催と致しました．一方で，現地対面での大会運営も，厳重な感染予防策
をほどこし，安全を第一とした学会となるよう，努力いたします．
　本学会では Pan Pacific Implant Society （PPIS） Winter Meeting in Nagoya を併催し，コロナ禍で
も国際的な意見交換ができる学会にする予定です．

　また日本学術会議の「市民公開シンポジウム」を共催として開催し，喫煙と口腔の健康について市
民とともに考える機会を設けました．

　ここ名古屋は，江戸時代に「尾張名古屋は城でもつ」と謳われました．「もつ」は「保つ」のことだ
そうです．つまり「尾張の名古屋は名古屋城で繁盛している」とのことで，本学会は是にあやかり学
会ポスターに金の鯱（しゃちほこ）を載せました．近世城郭御殿の最高傑作とうたわれ，大戦で失わ
れた本丸御殿が木曾ヒノキを贅沢に使って再建されております．見事な石垣も現存していますので，
三密を避けながらの名所巡りも良いのではないでしょうか．是非名古屋にいらしてください．

　末筆ではございますが，本大会に多大なご援助，ご協力をいただきました関係の皆様に心から御礼
申し上げます．

第25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
Pan Pacific Implant Society （PPIS） Winter Meeting in Nagoya

愛知学院大学歯学部顎顔面外科学講座 教授

長　尾　　　徹
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アクセスマップ　Access Plan
会　場：名古屋国際会議場　〒456-0036　名古屋市熱田区熱田西町1番1号
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フロアマップ　Floor Plan

名古屋国際会議場案内図
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第25回公益社団法人日本顎顔面インプラント学会
総会・学術大会のご案内

会　期： 2021 年 12 月 11 日（土）・12 日（日）
会　場： 名古屋国際会議場
 〒 456-0036　名古屋市熱田区熱田西町 1 番 1 号

※現地開催およびオンライン配信併用によるハイブリッド方式で行います．

1．学術大会参加者の皆様へ
＜現地参加＞
　参加受付場所：4 号館 1 階白鳥ホールロビー
　参加受付時間：12 月 11 日（土）8：20 ～ 17：00
　　　　　　　　12 月 12 日（日）8：20 ～ 15：00
　・現地参加の際には必ず参加証をプリントアウトのうえ持参し，受付で提示ください
　・参加証・領収書は，カード決済時に配信されるメールに添付いたします．

＜オンライン参加＞
　大会特設サイト開設期間：12 月 11 日（土）8：30 ～ 12 月 12 日（日）プログラム終了時刻
　・ 大会ホームページ（https://site2.convention.co.jp/jami25/）より特設サイトにアクセスいただ

けます．
　・ 参加登録時にご自身で登録されたメールアドレスとパスワードが必要となります．忘れずに保

管ください．
　・参加証・領収書は，カード決済時に配信されるメールに添付いたします．

新型コロナウイルス等感染症予防および拡散防止対策について
　日本国内における新型コロナウイルス感染症の発生に関しまして，本学術集会では，政府，自治
体，関係諸機関等から示される正確な情報の収集に努めるとともに，感染拡大の防止に細心の注意
を払い，実施して参ります．会場へお越しいただく皆様におかれましても，感染防止策へのご理解
とご協力を頂けますよう，何卒よろしくお願い申し上げます．感染拡大予防の趣旨をご理解いただ
き，以下の通りご協力をお願いいたします．

〇 発熱症状や咳など体調がすぐれない方，本学術集会の開催日より 14 日以内に日本の入国規制国・
地域への渡航歴がある方，渡航歴をお持ちの方と接触された方，いずれかに該当する方のご来場
はお控え願います．

〇 参加受付時に検温を実施しますのでご協力ください．37.5 度以上の方は再度計測いたします．
〇感染防止の為，マスクのご準備・ご着用を必ずお願いいたします．
〇手洗い，うがいの励行をお願いいたします．
〇会場入場口に消毒用アルコールの設置をいたします．十分な感染対策にご協力ください．
〇 会場にて万が一体調が悪くなった場合，我慢なさらずに速やかにお近くのスタッフにお声がけく

ださい．
〇厚生労働省新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）の利用にご協力をお願いいたします．
〇 万一感染者が発生した場合の拡大防止のため，政府・自治体からの情報提供を求められた場合は，

個人情報の取扱いに十分注意しつつ，必要に応じて参加者の方の個人情報を提供 いたしますの
で予めご了承のうえご参加ください．
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2．参加登録について
　参加受付はインターネットによるオンライン登録，クレジット決済のみとなります．
　大会ホームページ「参加登録」（https://site2.convention.co.jp/jami25/sanka.html）よりご登録
ください．

＜参加費＞

カテゴリー 事前参加登録 当日参加登録
医師・歯科医師（会員） 12,000 円 15,000 円
医師・歯科医師（非会員） 15,000 円 18,000 円
歯科衛生士・歯科技工士・看護師  5,000 円  7,000 円
初期研修医  2,000 円  3,000 円
学生（大学院生を除く） 無料 無料

3．会場案内

内　　容 日　　時 会　　場
理事会 12/10（金）13：00 ～ 16：00 B 会場（4 号館 3 階 432）
運営審議会 12/10（金）16：30 ～ 17：30 B 会場（4 号館 3 階 432）
スーチャーエキスパート
コンテスト 12/11（土）14：00 ～ 15：00 C 会場（4 号館 3 階 431）

総会 12/12（日）13：10 ～ 14：10 A 会場（4 号館 1 階白鳥ホール北）

＜クローク＞
　場所：4 号館 1 階　白鳥ホール（南）　※日をまたいでの荷物のお預かりはできません．
　12 月 11 日（土）8：20 ～ 18：30
　12 月 12 日（日）8：20 ～ 17：30

＜機器展示＞
　場所：4 号館 1 階白鳥ホール（南）
　12 月 11 日（土）8：20 ～ 18：00
　12 月 12 日（日）8：20 ～ 16：00

＜ドリンクコーナー＞
　場所：4 号館 1 階白鳥ホール（南）
　12 月 11 日（土）8：20 ～ 18：00
　12 月 12 日（日）8：20 ～ 16：00

＜Wi-Fi ＞
　名古屋国際会議場ロビーにてご利用いただけます．
　SSID：ncc（パスワード不要）

4．懇親会（前夜祭）
今大会では開催いたしません．
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5．優秀学会発表賞
○優秀な口演発表に対して，優秀学会発表賞を授与いたします．大会長賞 1 演題．
○ 発表者の年齢は問いません．但し，受賞演題は原則として日本顎顔面インプラント学会誌に投稿

していただきます．
○ 受賞者の発表と表彰：受賞者は 2 日目の午後，採点終了次第，学会場に貼り出します．表彰は従

来通り閉会式で行います．

6．ランチョンセミナー
　ランチョンセミナーチケットは，セミナー当日の 8：20 より 4 号館 1 階白鳥ホールロビー参加受
付付近で配布を行います．

7．ヒューフレディジャパン：第 10 回スーチャーエキスパートコンテスト
　○若手口腔外科医の育成とベテラン口腔外科医の技術維持を目的として，幕シート・持針器・歯
肉剪刀を使用し，縫合コンテストを開催いたします．
　今回は，年齢制限を設けず，学会現地参加の方はどなたでも参加可能です（福田雅幸先生，近津
大地先生によるデモンストレーションを行います）

開催日時：2021 年 12 月 11 日（土）14：00 ～ 15：00
開催会場：C 会場（名古屋国際会議場　4 号館 3 階 431）
参加資格：日本顎顔面インプラント学会参加歯科医師（年齢制限なし）
募集人数：先着 10 名（ソーシャルディスタンス確保のため，お一人での施術とします）
申込方法： 下記メールアドレスにお名前・ご所属・当日に繋がる携帯電話番号を明記の上，お申し

込みください．
ワールドメディアメドオフィス（担当：伊藤ミヤコ：wmm@worldmediamed.com）

8．市民公開講座
日　　時：2021 年 12 月 12 日（日）14：20 ～ 17：00
会　　場：B 会場（名古屋国際会議場　4 号館 3 階 432）
受　　付：2021 年 12 月 12 日（日）14：00 ～ B 会場（名古屋国際会議場　4 号館 3 階 432）前

9．問い合わせ先
＜入会などに関するお問い合わせ＞
　公益社団法人 日本顎顔面インプラント学会　事務局
　〒 108-0014　東京都港区芝 5-29-22-805
　TEL：03-3451-6916　FAX：03-5730-9866
　E-mail：info@jamfi.net

＜学術大会に関するお問い合わせ＞
　第 25 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　運営事務局
　日本コンベンションサービス株式会社　中部支社内
　〒 460-0008　名古屋市中区栄 2-10-19　名古屋商工会議所ビル 6 階
　TEL：052-218-5822　FAX：052-218-5823
　E-mail：jami25@convention.co.jp
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発表者の皆様へ

●利益相反（COI）開示について
＜口演発表・音声入りスライド発表の場合＞
　演題タイトルの次のスライドに呈示してください．

＜ポスター発表の場合＞
　演題タイトル直下の位置に呈示してください .
　※ 利益相反（COI）開示について，詳しくは日本顎顔面インプラント学会ホームページ（http://

www.jamfi.net/rinri.html）をご覧ください．

＜開示例＞
　・発表時，申告すべき COI 状態がない場合

日本顎顔面インプラント学会
COI 開示

演題発表に関連し，開示すべき COI 関係にある企業などはありません．

・発表時，申告すべき COI 状態がある場合

日本顎顔面インプラント学会
COI 開示

役員・顧問職，株，特許使用料，講演料・原稿料など，
研究費，その他報酬の中から該当するものを記載してください．

※ 演者ならびに共同演者は，ともに公益社団法人日本顎顔面インプラント学会会員に限ります．非
会員の先生方は，必ず事前に入会手続きをお願いいたします．

現地で口演発表の皆様へ

●発表方法について（詳細は別途メールにてご案内いたします）
（1） Microsoft PowerPoint（Windows 2019）を使用した PC での発表となります．
（2） スクリーンサイズは 16：9 です．
（3） 発表データは，USB メモリに保存してご持参ください．
（4） メディアには当日発表するデータのみ保存してください．ファイル名は，演題番号（半角）と

発表者の氏名（漢字）を必ず付けてください．
（5） 動画を使用する場合，または Macintosh でデータを作成された場合は，ご自身の PC をご持参

ください．（バックアップデータも必ずご持参ください）
（6） 発表者ツールのご使用はできません．
（7） フォントは OS に設定されている標準フォントをご使用ください．
　　日本語（MS ゴシック，MSP ゴシック，MS 明朝，MSP 明朝）
　　英語（Arial，Arial Block，Century，Century Gothic，Time New Roman）など
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● PC 受付
受付場所：4 号館 1 階白鳥ホール（南）
受付時間：12 月 11 日（土）8：20 ～ 16：00
　　　　　12 月 12 日（日）8：20 ～ 15：00

（1） 原則として発表の 1 時間前までに発表データかご自身の PC をご持参いただき，受付・試写を行っ
てください．早朝のセッションは受付開始直後にお越しください．

（2）PC 受付には会場内のシステムと同一のものをご用意します．
（3）PC 持込の際の注意事項
　・ 使用するアプリケーションソフトは PowerPoint のみとさせていただきます．
　・ バックアップ用データとして，USB メモリに保存したデータを必ずお持ちください．
　・ 会場でご用意する PC への接続は，HDMI です．変換コネクタなどが必要な場合は必ずご持参

ください．
　・ Macintosh の場合には，変換コネクタを必ずご持参ください．
　・PC の電源アダプターは必ずご持参ください．

●発表時間・進行について
（1）演者は，発表時間の 15 分前までに，会場前方左手の次演者席にご着席ください．
（2）一般口演は，発表時間 7 分，質疑応答 3 分です．
（3）シンポジウムなどの発表時間については運営事務局よりご案内します．
（4）発表の操作は，演台上でご自身で行ってください．
（5） 演台に設置されているタイマーで，終了 1 分前に黄色ランプ，終了時に赤ランプでお知らせい

たします．時間厳守で円滑な進行にご協力をお願いいたします．

オンライン Web 口演で発表の皆様へ

●発表方法について（詳細は別途メールにてご案内いたします）
（1）現地での発表が難しい方は，音声付きスライドでの Web 口演発表への参加が可能です．
（2） Microsoft PowerPoint で作成いただいたデータを，動画ファイル（mp4）に変換していただき，

事前にお送りください．当日の再生は主催者側で行います．
（3）動画の再生時間は 7 分以内です．作成された動画データは必ずご確認ください．
（4）Zoom 上で質疑応答を行いますので，ご自身のセッション開始前には，Zoom にお入りください．
（5）ご自身のネット環境，スピーカーやマイクなどの PC 設定は事前にご確認ください．
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ポスター発表の皆様へ

●ポスター貼付・討論・撤去時間
貼付時間：12 月 11 日（土） 8：20 ～ 12：50
閲覧時間：12 月 11 日（土）12：50 ～ 18：00
　　　　　12 月 12 日（日） 8：20 ～ 14：20
討論時間：12 月 11 日（土）13：10 ～ 14：25
　　　　　12 月 12 日（日）10：00 ～ 11：15
撤去時間：12 月 12 日（日）14：20 ～ 16：00

※ 撤去時間以降，会場内に残っているポスターは，事務局
にて処分させていただきます．ご了承ください．

●発表時間・発表方法
・ ポスター会場にて口頭での発表をお願いいたします．（発

表 3 分／討論 2 分）
・ 発表者は指定時間までに発表ポスター前に集合し，座長

の指示にしたがってください．
・ 演題番号（縦 20cm，横 20cm）は運営事務局でご用意

いたします．
・ 演者名，所属，氏名を記入したタイトル（縦 20cm，横

70cm）は各自ご用意ください．
・ 展示スペースはタイトルの下，縦 180cm，横 90cm のスペースです．
・ 展示に必要な画鋲はポスター会場にて用意しております．

※ 現地参加が難しい場合，ポスター掲示のみとさせていただきます．会期前にポスターの郵送をお
願いいたします．送付先などの詳細は別途ご案内いたします．

座長の先生方へ

○ご来場になられましたら，1 階白鳥ホールロビーの座長受付へお越しください．
○次座長は，セッション開始 15 分前までに次座長席へご着席の上，進行係にお声掛けください．
○各セッションの進行は，座長にお任せいたしますが進行時間の厳守にご協力をお願いいたします．
○時間をオーバーする発表は，座長の責任で終了し，次の発表に移ってください．
○活発な討論のためにご協力をお願いいたします．

（※発表者各自でご用意ください）
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座長早見表

12 月 11 日（土） A 会場（白鳥ホール（北）） 座長 Chairman

 9：10～10：40 シンポジウム 1 河奈　裕正
西條　英人

10：50～11：50 特別講演 瀬戸　晥一
13：10～14：40 招聘講演 又賀　　泉

14：50～16：20 シンポジウム 2 瀬戸　晥一
松尾　　朗

16：30～17：30 理事長招聘講演 嶋田　　淳
瀬戸　晥一

12 月 11 日（土） B 会場（会議室 432） 座長 Chairman
 9：20～ 9：50 一般口演（インプラント基礎医学） 久保田英朗
10：00～10：40 一般口演（偶発症） 朝波惣一郎
10：50～11：30 一般口演（サイナスリフト） 髙森　　等

13：10～13：50 PPIS oral session 菅井　敏郎
管野　貴浩

14：00～16：00 PPIS symposium 髙橋　　哲
宮本　郁也

12 月 11 日（土） C 会場（会議室 431） 座長 Chairman
 9：30～10：10 一般口演（症例報告 1） 野口　　誠
10：20～11：00 一般口演（症例報告 2） 松尾　　朗
12 月 11 日（土） ポスター会場（白鳥ホール（南）） 座長 Chairman
13：10～13：30 一般ポスター（インプラント材料，生体材料） 近津　大地
13：10～13：30 一般ポスター（インプラント基礎医学） 加藤　仁夫
13：40～14：00 一般ポスター（画像診断，解剖，偶発症） 城戸　寛史
13：40～14：00 一般ポスター（骨造成、サイナスリフト） 日比　英晴
14：10～14：25 一般ポスター（再建，腫瘍 1） 河奈　裕正
14：10～14：25 一般ポスター（再建，腫瘍 2） 後藤　満雄
12 月 12 日（日） A 会場（白鳥ホール（北）） 座長 Chairman

 9：00～10：30 シンポジウム 3 福田　仁一
長尾　　徹

10：40～11：40 教育講演 嶋田　　淳
13：40～14：10 アンケート調査結果 髙森　　等

14：20～15：50 シンポジウム 4 嶋田　　淳
藤井　俊治

12 月 12 日（日） B 会場（会議室 432） 座長 Chairman
 9：10～ 9：40 一般口演（画像診断、シミュレーション・ナビゲーション） 春日井昇平

 9：50～10：30 一般口演（骨・軟組織造成，再建） 外木　守雄
10：40～11：20 一般口演（統計，疫学） 福田　雅幸
12 月 12 日（日） ポスター会場（白鳥ホール（南）） 座長 Chairman
10：00～10：20 一般ポスター（統計，疫学） 藤井　俊治
10：00～10：20 一般ポスター（症例報告 1） 山下　佳雄
10：30～10：50 一般ポスター（症例報告 2） 佐藤　淳一
10：30～10：50 一般ポスター（症例報告 3） 矢郷　　香
11：00～11：15 一般ポスター（症例報告 4） 式守　道夫
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8：20～18：00
ポスター貼付・閲覧

12：00

12：30

11：00

11：30

10：00

10：30

13：00

13：30

14：00

14：30

15：00

15：30

16：00

16：30

17：00

17：30

18：00

18：30

19：00

9：00

9：30

8：00

8：30

9：00

9：30

8：00

8：30

12：00

12：30

11：00

11：30

10：00

10：30

13：00

13：30

14：00

14：30

15：00

15：30

16：00

16：30

17：00

1F 3F 1F3F 3F 1F 1F 3F

A会場
（4号館1階 白鳥ホール北）

B会場
（4号館3階 432）

C会場
（4号館3階 431）

機器展示・ポスター会場
（4号館1階 白鳥ホール南）

A会場
（4号館1階 白鳥ホール北）

B会場
（4号館3階 432）

C会場
（4号館3階 431）

機器展示・ポスター会場
（4号館1階 白鳥ホール南）

8：20～ 開場・受付開始 8：20～ 開場・受付開始

9：05～ 開会の辞
9：10～10：40
シンポジウム1
演者：矢島安朝，村岡　渡，木村洋朗
座長：河奈裕正，西條英人

10：50～11：50
特別講演
演者：河野龍太郎
座長：瀬戸晥一

12：00～13：00
ランチョンセミナー1
演者：村上　弘
共催：デンツプライシロナ株式会社

13：10～14：40
招聘講演
演者：小宮山彌太郎
座長：又賀　泉

14：50～16：20
シンポジウム2
演者：小林隆太郎，松尾　朗，
　　 里村一人，瀬島俊介
座長：瀬戸晥一，松尾　朗

16：30～17：30
理事長招聘講演
演者：今井　裕
座長：嶋田　淳，瀬戸晥一

9：20～9：50
一般口演「インプラント基礎医学」
座長：久保田英朗

10：00～10：40
一般口演「偶発症」
座長：朝波惣一郎

10：50～11：30
一般口演「サイナスリフト」
座長：髙森　等

12：00～13：00
ランチョンセミナー2
演者：勝又明敏
共催：メディア株式会社

13：10～13：50 PPIS oral session
座長：菅井敏郎，管野貴浩
演者：Da-yuan Wang，Yueh-Chao Yang

14：00～16：00
PPIS symposium
演者：Jun-Young Paeng，
　　 Revan Joshi，Chia-Yu Wu，
　　 Kageyama Ikuo, 
　　 Huiming Wang
座長：髙橋　哲，宮本郁也

9：30～10：10
一般口演「症例報告1」 
座長：野口　誠

10：20～11：00
一般口演「症例報告2」 
座長：松尾　朗

14：00～15：00
スーチャーエキスパート
コンテスト
（縫合コンテスト）

8：20～14：20
ポスター閲覧

14：20～16：00
ポスター撤去

13：10～13：30 
1P-1：インプラント材料他　　座長：近津大地
1P-2：インプラント基礎医学　座長：加藤仁夫

13：40～14：00 
1P-3：画像診断他　座長：城戸寛史
1P-4：骨造成，サイナスリフト　座長：日比英晴

14：10～14：25 
1P-5：再建，腫瘍1　座長：河奈裕正
1P-6：再建，腫瘍2　座長：後藤満雄

9：00～10：30
シンポジウム3
演者：長尾　徹，大和　浩，
　　 稲垣幸司，埴岡　隆
座長：福田仁一，長尾　徹

10：40～11：40
教育講演
演者：西村高宏
座長：嶋田　淳

13：10～13：40　総会

13：40～14：10
アンケート調査結果
演者：加藤仁夫
座長：髙森　等

14：20～15：50
シンポジウム4
演者：立川敬子，廣安一彦，
　　 川本義明，矢島安朝
座長：嶋田　淳，藤井俊治

15：50～ 閉会の辞

9：10～9：40
一般口演「画像診断，シミュレーション・ナビゲーション」
座長：春日井昇平

9：50～10：30
一般口演「骨・軟組織造成，再建」
座長：外木守雄

10：40～11：20
一般口演「統計，疫学」
座長：福田雅幸

12：00～13：00
ランチョンセミナー3
演者：小久保裕司
共催：ストローマン・ジャパン株式会社

14：20～17：00
市民公開講座（日本学術会議）

10：00～10：20 
2P-1：統計，疫学　座長：藤井俊治
2P-2：症例報告1 　座長：山下佳雄

10：30～10：50 
2P-3：症例報告2　座長：佐藤淳一
2P-4：症例報告3　座長：矢郷　香

11：00～11：15 
2P-5：症例報告4　座長：式守道夫

第25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　日程表
第 1 日目　12 月 11 日（Sat）（名古屋国際会議場）
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8：20～18：00
ポスター貼付・閲覧

12：00

12：30

11：00

11：30

10：00

10：30

13：00

13：30

14：00

14：30

15：00

15：30

16：00

16：30

17：00

17：30

18：00

18：30

19：00

9：00

9：30

8：00

8：30

9：00

9：30

8：00

8：30

12：00

12：30

11：00

11：30

10：00

10：30

13：00

13：30

14：00

14：30

15：00

15：30

16：00

16：30

17：00

1F 3F 1F3F 3F 1F 1F 3F

A会場
（4号館1階 白鳥ホール北）

B会場
（4号館3階 432）

C会場
（4号館3階 431）

機器展示・ポスター会場
（4号館1階 白鳥ホール南）

A会場
（4号館1階 白鳥ホール北）

B会場
（4号館3階 432）

C会場
（4号館3階 431）

機器展示・ポスター会場
（4号館1階 白鳥ホール南）

8：20～ 開場・受付開始 8：20～ 開場・受付開始

9：05～ 開会の辞
9：10～10：40
シンポジウム1
演者：矢島安朝，村岡　渡，木村洋朗
座長：河奈裕正，西條英人

10：50～11：50
特別講演
演者：河野龍太郎
座長：瀬戸晥一

12：00～13：00
ランチョンセミナー1
演者：村上　弘
共催：デンツプライシロナ株式会社

13：10～14：40
招聘講演
演者：小宮山彌太郎
座長：又賀　泉

14：50～16：20
シンポジウム2
演者：小林隆太郎，松尾　朗，
　　 里村一人，瀬島俊介
座長：瀬戸晥一，松尾　朗

16：30～17：30
理事長招聘講演
演者：今井　裕
座長：嶋田　淳，瀬戸晥一

9：20～9：50
一般口演「インプラント基礎医学」
座長：久保田英朗

10：00～10：40
一般口演「偶発症」
座長：朝波惣一郎

10：50～11：30
一般口演「サイナスリフト」
座長：髙森　等

12：00～13：00
ランチョンセミナー2
演者：勝又明敏
共催：メディア株式会社

13：10～13：50 PPIS oral session
座長：菅井敏郎，管野貴浩
演者：Da-yuan Wang，Yueh-Chao Yang

14：00～16：00
PPIS symposium
演者：Jun-Young Paeng，
　　 Revan Joshi，Chia-Yu Wu，
　　 Kageyama Ikuo, 
　　 Huiming Wang
座長：髙橋　哲，宮本郁也

9：30～10：10
一般口演「症例報告1」 
座長：野口　誠

10：20～11：00
一般口演「症例報告2」 
座長：松尾　朗

14：00～15：00
スーチャーエキスパート
コンテスト
（縫合コンテスト）

8：20～14：20
ポスター閲覧

14：20～16：00
ポスター撤去

13：10～13：30 
1P-1：インプラント材料他　　座長：近津大地
1P-2：インプラント基礎医学　座長：加藤仁夫

13：40～14：00 
1P-3：画像診断他　座長：城戸寛史
1P-4：骨造成，サイナスリフト　座長：日比英晴

14：10～14：25 
1P-5：再建，腫瘍1　座長：河奈裕正
1P-6：再建，腫瘍2　座長：後藤満雄

9：00～10：30
シンポジウム3
演者：長尾　徹，大和　浩，
　　 稲垣幸司，埴岡　隆
座長：福田仁一，長尾　徹

10：40～11：40
教育講演
演者：西村高宏
座長：嶋田　淳

13：10～13：40　総会

13：40～14：10
アンケート調査結果
演者：加藤仁夫
座長：髙森　等

14：20～15：50
シンポジウム4
演者：立川敬子，廣安一彦，
　　 川本義明，矢島安朝
座長：嶋田　淳，藤井俊治

15：50～ 閉会の辞

9：10～9：40
一般口演「画像診断，シミュレーション・ナビゲーション」
座長：春日井昇平

9：50～10：30
一般口演「骨・軟組織造成，再建」
座長：外木守雄

10：40～11：20
一般口演「統計，疫学」
座長：福田雅幸

12：00～13：00
ランチョンセミナー3
演者：小久保裕司
共催：ストローマン・ジャパン株式会社

14：20～17：00
市民公開講座（日本学術会議）

10：00～10：20 
2P-1：統計，疫学　座長：藤井俊治
2P-2：症例報告1 　座長：山下佳雄

10：30～10：50 
2P-3：症例報告2　座長：佐藤淳一
2P-4：症例報告3　座長：矢郷　香

11：00～11：15 
2P-5：症例報告4　座長：式守道夫

第 2 日目　12 月 12 日（Sun）（名古屋国際会議場）





プログラム
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12 月 11 日（Sat）
A 会場（白鳥ホール（北））

開会の辞　9：05 ～ 9：10

シンポジウム 1　9：10 ～ 10：40
　「手術と神経損傷」………………………………………………………………………………………… 146
　　　座長：河　奈　裕　正
　　　　　　　神奈川歯科大学歯学部歯科インプラント学講座顎・口腔インプラント学分野
　　　　　　西　條　英　人
　　　　　　　 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
　「リスクマネージメント：インプラント撤去基準案」
　　矢島　安朝
　　　松本歯科大学口腔インプラントセンター

　「インプラント手術に伴う三叉神経ニューロパチーへの対応」
　　村岡　渡
　　　川崎市立井田病院歯科口腔外科

　「末梢神経損傷と再生医療」
　　木村　洋朗
　　　慶應義塾大学整形外科

特別講演　10：50 ～ 11：50 ………………………………………………………………………… 140
　　　座長：瀬　戸　晥　一
　　　　　　　総合南東北病院歯科口腔外科
　「ヒューマンエラー対策の考え方と安全哲学」
　　河野　龍太郎
　　　株式会社安全推進研究所

ランチョンセミナー 1　12：00 ～ 13：00 共催：デンツプライシロナ株式会社
　「アストラテックインプラントシステム　ショートインプラントのエビデンスと臨床」 ………… 174
　　村上　弘
　　　愛知学院大学歯学部高齢者・在宅歯科医療学講座口腔インプラント科特殊診療科教授

招聘講演　13：10 ～ 14：40 ………………………………………………………………………… 141
　　　座長：又　賀　　　泉
　　　　　　　日本歯科大学
　「患者に寄り添う」
　　小宮山　彌太郎
　　　ブローネマルク・オッセオインテグレイション・センター
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シンポジウム 2　14：50 ～ 16：20 ………………………………………………………………… 150
　「COVID-19 とインプラント治療」
　　　座長：瀬　戸　晥　一
　　　　　　　総合南東北病院歯科口腔外科
　　　　　　松　尾　　　朗
　　　　　　　東京医科大学茨城医療センター歯科口腔外科
　「新型コロナウイルス感染症に対する日本歯科医学会の対応」
　　小林　隆太郎
　　　日本歯科医学会総務理事
　　　日本歯科医学会連合専務理事

　「重症 COVID-19 対応病院におけるインプラント治療の実際」
　　松尾　朗
　　　東京医科大学茨城医療センター歯科口腔外科

　「微量唾液を検体とした SARS-CoV-2 迅速スクリーニング検査法の確立」
　　里村　一人
　　　鶴見大学歯学部口腔内科学講座

　「消毒剤の正しい使い方と緊急時対応　WHO バイオセーフティ―マニュアル第 4 版発刊」
　　瀬島　俊介
　　　認定 NPO 法人バイオメディカルサイエンス研究会理事長

理事長招聘講演　16：30 ～ 17：30 ………………………………………………………………… 143
　　　座長：嶋　田　　　淳
　　　　　　　明海大学歯学部付属明海大学病院
　　　　　　瀬　戸　晥　一
　　　　　　　総合南東北病院歯科口腔外科
　「日本歯科専門医機構の現況と今後の展望」
　　今井　裕
　　　一般社団法人日本歯科専門医機構理事長
　　　獨協医科大学名誉教授
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12 月 11 日（Sat）
B 会場（会議室 432）

一般口演　1O-1　9：20 ～ 9：50
　「インプラント基礎医学」
　　　座長：久保田　英　朗
　　　　　　　佐賀大学医学部歯科口腔外科学講座
1O-1-1  アルカリ処理したチタンは骨髄由来間葉系幹細胞の免疫寛容能を変化させる ………… 178
 ○水谷友美 1），土屋周平 1），中根昇吾 2），平井辰宜 2），福島麻子 1），高島裕之 1）

  青木尚史 1），渋谷恭之 1）

  1）名古屋市立大学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）愛知県医療療育総合センター歯科

1O-1-2  Xylosyltransferase-1，-2 は二酸化チタン上の骨髄間葉系幹細胞の
  動態に影響を与える …………………………………………………………………………… 179
 ○土屋周平，水谷友美，福島麻子，高島裕之，青木尚史，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

1O-1-3  健常者とインプラント周囲炎患者のインプラント周囲滲出液中の
  炎症性サイトカインの比較 …………………………………………………………………… 180
 ○今　一裕 1, 2），川面理紗 1），立川敬子 1, 2），塩田　真 1），春日井昇平 1），丸川恵理子 1, 2）

  1）東京医科歯科大学口腔再生再建学分野
  2）東京医科歯科大学歯学部附属病院インプラント外来

一般口演　1O-3　10：00 ～ 10：40
　「偶発症」
　　　座長：朝　波　惣一郎
　　　　　　　西麻布口腔外科インプラントセンター
1O-3-1  エクスターナルヘキサゴンの破損に対応した 2 症例 ……………………………………… 185
 ○片桐　渉，竹内涼子，橋爪孝介，齋藤直朗，須田大亮，長谷部大地，船山昭典
  小林正治
  新潟大学大学院医歯学総合研究科組織再建口腔外科学分野

1O-3-2  口腔癌患者における咬合再建後のインプラント体脱落に関する検討 …………………… 186
 ○福地峰世，髙野裕史，有馬実咲，及川湧基，鈴木昇建，石田　昴，伊東慶介
  鈴木兼一郎，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
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1O-3-3  上顎インプラント治療のトラブル症例を再考する ………………………………………… 187
 ○沖田美千子 1），針谷靖史 1），石戸克尚 2, 3），原田雅史 1），山城貴愛 1）

  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
  3）富山大学学術研究部医学系歯科口腔外科学

1O-3-4  上下顎臼歯相当部欠損に埋入したインプラント体の動揺度の推移 ……………………… 188
 ○野並久晃 1），赤城裕一 1），福澤　智 2），貝淵信之 1），菅野勇樹 1），熊坂　士 1, 3）

  酒向　誠 1），藤井俊治 1, 4），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
  3）TMG あさか医療センター歯科口腔外科
  4）日本大学歯学部口腔外科学講座

一般口演 1O-5　10：50 ～ 11：30
　「サイナスリフト」
　　　座長：髙　森　　　等
　　　　　　　日本歯科大学
1O-5-1  イヌ前頭洞に洞粘膜挙上・インプラント埋入を行った動物実験 ………………………… 193
 ○渡辺孝夫 1），Revan Kumar Joshi 2），木本一成 3）

  1）神奈川歯科大学
  2）D.A.P.M. RV Dental College
  3）神奈川歯科大学歯学部社会歯科学系健康科学講座口腔保健学分野

1O-5-2  家兎上顎洞底挙上術モデルにおけるスポンジ状骨補填材と綿状骨補填材の
  骨造成能の比較 ………………………………………………………………………………… 194
 ○大場誠悟 1, 2），山本英幸 1, 3），富永梨沙 1, 2），鶴田麗葉 1, 2），財間大貴 1），四道玲奈 1, 2）

  住田吉慶 1, 2, 3），朝比奈泉 1, 2）

  1）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科顎口腔再生外科学　　　　　
  2）長崎大学病院口腔・顎・顔面インプラントセンター　　　　　　
  3）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科硬組織疾患基盤研究センター

1O-5-3  当科における上顎洞底挙上術（ラテラルアプローチ）の臨床的検討 …………………… 195
 ○青木尚史 1），福島麻子 1），中根昇吾 1），平井辰宜 2），高島裕之 1），水谷友美 1）

  土屋周平 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分野　　　　　　　　　　　　　　　　
  2）愛知県医療療育総合センター歯科　　　

1O-5-4  伊東歯科口腔病院における上顎洞底挙上術の変遷と自家骨への思い …………………… 196
 ○吉武義泰，篠原正徳，伊東隆利　
  医療法人伊東会　伊東歯科口腔病院
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ランチョンセミナー 2　12：00 ～ 13：00 共催：メディア株式会社
　「口内法 X 線画像による歯槽骨の骨密度計測」 ……………………………………………………… 175
　　勝　又　明　敏
　　　朝日大学歯学部歯科放射線学分野

PPIS oral session　13：10 ～ 13：50
　　　座長：菅　井　敏　郎
　　　　　　　医療法人社団 UC 会
　　　　　　　東京医科歯科大学インプラント外来臨床教授
　　　　　　管　野　貴　浩
　　　　　　　島根大学医学部歯科口腔外科学講座
　PPIS oral session 1 ……………………………………………………………………………………… 166
 Application of Chin Graft in dental implant - a 30 years review and development 
 of bone core technique
  Da-yuan Wang
  Dean of Dental Department of Taipei Medical University

　PPIS oral session 2 ……………………………………………………………………………………… 167
 The impact of Covid-19 pandemic to dental practice in Taiwan: Experience 
 from Cathay general hospital
  Yueh-Chao Yang
  Department of Periodontology
  Department of Oral Implantology
  Section of Oral Medicine Cathay Medical Center

PPIS symposium 　14：00 ～ 16：00
　　　座長：髙　橋　　　哲
　　　　　　　東北大学大学院歯学研究科顎顔面・口腔外科学分野
　　　　　　宮　本　郁　也
　　　　　　　岩手医科大学歯学部口腔外科学分野
　PPIS symposium 1 ……………………………………………………………………………………… 168
 Medical safety of medication related issues in dental implant-related surgery : 
 interruption or not?
  Jun-Young PAENG
  Dept. of Oral and Maxillofacial Surgery, Samsung Medical Center, Seoul, Rep. of Korea

　PPIS symposium 2 ……………………………………………………………………………………… 169
 Systematic disease as risk factor
  Revan Kumar Joshi
  Department of Oral Medicine and Radiology, DAPMRV Dental College & Hospital,
  J P Nagar 1st Phase, Bangalore
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　PPIS symposium 3 ……………………………………………………………………………………… 170
 Complications and Managements of Sinus Lift Surgeries
  Chia-Yu Wu
  School of Dental Technology
  Visiting Staff, Taipei Medical University Hospital

　PPIS symposium 4 ……………………………………………………………………………………… 171
 Importance of Anatomy in Dental Implant Surgery
  Ikuo Kageyama
  Department of Anatomy, School of Life Dentistry, Nippon Dental University, 
  Niigata, Japan

　PPIS symposium 5 ……………………………………………………………………………………… 172
 Accurate treatment of mandibular defect reconstruction 
  by free fibula flap and evaluation of surgical accuracy evaluation system
  Huiming Wang
  School of Stomatology, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, China

12 月 11 日（Sat）
C 会場（会議室 431）

一般口演　1O-2　9：30 ～ 10：10
　「症例報告 1」
　　　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
1O-2-1  インプラント周囲炎を契機としたベバシズマブ関連顎骨壊死の 1 例 …………………… 181
 ○加藤由衣，上田順宏，今田光彦，中上佳寿彦，堀田　聡，桐田忠昭
  奈良県立医科大学口腔外科学講座

1O-2-2  下顎骨欠損に対して広範囲顎骨支持型補綴を応用した症例 ……………………………… 182
 ○村上　弘 1），木本　統 1），長尾　徹 2）

  1）愛知学院大学歯学部高齢者・在宅歯科医療学講座
  2）愛知学院大学歯学部顎顔面外科学講座　

1O-2-3  両側上顎犬歯先天性欠如に対してインプラント治療を行った一例 ……………………… 183
 ○大杉真央，森　　悟
  医療法人社団健口会もり歯科

1O-2-4  インプラント周囲炎との鑑別を要した帯状疱疹に続発した下顎骨骨髄炎の 1 例 ……… 184
 ○白井博之，徳善紀彦，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
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一般口演　1O-4　10：20 ～ 11：00
　「症例報告 2」
　　　座長：松　尾　　　朗
　　　　　　　東京医科大学茨城医療センター歯科口腔外科
1O-4-1  口腔癌術後の再建組織より採取した分層植皮により顎堤形成術を施行した 1 例 ……… 189
 ○重永一輝，有本智美，武田大介，木本　明，長谷川巧実，明石昌也
  神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野

1O-4-2  インプラント補綴後長期経過した 2 症例の臨床的検討 …………………………………… 190
 ○五十嵐三彦 1, 2, 3），加藤仁夫 1）　　　　　　　　
  1）日本大松戸歯学部付属病院口腔インプラント科
  2）日本大学松戸歯学部組織学講座　　　　　　　
  3）いがらし歯科医院　

1O-4-3  All-on-4 concept に基づいた上下顎インプラント治療の 3 年以上経過後の
  臨床的検討 ……………………………………………………………………………………… 191
 ○上杉崇史 1, 2），下尾嘉昭 1, 3），宗像源博 2），佐藤大輔 2），山口菊江 2），藤巻理也 1）

  渡辺多恵 1），岩元健剛 1），金　柔炅 2），石川　潤 1）

  1）マロ・クリニック東京　　　　　　　　　　　　　　
  2）昭和大学歯学部インプラント歯科学講座　　　　　　
  3）東京歯科大学病理学講座　

1O-4-4  高度歯槽骨吸収症例に対してオトガイ神経移動術と骨造成を併用し，
  インプラント補綴治療を行った一例 ………………………………………………………… 192
 ○野海健太，金氏　毅，久保田壽樹，福井丈仁，平山聞一，清宮弘康，永田順子
  山下善弘　　
  宮崎大学医学部感覚運動医学講座顎顔面口腔外科学分野

スーチャーエキスパートコンテスト（縫合コンテスト）　14：00 ～ 15：00

12 月 11 日（Sat）
ポスター会場（白鳥ホール（南））

一般ポスター　1P-1　13：10 ～ 13：30
　「インプラント材料，生体材料」
　　　座長：近　津　大　地
　　　　　　　東京医科大学口腔外科学分野
1P-1-1  炭酸アパタイトハニカムブロックを用いたベニアグラフトの実験的検討 ……………… 210
 ○福田直志，秋田和也，髙丸菜都美，工藤景子，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　　　
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1P-1-2  タバコおよび非燃焼加熱式タバコがインプラント創傷治癒に及ぼす影響 ……………… 211
 ○鯉江　信 1），長谷川正午 1），森下佳学 1），宮部　悟 1），渡邊　哲 1），後藤満雄 1）

  宮地　斉 1），林　達秀 2），河合逹志 2），長尾　徹 1）

  1）愛知学院大学歯学部顎顔面外科学講座　　　　　　　
  2）愛知学院大学歯学部歯科理工学講座　

1P-1-3  ラットを用いた骨吸収抑制薬関連顎骨壊死に対する
  チタンプレート顎骨再建モデルの開発 ……………………………………………………… 212
 ○貝淵信之 1, 3），西巻和広 3），赤城裕一 1），藤井俊治 1, 4），古賀陽子 2），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顎口腔外科学分野
  2）東京女子医科大学医学部歯科口腔外科学講座口腔顎顔面外科学分野
  3）東京女子医科大学先端生命医科学研究所
  4）日本大学歯学部口腔外科学講座

1P-1-4  P（LA/CL）二層性メンブレンのビーグル犬を用いた GBR 使用模擬試験評価 ………… 213
 ○坂口祐亮，山中克之，伏島歩登志
  株式会社ジーシー　　　　　　

一般ポスター　1P-2　13：10 ～ 13：30
　「インプラント基礎医学」
　　　座長：加　藤　仁　夫
　　　　　　　日本大学松戸歯学部口腔インプラント学講座
1P-2-1  新規内因性シグナル分子 8-nitro-cGMP は炎症において骨吸収を促進させる …………… 214
 ○金子児太郎，杉崎リサ，近津大地
  東京医科大学口腔外科学分野　　　

1P-2-2  エラスターゼによるオステオプロテゲリンの分解と炎症性骨破壊との関連 …………… 215
 ○杉崎リサ，金子児太郎，近津大地
  東京医科大学口腔外科学分野　　　

1P-2-3  インプラント周囲組織検査に使用する各種プローブの物性評価 ………………………… 216
 ○林　泰生 1），片岡　有 2），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）昭和大学歯学部歯科保存学講座歯科理工学部門

1P-2-4  インプラント周囲粘膜における遊離歯肉移植術が及ぼす細菌叢の変化 ………………… 217
 ○柴崎真樹 1），下岸将博 1），渡辺孝康 2），丸川恵理子 1）

  1）東京医科歯科大学口腔再生再建学分野　　　　　　　
  2）日本大学歯学部基礎自然科学分野（化学）　
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一般ポスター　1P-3　13：40 ～ 14：00
　「画像診断，解剖，偶発症」
　　　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
1P-3-1  下顎骨解剖形態が歯槽骨の骨密度に与える影響 …………………………………………… 218
 ○勝又明敏 1），川合道夫 2）　　　　　　　　　　　　
  1）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座歯科放射線学分野
  2）日本オーラルクリニック

1P-3-2  口内法エックス線撮影の技術や撮影機材が歯槽骨の骨密度計測に与える影響 ………… 219
 ○勝又明敏 1），川合道夫 2）　　　　　　　　　　　　
  1）朝日大学歯学部口腔病態医療学講座歯科放射線学分野
  2）日本オーラルクリニック

1P-3-3  1 ピースインプラント破折症例の臨床的検討 ……………………………………………… 220
 ○藤居泰行 1, 2），羽鳥綾乃 1），菅野勇樹 2, 3），濱田勇人 1），宮澤利明 2），近津大地 1）
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  1）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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　　　鶴見大学歯学部クラウンブリッジ補綴学講座

市民公開講座（日本学術会議）　14：20 ～ 17：00
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 ○長尾　徹 1），福田仁一 2），河奈裕正 3），松尾　朗 4），菅井敏郎 5），宮部　悟 1）

  後藤満雄 1），濱田　傑 6），川合道夫 7），三浦一恵 8），瀬戸晥一 9）
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　人が意図的に行動する時は，人間側の要因と取り囲む
環境により形成された心理的空間に基づき，正しい，あ
るいは，最も合理的と判断している．その結果が許容範
囲外となる場合，人を取り巻く環境（インターフェイス
や組織文化）にも問題があることがあり，ヒューマンエ
ラー（以下，HE と表記）は不注意だけで起こるのでは
ない．
　行動を許容範囲に収めるためには，まず，タスクを遂
行する人間の能力が必要とする心身機能を満足し，かつ，
遂行のために必要な知識，技能を持っていなければなら
ない．また，人間の行動は人間の要因と環境要因で決定
されるので，HE 回避には（許容範囲内に行動を納める），
まず，HE の起こりにくい環境を可能な限り構築するこ
と，さらに，HE 誘発環境においては，人間が HE 誘発
環境に負けないエラー耐性をもつ必要がある．
　人間行動は，モノや仕組み，組織に影響を与えている．
行動は意図的行動と無意識の行動に分けられ，前者は，
違法性の認識のないものと認識して判断をしている場合
がある．違法性認識のある場合，当事者はその違反を正
当化する合理的理由をもつ．最近はデータの改ざんや決
められた手順を守らず，社会的に大きな影響を与えてい
る事件が発生している．
　違法性を認識した上での判断と行動を防止するために，
コンプライアンスの重要性が叫ばれ，さらにガバナンス
の組織が作られるようになった．しかし，依然としてデー
タ改ざん，違反行為などが発生している．
　筆者は，人が HE や違反といったネガティブな結果を
引き起こさないためには，HE のメカニズムを考慮した
科学的思考に基づく仕組みによる対策と，人として正し
いかどうかの道徳的な観点から本人自身が判断と行動を

規制するという二つの方法が重要であると考えている．
損得で考えるのではなく，人として正しいかどうかで判
断する，ということがすべての問題の発生防止と安全に
つながると確信している．

略　歴
1975年　防衛大学校（電気工学，航空要員）卒業
1976年　航空局航空保安大学校専修科卒業
1976年　航空局東京航空交通管制部配属
1976年　 洋上地区管制，四国近畿地区マニュアル管制，

四国近畿地区レーダー管制に従事
1981年　飛行情報処理システム担当管制官
1983年　東京都立大学人文科学部（心理学）卒業
1985年　人文科学研究科修士課程修了
1988年　同　博士課程単位取得退学
1988年　 東京電力（株）技術開発本部軽水炉研究室ヒュー

マンファクター研究担当主任研究員
1988年　福島第一原子力発電所発電部駐在
1991年　 技術開発本部原子力研究所ヒューマンファク

ター研究室副室長
2003年　同　スペシャリスト
2004年　同　グループマネージャー兼特別研究員
2007年　自治医科大学医学部医療安全学准教授
2008年　 メディカルシミュレーションセンターセンター

長教授
2015年〜 2019年　東京女子医大理事長特別補佐（医療安

全・危機管理担当）
2018年　（株）安全推進研究所代表取締役
2019年　慶友整形外科病院病院長特別補佐

ヒューマンエラー対策の考え方と安全哲学

河野　龍太郎
株式会社安全推進研究所

特別講演
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招聘講演

　われわれが対象としているものは，感情を備えた生体
組織であり，この点は領域を問わず医療現場では最も大
切なことと言える．患者と医療従事者との関係は，どち
らが優位な立場にあるものではなく，対等な立場でお互
いに尊敬しあえる状況を作ることが第一歩となる．不適
切な医療誘導により医療従事者側の意向を押し付けては
ならず，長期間にわたり患者の要望に寄り添えることが，
良好な関係を維持する秘訣と考える．ただし，それは患
者の一方的な要望を受け止めるということではなく，可
及的にそれを満たしながらも，生物学的ならびに生体力
学的な観点から問題のある場合には，心を鬼にしても無
理なことを説明し，納得させることも医療であろう．安
易な優しさは，患者および自身を苦しめる．
　今日のオッセオインテグレーションを礎とするインプ
ラント療法は，その臨床応用開始から 56 年が経過したに
過ぎない．適切な処置に基づいて適用されるならば，確
かに予知性に優れた修復法との評価が得られているが，
近年，それを過信しすぎる傾向にないであろうか．患者
の多くが，長期間にわたる良好な治療結果を望んでおり，
言い換えるならば医療従事者との好ましい関係を持続す
ることを希望しているに他ならない．そして，20 年，あ

るいは 30 年以上にわたり患者の QOL の維持に貢献でき
ることと，それによる患者からの感謝の言葉がどれほど
歯科医療従事者への励ましと喜びになるかを実感してき
た．
　それでは，長期間にわたる良好な関係の構築には何を
心がけるべきか考えてみたい．まずは患者とのコミュニ
ケーションの確立であり，要望の把握をはじめとした時
間を惜しむべきではない．Brånemark が生前に説いてい
たハードウエアだけではなく，われわれ医療従事者が備
えるべきソフトウエアの重要性を再考してみたい．

略　歴
1971年 3 月　東京歯科大学卒業
1976年 3 月　東京歯科大学大学院修了（歯科補綴学専攻）
1980年 9 月〜 1983 年 5 月　Sweden, Göteborg 大 学 に 留

学
1990年 7 月　東京歯科大学辞職
1990年 8 月　Brånemark Osseointegration Center 開設
1993年 4 月　東京歯科大学客員教授
2006年 7 月　東京歯科大学臨床教授
2014年 4 月　昭和大学歯学部客員教授

患者に寄り添う

小宮山　彌太郎
ブローネマルク・オッセオインテグレイション・センター



142
日本顎顔面インプラント学会誌

Vol. 20, No. 3, 2021

教育講演

　医療現場において “倫理” を教えることは思いのほか難
儀な作業といえる．というのも，“倫理” が医療の現場に
おいてことさらに重要なものであることは十分理解して
はいるものの，じっさいのところそれを自分自身でどう
学び，身につけ，実践していくのか，さらには，“倫理”
なるものを院内のスタッフにどう教え，広めていったら
よいのかについて，なかなか考えが及ばないからである．
それは，関連する学会や職能集団などが作成した「倫理
綱領」や「職業倫理規定」，さらには「診療ガイドライン」
に記載されている “倫理” に関わる項目を知識としておさ
めるだけでは身につきそうもない．ましてや，カントの
義務論や功利主義，さらには徳倫理学などに代表される
伝統的な倫理学理論を座学でべったりと教え込まれたか
らといって，すぐさまそれが倫理的な態度や思考力の涵
養に繋がるとも思えない．
　たしかに，A・ジョンセン，M・シーグラー，W・ウィ
ンスレイドらによる “Four-box method（Four quadrants 
approach）” など，「倫理教育」もしくは倫理的な諸問題
を個々の臨床の場面で具体的に検討するためのツールが
いくつも試みられてはいる．しかしながら，倫理的な諸
問題の検討をはじめ，そもそも医療現場における確かな
倫理的判断や行為が可能となるためには，その大前提と
して，個々の医療行為のうちに潜む善し / 悪し，正 / 不
正などといった価値判断に関わる諸問題の存在をしっか
りと嗅ぎつけ，またその在り様や性質までも的確に探り
当てるだけの「道徳的感受性」が事前に働いているので
なければならない．
　にもかかわらず，当の「倫理的な感受性」を具体的に
どう身につけさせ，またそれをどのような仕方で逞しく

していくのかについての議論は進んではいない．“moral 
sensitivity” を逞しくするという切り口をもとに，医療現
場における「倫理教育」の困難さの根っこを手繰り寄せ，
またそれをほぐしていくためにどのような実践的な方策
がありうるか，検討する必要がある．

略　歴
2004年　 大阪大学大学院文学研究科博士後期課程（臨床

哲学）修了
2006年　 大阪大学大学院医学系研究科附属子どものここ

ろの分子統御機構研究センター（子どものここ
ろの発達支援センター）倫理・情報管理室特任
助教

2009年　東北文化学園大学医療福祉学部准教授
2014年　 東北文化学園大学医療福祉学部教授・大学院兼

任教授
2015年　 福井大学医学部国際社会医学講座（医学教育・

倫理学）准教授

専門：臨床哲学．
　2011 年 3 月 11 日以降（東日本大震災以降）は，仙台
市にある公共施設「せんだいメディアテーク」などと連
携しながら，多くの被災者らとともに，震災という出来
事を〈哲学対話〉という営みをとおして自分たちのこと
ばで語り直すための場（てつがくカフェ）を拓いている．
現在は，おもに医療専門職者や患者，ご家族，さらは一
般市民らとともに，医療現場における哲学的対話実践の
可能性に関する研究および実践活動を行っている．

医療現場における「倫理教育」の困難さ
〜 “moral sensitivity” を逞しくするために〜

西村　高宏
福井大学医学部国際社会医学講座（医学教育・倫理学）
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理事長招聘講演

　これまでに歯学系学会の多くが学会認定専門医制度を
設け，歯科医療・歯科医学の専門分化と深化を進め歯科
医療の向上に貢献して参りました．その一方で，その制
度設計がそれぞれの団体により異なるなど，その運用自
体が不明とされ，必ずしも国民の理解が得られていない
ことも指摘されています．そのため，これまでに日本歯
科医学会が中心となり歯科の専門医制度に関する協議が
行われましたが，いずれの活動も休止状態となり歯科の
専門性を協議することの困難さが窺われています．
　2013 年厚労省より医科専門医の制度設計が示されたこ
とを受け，2014 年日本歯科医師会と歯科医学会両会長名
で厚労省医政局長宛に「歯科医師の専門性の在り方」に
ついても検討が必要である旨の要望書を提出したことか
ら，歯科の専門性に関する議論は急展開致します．つまり，
2015 年厚労省内に「歯科医療に求められる専門性に関す
るワーキンググループ」が立ち上げられ，現行の歯科専
門医制度における問題点が提起されました．それを受け
2017 年「歯科専門性に関する協議会」が設置，現制度で
は①評価基準に客観性がない②専門性の内容がわかりに
くい③社会環境の変化に対応可能な新たな専門医の養成
が必要である，ことなどが指摘され，第三者機構の設置
は必要不可欠と結論づけられ，2018 年 4 月（一社）日本
歯科専門医機構は設立されました．
　歯科専門医機構では，協議会にて指摘された問題点を
解決すべく理念と基本方針等を設定し，その方針に基づ
き活動しており，これまでに既に広告可能 5 領域の認証

と 5 つの新たな基本領域について協議を進めています．
本講演では貴領域を中心に現在の機構活動の進捗状況に
ついて報告するとともに，2021 年 10 月当機構認証の専
門領域が広告可能となることが告示されたことを踏まえ．
わが国における歯科の専門性について思慮し，今後の歯
科の展望を見据えてみたいと思います．

略　歴
1973年　 神奈川歯科大学歯学部卒業
1973年　 千葉大学医学部歯科口腔外科医員（研修医）
1981年　 千葉大学医学部歯科口腔外科学講座助手
1985年　 千葉大学医学部歯科口腔外科学講座講師
1988年　 獨協医科大学口腔外科学講座講師
1991年　 アメリカ合衆国北カロライナ大学歯学部客員研

究員
1995年　 獨協医科大学口腔外科学講座助教授
2001年　アメリカ合衆国 UCLA 歯学部客員研究員
2003年　獨協医科大学口腔外科学講座主任教授
2013年　日本歯科医学会副会長（〜2017 年）
2014年　獨協医科大学　名誉教授・医学部特任教授
2016年　日本歯科医学会連合副理事長（〜2017 年）
2017年　日本歯科医学会総務理事
　　　　 日本歯科医学会連合専務理事（〜2019 年）
2018年　日本歯科専門医機構業務執行理事（総務）
2020年　日本歯科専門医機構理事長

日本歯科専門医機構の現況と今後の展望

今井　裕
一般社団法人日本歯科専門医機構理事長

獨協医科大学名誉教授
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アンケート調査結果

　本学会の専門医制度は 2008 年に発足し，徐々に研修施
設および研修内容も整備されてきた . しかし，インプラ
ント治療の普及により研修施設の使命も変化してきた . ま
た，現在（一社）日本歯科専門医機構が審査する「イン
プラント歯科専門医制度」で，研修施設や研修内容につ
いていくつかの見直しが求められていることから，現状
を把握することを目的に各研修施設に対してアンケート
調査を行った .
　本学会の研修施設 108 施設，准研修施設 25 施設を対象
にアンケート Web 調査にて実施した . 調査項目は所属ス
タッフの数，診療内容，診療実績，診療設備と研修設備
ならびに研修状況などの 45 項目で，一部経験症例の後向
きアンケート調査も行った . 調査期間は 2020 年 4 月 1 日
から 2021 年 3 月末までの 1 年間 . それ以外は 2021 年 4
月現在である .（倫理審査委員会番号：倫 -202104）
　アンケートの回答は研修施設が 100 施設（回収率
92.6％），准研修施設が 25 施設（100％）であった .
　研修施設をグループ A：歯科大学（歯学部）インプラ
ント科（15 施設），グループ B：医科大学（医学部）口
外科，病院歯口科，歯科大学（歯学部）口外科（73 施設），
グループ C：開業医院（12 施設）の 3 グループに分けて
検討した . 今回は主にグループ A と B の結果について報
告する .
　調査項目のうち，インプラント治療の現状は以下のよ
うになったが，講演では施設の現状等も述べる予定であ
る .
① インプラント治療実績ではインプラント埋入手術症例

数は A が 20 〜 522 例（平均 187.1 例），B が 0 〜 236

例（平均 38.3 例）であった .
② 骨造成手術症例数では A が 10 〜 274 例（平均 63.8 例），

B が 0 〜 125 例（平均 13.2 例）であった .
③ インプラント関連トラブル対応症例数では A が 2 〜

100 例（平均 27.1 例），B が 0 〜 44 例（平均 6.2 例）で
あった . 診療内容は顎炎．上顎洞炎，上顎洞内迷入イ
ンプラント摘出を行っている施設は B の方が多かった .

　研修施設グループ A は B と比べインプラント埋入手術
症例数，骨造成手術症例数，トラブル対応症例数が平均
で約 5 倍多かった . 一方，トラブル治療内容の顎炎．上
顎洞炎，上顎洞内迷入インプラント摘出等に対応した施
設は B の方が多かった . これはインプラント診療が専門
の A と口腔外科領域全般を対象とする B との違いが現れ
たものと推測された .

略　歴
1981年　日本大学大学院松戸歯学研究科修了
1984年　日本大学講師松戸歯学部第 1 口腔外科学教室
2002年　日本大学助教授松戸歯学部総合歯科診療学講座
2005年　 日本大学准教授松戸歯学部口腔インプラント学

講座主任
2010年　 日本大学松戸歯学部附属病院口腔インプラント

科診療教授
2013年　 日本大学教授松戸歯学部口腔インプラント学講

座主任
2017年　日本大学特任教授
2018年　日本大学客員教授
　　　　現在に至る

（公社）日本顎顔面インプラント学会研修施設に対する
アンケート調査

加藤　仁夫
（公社）日本顎顔面インプラント学会専門医制度委員会
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シンポジウム 1

手術と神経損傷

河奈　裕正
神奈川歯科大学歯学部歯科インプラント学講座

顎・口腔インプラント学分野教授

西條　英人
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

　インプラント手術における神経損傷は，本学会が 3 年
毎に行っている手術関連の重篤な医療トラブル調査にお
いて常に上位に挙がっており，最も注意すべき手術併発
症の一つです．このため，神経損傷リスクに関わる術前
の十分なインフォームド・コンセントと，神経損傷を回
避するための解剖学的知識，画像診断，外科手技の習得は，
私たちには欠かせないものであり，さらに，神経損傷が
生じた場合の術中や術後の迅速な対応も重要な責務と
なっています．このため，多くの論文，学会発表，教育
研修会等を通じて，繰り返しの注意喚起がなされており，
私たちに基本の大切さを発信してくれています．
　本シンポジウムでは，これらの啓蒙や研鑽を持ってし
てもなお，未だ解決しきれていない，悩ましい問題点に
スポットライトを当てました．それらは，神経症状の発
生後にインプラント体をどう扱うか，痛みが続く患者へ
の対応はどうするか，より高いレベルの神経縫合手術は
どのようにすべきか，という三つの悩みです．これらの
問題点に対し，斯界のエキスパートの方々をシンポジス
トにお迎えし，わかりやすく解説していただこうと思い
ます．

　第一演者の矢島先生は，冒頭に述べた医療トラブル調
査を長年に亘り総括されるなど，手術併発症の予防と対
応に関わる啓蒙活動に深く関わっていらっしゃいます．
今回，神経損傷を生じさせた場合をはじめ，さまざまな
場面でのインプラント体の撤去基準についてお話しいた
だきます．
　第二演者の村岡先生は，本邦における口腔顔面痛学の
体系作りに，中心人物となって取り組まれ，同分野の世
界的潮流に則した見解をお持ちです．神経損傷で生じる
痛みについて，最新の知見と実例とを交えながら解説し
ていただきます．
　第三演者には，末梢神経損傷の外科治療のエキスパー
トとして，整形外科医の木村先生をお迎えしました．口
腔顎顔面領域における神経損傷の外科治療は重要であり
ながら，口腔外科医個々の手術機会は少ないのが実情で
す．そこで，経験豊かな整形外科領域の治療について，
その変遷から木村先生の得意とする再生治療に至るまで
を拝聴しながら，勉強できればと思っています．
　私たちの，明日の研究，臨床に役立つ，高いレベルの
シンポジウムとなることを大いに期待しています．
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リスクマネージメント：インプラント撤去基準案

矢島　安朝
松本歯科大学口腔インプラントセンター

　今回のシンポジウムにあたりコーディネーターの河奈
先生から，シンポジウムのテーマは「手術と神経損傷」
だが，長尾 徹教授主催の第 38 回の教育研修会において
発表予定であった「インプラント撤去基準（矢島案）」は，
当日の台風接近により中止となったため，それをこのシ
ンポジウムで話してほしい」と依頼された．したがって，
ご厚意に甘え，今回は神経損傷症例も含めインプラント
撤去基準について考えてみたい．
　現在，明確なインプラント撤去基準は存在しない．そ
のため私たちは自分の経験だけを頼りにインプラントの
保存か撤去かを決めているに過ぎない．患者に懇願され，
他の歯科医院で治療されたインプラントを撤去したとこ
ろ，歯科医院同士のトラブルに発展している例も数多く
あると聞いている．東京歯科大学水道橋病院口腔インプ
ラント科に 2014 〜 2016 年に来院した新患 1607 名の内，
既にインプラント治療が施されている患者は 396 名

（25%）で，その中でインプラントのトラブルのため来院
した患者は 222 名（56%）であった．222 名の紹介元を調
べると問題のインプラントを埋入した歯科医からの紹介

はわずか 32 名（14%）であった．残りの 86% は埋入し
た歯科医師ではない転院先からの紹介であった．つまり，
インプラント埋入医が自らのトラブル患者を大学病院へ
紹介する確率はかなり低いことになる．さらに，インプ
ラント治療を実施していない歯科医院にも多くのインプ
ラントトラブル患者が来院し，インプラント撤去をめぐ
り更なるトラブルが発生する可能性もあるのではないか
と危惧する．
　したがって，今回のシンポジウムでは，私たちのイン
プラント撤去基準案を提言し議論を尽くすことで，本学
会から世界に向けてインプラント撤去基準を発信できれ
ばと考えている．

略　歴
1980年　東京歯科大学卒業
1980年　東京歯科大学口腔外科学第 1 講座入局
1985年　 東京歯科大学大学院歯学研究科（口腔外科学専

攻）修了
1995年　 ドイツ連邦共和国 Hannover 医科大学
　　　　顎顔面外科学教室に留学（1997 年まで）
2006年　東京歯科大学千葉病院口腔インプラント科教授
2007年　 東京歯科大学口腔インプラント学研究室主任教

授（研究室昇格に伴い名称変更）
2009年　 東京歯科大学口腔インプラント学講座主任教授

（講座昇格に伴い名称変更）
2013年　東京歯科大学水道橋病院病院長（2019 年まで）
2019年　東京歯科大学大学院歯学研究科研究科長
2021年　東京歯科大学定年退職
　　　　東京歯科大学名誉教授
2021年　 松本歯科大学特任教授（口腔インプラントセン

ター），病院長代行
　　　　現在に至る

インプラント撤去基準（矢島案）

11..絶絶対対的的撤撤去去適適応応：：必必ずず撤撤去去すすべべきき症症例例
1)インプラント手術に起因する外科的合併症
(1)神経損傷
(2)急性上顎洞炎あるいは上顎洞迷入
(3)インプラントが隣在歯の歯根と接触している場合

2)骨結合未成立あるいは喪失（水平または垂直方向の動揺あり）
3) チタンアレルギー
4)インプラントが腫瘍、骨髄炎（MRONJを含む）、嚢胞、骨折等の
口腔病変に近接している場合あるいはその原因と考えられる場合

5)放射線治療の障害となっている場合

22..相相対対的的撤撤去去適適応応：：患患者者のの要要望望をを考考慮慮ししてて撤撤去去をを考考ええるる症症例例
1)生物学的合併症による骨吸収
(1)インプラント周囲炎治療として積極的な外科的介入を行ってもコントロー
ル不十分な炎症や辺縁骨吸収

2)機械的合併症によるコンポーネントの破損
(1)インプラント体の破折
(2)除去不能なアバットメントスクリューの破折
(3)インプラント体内部構造の変形、破損

3)インプラント体埋入位置の問題（審美的、機能的、清掃性）
4)部品の流通のないインプラントシステムで新しい部品による修理を要するもの

※この基準では、患者の全身
状態については配慮していな
い。手術危険度となる全身的
リスクは、口腔外科小手術の
リスクに準ずる。
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インプラント手術に伴う三叉神経ニューロパチーへの対応

村岡　渡
川崎市立井田病院歯科口腔外科

　インプラント埋入などの外科処置後の神経障害におい
ては，知覚鈍麻だけでなく，その神経支配領域に一致し
てびりびり，じりじりとした痛みが生じることがある．
顎顔面の三叉神経領域におけるこれらの感覚障害は，三
叉神経ニューロパチーと呼ばれ，トレーニングを受けた
術者においても 0.8％に生じたとの報告もあり，決してま
れではない病態である．
　三叉神経ニューロパチーとは，三叉神経に何らかの原
因で機能障害が生じ，感覚の異常をきたす病態の総称で，
疼痛の有無を問わない．いわゆる知覚鈍麻は，無痛性三
叉神経ニューロパチーであり，痛みを伴う神経障害は，
有痛性三叉神経ニューロパチーとなる．三叉神経ニュー
ロパチーは，広義には神経障害性疼痛を含む病態といえ
る．痛みに対しては，非ステロイド性抗炎症薬は無効で
あり，その診断や治療には慎重な対応を要する．
　このような神経障害性疼痛に対する診断は，国際疼痛
学会（IASP）の診断基準が広く用いられており，さらに
国際頭痛分類（IHS）において三叉神経領域の病変およ
び疾患による分類が定義されている．われわれは，生じ
ている感覚障害を的確に評価・診断したうえで治療にあ
たる必要がある．
　神経障害性疼痛に対する薬物療法は，英国立医療技術
評価機構（NICE）（2014 年），国際疼痛学会（IASP）（2015
年），日本ペインクリニック学会（2016 年）など国内外
に多くのガイドラインがあり，顎顔面領域もそれらに準
じて治療を行うことが推奨される．これら薬物療法に際
しては，禁忌や副作用を熟知すること，副作用の観点か
ら血液検査や心電図といった各種検査の実施や，高次医

療機関との連携などが必要になることもある．
　そして，これらの神経障害に対しては，術前からの適
切なインフォームドコンセントと発症予防対策，有事の
際の対応が重要である．
　以上について，症例による実際を含めて紹介する．

略　歴
1997年　鶴見大学歯学部卒業
　　　　慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科研修医
1999年　国立栃木病院歯科口腔外科医員
2001年　清水市立病院口腔外科医員
2003年　慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科助手
2006年　日野市立病院歯科口腔外科主任医員
2009年　日野市立病院歯科口腔外科医長
2012年　川崎市立井田病院歯科口腔外科医長
2017年〜川崎市立井田病院歯科口腔外科部長

所属学会等
日本口腔顔面痛学会専門医・指導医，理事
日本顎関節学会認定顎関節症専門医・指導医，代議員
日本口腔外科学会認定口腔外科専門医
口腔顔面神経機能学会理事
Diplomate of American Board of Orofacial Pain
Asian Academy of Orofacial Pain and Temporomandib-
ular Disorders, Councilor
医学博士（慶應義塾大学）
慶應義塾大学医学部非常勤講師（歯科・口腔外科学）
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末梢神経損傷と再生医療

木村　洋朗
慶應義塾大学整形外科

　末梢神経損傷は日常診療で遭遇する機会が多く，その
病態は様々である．neurapraxia であれば 3 か月以内で
の自然軽快が得られるが，axonotmesis や neurotmesis
といった末梢神経構造が破壊された状態では外科的介入
が必要である．単純縫合が可能な場合は神経断端を新鮮
化した状態での tensionless primary repair が原則であ
る．しかし，陳旧例や広範囲末梢神経損傷例で gap が大
きい場合には，端々縫合は行うべきではない．このよう
な場合は，神経移植や神経移行を考慮する．神経移植は
古くから自家神経移植が行われてきた．自家神経の
donor としては，採取が容易で採取部の脱落症状が比較
的少ない神経が用いられる（腓腹神経，内側前腕皮神経，
後骨間神経終末枝など）．近年では，自家神経採取におけ
る脱落症状，手術時間の延長，採取可能な神経長の限界
などの問題点人工神経の研究開発が盛んに行われており，
感覚神経欠損 2cm 以内の症例に対しては自家神経と同等
の臨床成績が期待できる．しかし，長距離欠損例や運動
神経での成績不良が指摘されているため，人工神経の成
績をより向上するためには何らかの細胞移植を組み合わ
せることが望ましいと考えられる．
　われわれは，ヒト iPS 細胞から誘導した神経堤様細胞
を細胞表面マーカーで純化し移植する動物実験を行って

きた．免疫抑制マウスの片側坐骨神経欠損モデルを作成
し，ヒト iPS 細胞を神経堤様細胞に誘導し，フローサイ
トメトリーを用いて複数の細胞表面マーカーで分離回収
し，細胞をシリコンチューブ内に封入して神経欠損部へ
移植，細胞を封入せずチューブ単独移植を行った群や自
家神経移植群らと比較検討を行った．細胞移植群は対照
群と比較して組織学的，行動学的にも有意な回復を示し
たが，自家神経移植には及ばない結果であった．細胞の
選択と共に新たな人工神経の開発，増殖因子の付加など
が今度の課題と考えられる．

略　歴
2009年　慶應義塾大学医学部卒業
2011年　慶應義塾大学医学部整形外科学教室入局
2011年　済生会横浜市東部病院整形外科
2012年　佐野厚生総合病院整形外科
2014年　済生会横浜市南部病院整形外科
2015年　慶應義塾大学整形外科
2017年　川崎市立井田病院整形外科
2018年　那須赤十字病院整形外科
2019年　慶應義塾大学整形外科助教（現在に至る）
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COVID-19 とインプラント治療

瀬戸　晥一
総合南東北病院歯科口腔外科

松尾　朗
東京医科大学茨城医療センター歯科口腔外科

　COVID-19 は 2019 年末に初めて報告されて以降，急速
に世界中に広まり，2020 年 3 月には WHO がパンデミッ
クを宣言した．本邦でも幾度となく緊急事態宣言が発出
され，各地で医療崩壊の危機が叫ばれている現在最もホッ
トな話題である．
　SARS- CoV-2 ウィルスは，主に気道，咽頭，口腔に存
在し，治療中にエアロゾルも発生しやすいため，歯科医
療は非常にリスクの高い医療現場の一つと考えられるよ
うになっており，厚生労働省，日本歯科医学会，日本歯
科医師会等が連携しさまざまな対策を講じている．　現
在も COVID-19 が収束するか第 6 波を迎えるかは定かで

ないまま，ポストコロナ時代の新しい歯科医療体制を模
索する段階に入っている．その中で，インプラント治療
は不要不急の診療と考えられがちなため，臨床現場でも
難しいかじ取りが迫られる場面も多い．本シンポジウム
では，まず COVID-19 の現在までの概況と日本歯科医学
会や国際歯科医療安全機構の対応，そして，COVID-19
受け入れ病院で何が起こっているか概説した上，その早
期発見，予防策としての PCR や消毒液の問題を中心に各
演者に講演していただく予定である．
　本シンポジウムが，会員諸氏のポストコロナ時代のイ
ンプラント治療に少しでもお役に立てれば幸いである．
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新型コロナウイルス感染症に対する日本歯科医学会の対応

小林　隆太郎
日本歯科医学会総務理事

日本歯科医学会連合専務理事

　中国武漢で原因不明のウイルス性肺炎として最初の症
例が確認されたのが 2019 年 12 月上旬である． 国際ウ
イルス命名委員会が新型コロナウイルスの名称を SARS-
CoV-2 と決定，2020 年 2 月 11 日に WHO が SARS-CoV-2
によって引き起こされる疾患名を COVID-19（コロナウ
イルス感染症 2019：2021 年 6 月 1 日：ICD10）と名付け
た．2020 年 3 月 11 日に WHO がパンデミック（世界的
流行）を表明，欧米諸国が緊急事態宣言を発令するに至っ
た．わが国でも感染拡大が続き，同年 3 月末には東京オ
リンピックの延期が決定，4 月 7 日には一回目の緊急事
態宣言が発出された．
　当時，歯科界においても，この対応として，エビデン
スに基づいた感染防止情報をいかに的確に伝えていくか
が急務であった．そこで日本歯科医学会が窓口となり，
厚生労働省および日本歯科医師会と協議を行い，その結
果，法人格をもつ組織として独立性のある「日本歯科医
学会連合」がその役割を担うことになり，新型コロナウ
イルス感染症対策チームが 2020 年 3 月に発足した．
　これまで，新型コロナウイルス感染症対策に関わる情
報発信，また「新型コロナウイルス感染症に係るワクチ
ンの接種に必要な解剖学の基礎知識」などのワクチン接
種に係る研修資料の提供，日本歯科医師会「新たな感染
症を踏まえた歯科診療の指針」の作成協力を行ってきた．
　新型コロナウイルス感染症に対して「出口戦略」とい
うよりも新たな歯科医療環境への「入口戦略」ととらえ
て取り組んできた．感染対策で大切なことは，これまで
行ってきた標準予防策の確実な実行の上に，正しい知識
による，新たな習慣，新たな工夫がテーマである．今後，
より多くの報告や研究などが行われていく中，感染予防
に関連し，引き続き，日常生活における口腔健康管理の

大切さの周知もしっかり進めていきたい．このことは歯
科診療そのものが社会貢献につながることと考えている．
　そして，ステージは「新たなパンデミックに備える」
に移った．

略　歴
1984年　 日本歯科大学歯学部　卒業
1989年　 日本歯科大学大学院歯学研究科　博士課程修了
1991年　 日本歯科大学歯学部口腔外科学教室第 2 講座講師
2001年　 日本歯科大学歯学部附属病院顎変形症診療セン

ター長
2003年　 日本歯科大学歯学部附属病院口腔外科助教授
2009年　 日本歯科大学附属病院医療管理室長
2010年　 日本歯科大学口腔外科教授
2018年　 学校法人日本歯科大学理事
2021年　 日本歯科大学東京短期大学学長

社会活動
2013年　 日本歯科医師会保険適用検討委員会委員長
2014年　 日本歯科医学会歯科医療協議会座長
2015年　 日本歯科医学会常任理事
2018年　 日本生活習慣病予防協会参事
2019年　 日本歯科医学会総務理事
2019年　 日本歯科医学会連合専務理事
2020年　 日本歯科医学会連合新型コロナウイルス感染症

対策チーム長
2020年　 厚生労働省「特別研究：新型コロナウイルス感

染症に対する院内および施設内感染対策の確立
に向けた研究」歯科担当
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重症 COVID-19 対応病院におけるインプラント治療の実際

松尾　朗
東京医科大学茨城医療センター歯科口腔外科

　現在，COVID-19 が全世界的に広がり重症化の後
死亡に至る症例も多発し，各地で医療崩壊の危機が
叫ばれている中，通常診療の制限を余儀なくされる
病院も多い．その意味で，本学会認定施設の多くを
占める病院歯科口腔外科では，不要不急の診療と考
えられがちなインプラント治療に関し難しいかじ取
りを迫れる場面も多いものではないかと推察される．
　一方，重症 COVID-19 の治療において ECMO は必
須の治療機器であるが，特に医療体制の脆弱な地方
では，それを保有し運用できる施設が限られている
ことが大きな問題となっている．茨城県では ECMO
を保有し運用できる施設が 6 病院に限られており，
現在，ECMO 導入の可能性が高い重症 COVID-19 患
者は，県の入院調整本部の指示で，患者を広域搬送
し 6 病院に均等に振り分けるシステムが運用されて
いる．
　東京医科大学茨城医療センターは，重症 COVID-19
受け入れ 6 病院の一つに指定されており，既に 2 度
の COVID-19 の院内発生も経験しているが，私立病
院であるため医療収入源となる通常診療も可能な限
り維持する運営を行っている．
　その様な状況下で，歯科口腔外科は COVID-19 患
者の口腔ケアや PCR 検査の輪番など，COVID-19 治
療にも可能な限り協力する一方，インプラントを含
めた通常診療も十分注意した上遂行している．その

中で，歯性感染症に対し COVID-19 の除外診断を必
要とした症例，下顎骨骨折の観血的整復手術予定患
者において COVID-19 感染を当科で発見した症例，
インプラント埋入前後での COVID-19 発生に対応し
た症例等さまざまな経験をしている．
　本講演では，ポストコロナ時代におけるインプラ
ント治療を考える一助として，重症 COVID-19 患者
対応病院において COVID-19 とインプラントを含む
通常診療をどのように両立させているか，当科での
経験を踏まえ報告する予定である．

略　歴
1986年　日本歯科大学歯学部卒業
1990年　 日本歯科大学大学院歯学研究科口腔外科学

博士課程修了
1990年　 日本歯科大学歯学部口腔外科学教室第二講

座助手
1994年　 日本歯科大学歯学部口腔外科学教室第二講

座講師
1998〜19 99年　英国グラスゴー大学キャニスバーン

病院，honorary registrar
2000年　東京医科大学口腔外科学講座講師
2009年　東京医科大学口腔外科学講座准教授
2015年　東京医科大学口腔外科学講座教授
　　　　茨城医療センター歯科口腔外科科長
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微量唾液を検体とした
SARS-CoV-2 迅速スクリーニング検査法の確立

里村　一人
鶴見大学歯学部口腔内科学講座

　SARS-CoV-2 の封じ込めが喫緊の世界的課題となって
おり，このためには無症状者を含む感染者の確実な把握
が重要である．とくに医療現場における感染者の把握は
院内感染やクラスターの発生を防止するとともに，医療
現場崩壊を抑止するために必要不可欠と考えられる．し
かし現行の qPCR 検査は，長時間を要すること，人材お
よび機器が確保できている施設以外では十分な実施が不
可能であることなど，いまだ克服すべき課題が多い．わ
れわれはこれまで，最近開発されたモバイル型 qPCR 装
置（PCR1100，日本板硝子株式会社）の有用性を user-
friendliness という観点から検証するとともに，唾液中の
RNA を正確に同定・定量できるか否かにつき検討を行っ
てきた．その結果，①事前に簡単な機器の使用説明を行
うことにより，分子細胞生物学の知識・経験のない看護
師および歯科衛生士が本装置を正確に扱えること，②唾
液中の RNA を正確に同定・検出できること，③極めて
微量の唾液検体から全処理を行うことなく RNA の検出
が可能であること，④平均 18 分と従来の qPCR と比較し
格段に短時間で検出が可能であること，さらに⑤入院加
療中の COVID-19 患者洗口液でも診断が可能であること

が確認できた．このことから，本装置は臨床検査技師の
常駐しない小規模クリニック，災害時の大規模避難施設
等における SARS-CoV-2 の迅速な検出を可能とし得るこ
とが確認された．本講演では，本装置を用いた唾液中
RNA の検出の実際の過程を紹介するとともに，より正確
な SARS-CoV-2 迅速スクリーニング検査法の確立へ向け
た取り組みの概要につき紹介する．

略　歴
1988年　徳島大学歯学部卒業
1992年　徳島大学大学院歯学研究科修了
1992年　徳島大学歯学部助手（口腔外科学第一講座）
1995年　米国国立衛生研究所（長期出張）
2001年　徳島大学歯学部附属病院講師（第一口腔外科）
2003年　 徳島大学医学部・歯学部附属病院講師（歯科口

腔外科）
2005年　 徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部

准教授（口腔顎顔面外科学分野）
2009年　鶴見大学歯学部教授（口腔内科学講座）
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消毒剤の正しい使い方と緊急時対応
WHO バイオセーフティ―マニュアル第 4 版発刊

瀬島　俊介
認定 NPO 法人バイオメディカルサイエンス研究会理事長

　新型コロナウイルスの感染拡大に対応してすべての医
療機関や医療従事者が，消毒・滅菌について対応をもと
められています．WHO は昨年 12 月に 15 年ぶりの改訂
となる第 4 版を発刊しました．この間，エボラ熱やジカ
熱など瞬く間に世界中に広がった新たな感染症の出現と，
新型コロナウイルス感染症拡大の現状があります．
　歯科医療安全機構岡山大学での発表内容に追加する形
で消毒薬の正しい使い方（安全性・安定性・有効性）と
緊急時の対応について，WHO の新たな知見をご紹介す
る予定です．

略　歴
1975年　京都大学大学院修士課程修了
1975年　京都大学食糧科学研究所
1980年　通産省エネルギー開発 PJ
2011年　外務省ベトナム母子感染症予防 PJ
2013年　JICA ワクチン国家検定 PJ
2016年　外務省ベトナム性感染症予防 PJ
2020年　経産省アルコール代替消毒薬委員会
2020年　内閣府 STOP 感染症対策 WG 副座長
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インプラント治療の安全哲学

福田　仁一
平松学園大分歯科専門学校校長

長尾　徹
愛知学院大学歯学部顎顔面外科学講座

　日本における喫煙状況は「健康日本 21（二次）」の
2022 年の達成目標に向かって努力されてはいるが，目標
達成は難しい状況にある．
　喫煙はさまざまな臓器で多様な疾患を生じることが知
られている．特に有病率が高いのが口腔疾患である．タ
バコ煙の成分の中でニコチン，一酸化炭素，タールが疾
患を重症化させる．このようなタバコの成分は口腔微生
物の病原性を強め，歯周組織の抵抗力を減弱させ，歯周
病やう蝕のリスクとなる．歯周組織への曝露はインプラ
ント体のオッセオインテグレーションに影響し，インプ
ラント治療の成否にもかかわる．
　また，近年，タバコ煙を出さない新型タバコの使用が

急増している．加熱式タバコや電子タバコであってもエ
アロゾルは発生し，その成分の量的なものは別として，
ニコチンや他の発がん性物質も含まれていることが知ら
れ，タバコ煙と同じように健康への影響が懸念されてい
る．
　口腔医療の場は，患者が直接口の中を見て喫煙の影響
を確認し，禁煙による改善を把握できる機会を提供でき
ることから，禁煙治療の場としても適している．WHO
が歯科診療での新たな禁煙支援法を提唱していることも
あり，本シンポジウムではインプラント治療に際して問
題となる喫煙の害を共有して，「禁煙介入」をキーワード
として 4 名の演者に講演をいただく．
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喫煙とインプラント脱落

長尾　徹
愛知学院大学歯学部顎顔面外科学講座

　オッセオインテグレーションは，インプラントの成功
と長期安定性に重要な役割を果たします．オッセオイン
テグレーションに関連する患者側の因子として，インプ
ラント周囲の骨質，骨密度，歯周病，糖尿病，骨粗鬆症
などが挙げられますが，喫煙習慣が大きく影響します．
タバコの煙には 4,000 以上の化学物質が含まれおり，そ
のうちニコチンが最も有害であると報告されています．
動物実験ではニコチンは赤血球，マクロファージ，線維
芽細胞の増殖を抑制し，血管新生と骨芽細胞の分化を阻
害することにより，インプラント体界面での骨性治癒に
悪影響を及ぼします．In vivo によるオッセオインテグ
レーションに対するニコチンの効果を評価するメタアナ
リシスでは，オッセオインテグレーションに対するニコ
チン効果の定量分析で有意差が確認されています．一方，
臨床研究におけるメタアナリシスでは，喫煙者で辺縁骨
量の有意な減少が特に上顎骨において顕著で，その結果
喫煙者のインプラント喪失のリスクは非喫煙者に比べ有
意に高いと報告されています（OR: 1.96, 95% CI 1.68-
2.30）．喫煙者の術後感染症のリスクを評価する 4 つの研
究のメタアナリシスでは，リスク比（RR）：2.01, 95% CI 
1.09-3.72 と報告されています（Keenan et al. Evid Based 
Dent. 2016）．我々の横断的研究でも現在喫煙者のインプ
ラント脱落は非喫煙者と比較して，1 年以内の早期イン
プラント喪失のオッズ比は，2.07（95％ CI: 1.19–3.62），
10 年以内の後期インプラント喪失のオッズ比は，1.48

（95％ CI: 0.92–2.37）との結果を得ています（Nagao et al. 
Int J Oral Maxillofac Surg. 2021）．
　インプラント希望の患者さんの中で習慣喫煙者（特に
男性）は少なくありません．顎顔面・歯科インプラント

専門医は，術前から禁煙支援に積極的に取り組む必要が
あります．

略　歴
1980年 3 月　愛知学院大学歯学部歯学科卒業
1992年 9 月　 愛知学院大学歯学部口腔外科学第二講座・

講師
1999年 4 月　 WHO 口腔がん研究協力センター・ロンド

ン大学キングスカレッジ歯学部留学・客員
上級研究員（1 年間）

2001年 2 月　 ODA 政府開発援助・スリランカ高等教育省・
歯学教育プロジェクト JICA 技術協力プロ
ジェクト・チーフアドバイザー（2 年間）

2005年 3 月　 愛知学院大学歯学部口腔外科学第二講座助
教授

2006年 4 月　岡崎市民病院歯科口腔外科統括部長
2009年 4 月　藤田保健衛生大学医学部客員教授（衛生学）
2014年 4 月　島根大学医学部臨床教授
2017年12月　 愛知学院大学歯学部顎顔面外科学講座主任

教授
2021年 4 月　 WHO IARC（国際がん研究機関）Temporary 

Advisor （Oral Cancer Prevention）

所属学会
日本顎顔面インプラント学会（理事），日本口腔外科学会

（理事），アジア口腔顎顔面外科学会（理事），日本口腔腫
瘍学会（理事），日本病院歯科口腔外科協議会（理事），
禁煙推進学術ネットワーク（理事），ほか
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加熱式タバコ，電子タバコの危険性について

大和　浩
産業医科大学産業生態科学研究所健康開発科学研究室

　わが国ではニコチン入りの電子タバコは薬機法で許可
されていないため，加工されたタバコ葉を加熱し，ニコ
チン（沸点 247℃）を吸引する加熱式タバコが「たばこ事
業法」で認可された「製造たばこ」として販売されている．

　「有害性成分を 90 〜 95％削減」「空気を汚さないから
家の中でも楽しめる」と広告してきた結果，2019 年の国
民健康・栄養調査では，30 〜 49 歳の喫煙者の約半数が
加熱式タバコを使用していることが分かった．

　加熱式タバコの使用者を減少させるためには広告等の
内容は誤解であることを認識させることが重要と思われる．
1）加熱式タバコに含まれる発がん性物質

　高温に加熱する機種ほど発がん性物質が多く発生して
いることが認められた（厚生労働省）．
2）受動喫煙（二次曝露）
　1 回呼吸量（約 500ml）のうち解剖学的死腔までしか

吸引されなかった空気（約 150ml）とそれに含まれる有
害物質は次の呼気に吐き出され，周囲の空気を汚染する
ことが認められた．

3）添加剤・基剤による有害性
　すべての加熱式タバコに経口的には無害なグリセロー
ル（独：グリセリン）やプロピレングリコールが使用さ
れている．経気道的に曝露した場合の急性・慢性の有害
性は確立されてはいないが，3 例の急性好酸球性肺炎の
重症例が報告されている．

4）電子タバコにも共通の危険性
　2019 年，米国では電子タバコ関連肺傷害（EVALI）で
数十例の死亡例が発生した．わが国のコンビニエンスス
トア等で販売されている電子タバコには米国の様なニコ
チンや大麻成分は含まれていないが，リキッドに使用さ
れるグリセロールは共通である．

　結論：加熱式・電子タバコの使用は危険であり，直ち
に中止するよう医療者から警告するべきである．

略　歴
1986年　産業医科大学医学部卒業
1994年　　同　労働衛生工学研究室助手
1997年　　　　　　同　　　　　　講師
1998年　　　　　　同　　　　　　助教授
2006年　　同　健康開発科学研究室教授
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喫煙を伴うインプラント周囲疾患患者への禁煙支援

稲垣　幸司
愛知学院大学短期大学部歯科衛生学科

　インプラント治療においても歯周治療と同様に全身疾
患，喫煙等のリスクファクターが存在し，インプラント
埋入手術，インプラント周囲組織との適合，メインテナ
ンス中の感染に影響する．また，適切な歯周治療が行わ
れていない歯周病変の存在は，感染の原因や咬合の不安
定等，インプラント治療の障害となる．さらに，口腔衛
生状態の不良，歯周炎の既往，喫煙，糖尿病，角化歯肉
の欠如，インプラント体の表面性状等がインプラント周
囲疾患に関わることが示唆されている．定期的なメイン
テナンスを受診していない患者では，インプラント周囲
疾患の発症率が高いことが報告されている．したがって，
歯周病罹患歯をもつインプラント喫煙患者では，歯周基
本治療の段階で，早期に禁煙を促し，禁煙支援をスター
トさせる必要がある．すなわち，日本歯周病学会の「歯
周治療における禁煙支援の手順書（2018 年 12 月）」に基

づいて，禁煙支援問診票から得た指標を元に，身体的，
心理的依存度等を評価し，禁煙支援をスタートさせるこ
とができる．本シンポジウムでは，日本歯周病学会の禁
煙支援の手順書に基づいて解説する．

略　歴
1982年　愛知学院大学歯学部卒業
1986年　愛知学院大学大学院修了（歯学博士）
2000年〜 2001年　ボストン大学歯学部健康政策・健康事

業研究講座客員研究員
2005年　愛知学院大学歯学部助教授（歯周病学講座）
2007年　 愛知学院大学短期大学部歯科衛生学科教授，愛

知学院大学歯学部兼担教授（歯周病学講座）
　　　　現在に至る
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WHO 推奨歯科禁煙介入とウェブトレーニング

埴岡　隆
福岡歯科大学口腔保健学講座

　禁煙は歯科疾患の発症・重症化の予防，長期的な歯科
治療効果の向上に効果的である．
　国連加盟各国は， NCDs 対策宣言の中で歯科疾患と
NCDs は国民に大きな健康負担となりタバコ使用を含む
共通のリスクへの対策は国民に共通の恩恵をもたらすこ
とを認識していることを表明し，2021 年 5 月に WHA で
採択された「口腔保健決議」でも確認された．WHO は
タバコ規制枠組条約に基づきプライマリケアにおける簡
易タバコ介入の普及事業を行い，2017 年に日本とタイで
のトライアルを経て歯科介入推奨報告書・ツールキット
を発表した．WHO が推奨する簡易禁煙介入は，以前の
行動変容ステージ別介入と異なり，プライマリケアの日
常診療の 3 〜 5 分を活用して系統的に介入する方法であ
る．演者は WHO の委託により歯科適用の標準化を図り，
ワークショップ・集合型，e ラーニング，講演型・ウェ
ブの各トレーニングの普及を図っている．
　本講演では，様々なタイプのトレーニングがある中で
WHO 推奨簡易タバコ介入が歯科受診の特性を最大限に
活用できること，歯科受診の継続に焦点をあて，日常的
に適切に支援を行うための具体的な方法を理解する．特
に，禁煙への思いを把握して，ニコチンとタバコの 2 つ
の依存に短時間で的確に対応するための 3 系統の介入と
それぞれの行動変容支援スキルを知る．さらに，ニコチ
ン依存対処の提案に必要な禁煙補助薬の基本知識を確認
し，細胞・組織レベルの病理の説明として，ニコチンを
含むタバコ成分と口腔微生物との相加的影響の知識活用

を提案する．これらは，加熱式タバコの疫学知見が蓄積
されるまでの間の活用を期待する．
　口腔のタバコ使用の影響は，自分自身への影響を直接
認識できるので，WHO が推奨する時間よりも，さらに，
短時間でインパクトのある介入ができる可能性がある．
超短時間の介入は，患者の抵抗が生じにくいので患者の
受容性も高い．最後に，加熱式タバコ使用者対応の超短
時間歯科介入を提案する．

略　歴
1981年　大阪大学歯学部卒業
1981年　大阪大学歯学部助手予防歯科学講座
1990年　テキサス大学オースチン校客員研究員
1993年　大阪大学歯学部講師
1998年　大阪大学歯学部助教授
2002年　福岡歯科大学教授口腔保健学講座
　　　　社会医歯学部門長　現在に至る

　この間，歯周疾患検診マニュアルの改訂に関する検討
会構成員（厚生労働省健康局），国立がん研究センター
がん統計研究部 喫煙と健康問題に関する包括的評価委員

（国立研究開発法人国立がん研究センター），財政制度等
審議会たばこ事業等分科会表示等部会参考人（財務省），
WHO TFI/PND コンサルタント（WHO2015 年 11 月コ
ントラクター），日本学術会議特任連携会員　を歴任

（以上はタバコ対策関連を抜粋）



160
日本顎顔面インプラント学会誌

Vol. 20, No. 3, 2021

シンポジウム 4

顎顔面インプラント治療に対する
標準的治療と教育

嶋田　淳
明海大学歯学部付属明海大学病院

藤井　俊治
日本大学歯学部口腔外科学講座Ⅰ

　歯周病やう蝕に起因して生じた欠損を対象に行うイン
プラント治療に対し，悪性腫瘍や交通外傷に起因して顎
顔面領域に生じる広範囲な欠損を対象に行うのが顎顔面
インプラント治療であるが，両者に厳密な境界線はない．
大きく異なる点は，顎顔面インプラント治療が広範囲顎
骨支持装置の対象領域であり，治療には全身管理や一般
外科の知識，技術が必要不可欠であるということである．
そのため本学会は口腔外科系の歯科医師が多く，研修施
設も周術期管理が可能な入院施設を有する病院歯科が多
数を占めいる．
　しかし，インプラント治療は埋入時の全身管理や技術
だけで完結できるわけではなく，補綴やその後に生じる
管理をおろそかにすることはできない．

　現在顎顔面インプラント学会は広告可能な専門医を目
指して急ピッチで，専門医機構との打ち合わせが進行し
ており，補綴や治療後の管理の知識を含めたインプラン
トの研修カリキュラムの充実が必須の条件となっている．
　本シンポジウムでは本学会が対象とする顎顔面領域の
特殊性を踏まえた上で，これから開始される研修カリキュ
ラムのシステムを理解していただけるように，演者は広
範囲顎骨欠損症例の実際，保険導入，補綴後の管理，お
よび研修カリキュラムについて各分野で経験と知識が豊
富な先生方にお願いした．インプラント歯科専門医とし
て今後われわれが身につけておかなければならないイン
プラントの知識について理解していただければ幸いであ
る．
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広範囲顎骨支持型装置適応症例の診査・診断と治療計画

立川　敬子
東京医科歯科大学口腔再生再建学分野口腔インプラント科

　現在，歯科インプラント治療は一般的な欠損補綴治療
の選択肢の一つとして広く普及している．これとともに
1990 年代より，一部では研究費あるいは先進医療の制度
を利用して口腔外科的疾患により失われた歯および顎骨
の補綴治療にも歯科インプラントが応用されてきた．こ
のような実績が評価され，2012 年 4 月広範囲顎骨支持型
装置および広範囲顎骨支持型補綴に関する評価が新設さ
れた．これにより，従来のブリッジや有床義歯では咀嚼
機能の回復が困難な患者に対して実施するインプラント
を用いた欠損補綴治療が保険収載され，約 10 年が経とう
としている．本治療を行うことができる医療機関の施設
基準は厳しく規定されているが，全国的にはこの間に症
例が蓄積され，そろそろ標準的治療について検討し，そ
の教育を充実させる必要が出てきている．
　適応症としては，当初「腫瘍，顎骨骨髄炎，外傷等」
および「外胚葉異形成症等」という疾患名があがってい
たが，具体的な疾患名として，2016 年の改定で「唇顎口
蓋裂」が明記され，2020 年の改定では連続した 3 分の 1
顎程度以上の「先天性部分無歯症」も加えられた．この
ような口腔外科的疾患により顎骨・歯槽骨が欠損してい
る症例は，歯科的疾患により歯を失った一般的な症例と
異なり，インプラント治療を行う際の診査・診断は難しく，
治療計画も複雑になることが多い．特に原疾患のために
欠損した組織・器官，およびそれらに対する再建の有無
とその方法が治療計画に大きく影響する．また，これか

ら行おうとする治療が，患者の機能回復，QOL，満足度
の向上に寄与するか否かも考慮しなければならない．
　今回は，このような症例の診察・検査の方法，広範囲
顎骨支持型補綴治療の適応か否かの診断基準，治療計画
立案に際しての留意点を確認する．

略　歴
1985年　東京医科歯科大学歯学部卒業
1985年　 東京医科歯科大学歯学部第二口腔外科学講座入

局
1990年　 東京医科歯科大学大学院歯学研究科修了（歯学

博士）
1991年　 東京医科歯科大学歯学部第二口腔外科学講座助手
1997年　 東京医科歯科大学歯学部附属病院インプラント

外来講師
2021年　 東京医科歯科大学口腔再生再建学分野口腔イン

プラント科講師

主な所属学会
日本口腔インプラント学会（専門医・指導医，代議員，
監事）
日本顎顔面インプラント学会（専門医・指導医，運営審
議委員）
日本口腔外科学会（専門医）
日本口蓋裂学会，日本頭頸部癌学会　その他
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顎顔面インプラント治療に対する標準的治療と教育
―補綴後の管理に関して―

廣安　一彦
日本歯科大学新潟病院口腔インプラント科

　現在の人工歯根型インプラント体を用いた治療法が臨
床応用されて 50 年以上が経過している．その間にシステ
ムの進歩は著しく，その安全性，正確性，簡便性の向上
はもとより長期予後が期待でき，欠損補綴の治療法の選
択肢の 1 つにまで取り上げられるようになった．さらに，
広範囲顎骨支持型装置として保険適応が認められるまで
社会に認識されるようにもなっている．
　今回わたしに与えられたテーマは，「補綴後の管理に関
して」である．これはいわゆるインプラント治療部のメ
インテナンスであり，その意義は「インプラント体，上
部構造，インプラント周囲組織および天然歯を含めた口
腔内全体を評価し，安定した状態を維持する．」ことであ
る．上部構造やインプラント体の破損，脱離，脱落を予
防するためには，清掃状態の確認や指導，咬合力のコン
トロール状態を確認，調整することが必要である．もし
異常所見が見られた場合には早期に対処を行いその病状
の進行を抑制することが望まれる．
　補綴後の管理に関しては，①インプラント治療部の管
理，②インプラント周囲炎への対処，③顎顔面領域の管
理の 3 つの項目に分けて，それぞれ以下のように問題点
が挙げてみた．
① インプラント治療部の管理：上部構造の脱離，破折・

破損，アバットメントスクリューのヘッド破損・破折，
インプラント体の破折，内部構造の破損など．

② インプラント周囲炎への対処：インプラント周囲粘膜
炎，インプラント周囲炎に罹患した場合の保存処置ま
たは外科処置，インプラント体抜去など．

③ 顎顔面領域の管理：口腔内全体の天然歯の状態確認，
歯槽部のみならず顎顔面領域全体の硬組織および軟組
織変化，顎関節部の異常の有無など．

　今回の講演では，これらの問題についてその原因と対
処についてお話したいと思います．
　限られた時間，内容ではありますが，先生方の日常臨
床の一助になれば幸いです．

略　歴
1990年　日本歯科大学新潟歯学部卒業
1995年　同　大学院新潟歯学研究科修了
2001年　同　新潟歯学部口腔外科学第一講座講師
2005年　同　新潟歯学部口腔外科学第一講座助教授
2007年　同　新潟病院口腔外科准教授
　　　　口腔インプラントセンター長併任
2015年　同　新潟病院口腔インプラント科科長
2019年　同　新潟病院口腔インプラント科教授
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広範囲顎骨支持型装置による治療の現況と問題点

川本　義明
国際医療福祉大学三田病院歯科口腔外科

　医療の高度化などに対応する観点から，先進医療専門
会議における検討結果を踏まえ，以前より先進医療技術
として認可されていた『インプラント義歯』が，平成 24
年診療報酬改定により『広範囲顎骨支持型装置埋入手術』
および『広範囲顎骨支持型装置』として新規に保険導入
された．
　当該手術・補綴は従来のブリッジや有床義歯では咀嚼
機能の回復が困難な患者に対して実施した場合と限定さ
れている．また令和 2 年診療報酬改定よりその適応症例
は（イ）腫瘍，顎骨骨髄炎，外傷などによる広範囲な顎
骨欠損又は歯槽骨欠損症例，（ロ）外胚葉異形成症，唇顎
口蓋裂などの先天性疾患の顎堤形成不全，（ハ）外胚葉異
形成症などの先天性疾患による連続した 3 分に 1 顎程度
以上の多数歯欠損，（ニ）6 歯以上の先天性部分無歯症等
となっている．保険導入当初より，徐々にではあるが拡
大してきている．
　また，以前として施設基準のハードルは高く当直のい
る医療機関（病院）に限られている．
　当科においても平成 25 年より『広範囲顎骨支持型装置
埋入手術』および『広範囲顎骨支持型装置』による治療
を開始した．今回の発表において『広範囲顎骨支持型装

置埋入手術』および『広範囲顎骨支持型装置』の現状お
よび症例を通して，本治療の抱える問題点を検討したの
で，その概要について報告する．
　導入から約 9 年が経過し，現在，本治療には適応症，
収益性（適正な診療報酬），施設基準，広範囲顎骨支持型
装置の予後，経過など多くの問題点が憂慮されている．
本治療が継続 , さらには , 発展していくためには学会主導
による対策が不可欠と考える．

略　歴
1987年　東京歯科大学卒業
1987年　慶應義塾大学医学部歯科口腔外科研修医
1989年　慶應義塾大学医学部歯科口腔外科専修医
1990年　慶應義塾大学医学部歯科口腔外科助手
2011年　国際医療福祉大学三田病院歯科口腔外科講師
　　　　現在に至る

社会活動
国民健康保険診療報酬審査委員会委員（国保審査委員）
日本顎顔面インプラント学会社保委員会
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顎顔面インプラント治療に関する卒前，卒後，
専門医教育を中心に

矢島　安朝
松本歯科大学口腔インプラントセンター

　「顎顔面インプラント治療」に関しては，歯科医師国家
試験出題基準の「歯科医学各論：Ⅲ顎・口腔領域の疾患
　2. 主として硬組織に関連する疾患の病態・診断・治療」
の中に明確に示されている．また医歯薬出版の「よくわ
かる口腔インプラント学」には「顎顔面の再建とインプ
ラント」として 7 ページにわたって記載されている．と
ころが，現在まで「顎顔面インプラント治療」が国家試
験に出題されたことはない．そのため「顎顔面インプラ
ント治療」に関する卒前教育は，どの大学でもほとんど
行われていないのが現実であろう．
　卒後教育に関しては，日本口腔インプラント学会編の
口腔インプラント治療指針および口腔インプラント学実
習書の中に「顎顔面インプラント治療」に関する記載は
全く見当たらない．本学会ではなく口腔インプラント学
会の出版物である点を指し引いても，裁判所等で頻繁に
使われているこの 2 冊の本に「顎顔面インプラント」の
記載がないことは，社会においても一般的なものではな
いことが示されている．
　そこで今回，「広告可能なインプラント歯科専門医」を
目指すために新たに作成した日本顎顔面インプラント学
会および日本口腔インプラント学会合同の共通研修カリ
キュラムには「ユニットⅩⅢ 広範囲顎骨欠損症例」が設
けられた．共通のカリキュラムではあるが，口腔インプ
ラント学会のこのユニットの SBOs は，広範囲顎骨欠損
に用いるインプラント治療の知識領域だけに限定されて
いる．当然，顎顔面インプラント学会側の SBOs は，口
腔インプラント学会側のそれとは異なり知識領域のみな
らず技能領域の行動目標も含まれ拡大されている．つま
り，広告可能な専門医となるためには，インプラント治

療を行う一般開業医のレベルにおいても顎顔面インプラ
ントに関する知識は十分に知らなければならないことに
なったのである．本学会の定款に書かれている目標のよ
うに「口腔顎顔面外科を基盤とした正しいインプラント
の知識の普及」がなされることになったのである．
　今回のシンポジウムでは，顎顔面インプラント治療の
卒前，卒後，専門医教育を中心に臨床例も交えて先生方
と一緒に考えてみたい．

略　歴
1980年　東京歯科大学卒業
1980年　東京歯科大学口腔外科学第 1 講座入局
1985年　 東京歯科大学大学院歯学研究科（口腔外科学専

攻）修了
1995年　 ドイツ連邦共和国 Hannover 医科大学
　　　　顎顔面外科学教室に留学（1997 年まで）
2006年　東京歯科大学千葉病院口腔インプラント科教授
2007年　 東京歯科大学口腔インプラント学研究室主任教

授（研究室昇格に伴い名称変更）
2009年　 東京歯科大学口腔インプラント学講座主任教授

（講座昇格に伴い名称変更）
2013年　東京歯科大学水道橋病院病院長（2019 年まで）
2019年　東京歯科大学大学院歯学研究科研究科長
2021年　東京歯科大学定年退職
　　　　東京歯科大学名誉教授
2021年　 松本歯科大学特任教授（口腔インプラントセン

ター），病院長代行
　　　　現在に至る
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Application of Chin Graft in dental implant 
- a 30 years review and development of bone core technique

Da-yuan Wang
Dean of Dental Department of Taipei Medical University

　Application of Chin graft in dental implant: 1. Sources 
of the graft and its indication. 2. Combination of Chin 
graft and Soft tissue graft. 3. New development  of the 
bone core technique. 4. Clinical application of bone core 
graft cases.

PPIS oral session 1
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　Covid-19 influenced the life of people globally. In 
Taiwan, we could not escape its threat and harm either.  
During the period of January of 2020 to mid-May of 
2021, we do have a few cases, mainly imported ones.  
Our hospital responded to the epidemic by using 
personal protection equipment, such as protective 
gowns, N95 masks and facial shields. Patients were 
checked for TOCC and temperatures taken before 
coming into our main entrance. As for our dental 
services, only scaling services were reduced due to 

patient cancellations. Unfortunately, in February and 
May 2021, there were COVID outbreaks and we started 
to have domestic COVID cases. During this period, our 
staff were split into two teams and worked alternating 
week.  Every staff had two shots of vaccines. Additional 
workplace safety measures were put in place. From 
September, as the epidemic slows down, we resumed 
normal clinic schedules. The safety measures were also 
relived accordingly.

The impact of Covid-19 pandemic to 
dental practice in Taiwan: 

Experience from Cathay general hospital

Yueh-Chao Yang
Department of Periodontology

Department of Oral Implantology
Section of Oral Medicine Cathay Medical Center
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Medical safety of medication related issues 
in dental implant-related surgery : interruption or not?

Jun-Young PAENG
Dept. of Oral and Maxillofacial Surgery, 

Samsung Medical Center, Seoul, Rep. of Korea

　The surgical procedures such as implant fixture 
insertion or alveolar bone augmentation are relatively 
safe and predictable local minor surgery. Dental 
implants are placed successfully in older patients. 
However, more older patients may have health concers 
which may need to be considered before having 
implants placed. The medical co-morbidity of the 
patients are increasing with the patients’ age being 
older. The number of medications patients are taking is 
increasing with their ages .  Now a days ,  Oral 
anticoagulants and anti-osteoporotic agent are wll 
known as  the most conserning medications in dental 
surgical procedures
　Most complications after implant surgery are minor 
and local such as infection or nerve injury. These local 
complications can be controlled with local management. 
　Oral anticoagularion therapy is one of the most 
prevalent forms of treatment used in contemporary 
medicine. With the increasing age of the population, it is 
inevitable that the implant surgeon will be faced with 
treating the anticoagulated patient.  The anticoagulation 
therapy includes various medical conditions such as 
angina, atherosclerosis, atrial fibrillation, cerebrovascular 

occlusion, coronary stents, deep vein thrombosis, 
ischemic heart disease, myocardial infarction, prosthetic 
heart valves, and pulmonary embolism. Although most 
patients experience no problems when their oral 
anticoagulations therapy is interrupted for dental 
procedures, complications ranging from nonfatal 
cerebral embloli to death can occur. The incidence of 
bleeding complications following implant surgery in a 
group of patients receiving oral anticoagulant therapy 
without interruption or modifications was reported to 
show no significant differences in the bleeding risk. 
These compl icat ions can be managed using a 
compressiion with or without local heamostatic agent

（suca as tranexamic acid） at the site of the surgical 
wound. The interrpution of the anticogulation therapy 
needs to be carefully selected based on patients’ 
individual conditions. 
　In this symposium, i t  wi l l  be reviewed the 
complications related with general health of patients 
especially under anticoagulation and anti-osteoporotic 
therapy and the proper guidelines based on individual 
conditions will be discussed based on Korean situation. 

PPIS symposium 1
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Consultant Radiologist, Ebisu Diagnostics, HSR Layout, 
Bangalore. 
Santosh Diagnostics, Near Cole’s Park Bangalore.
Celara Diagnostics, Near South End Circle Bangalore.
JSD Techno Dental Jayanagar 4th T block Bangalore
Digital Dental Diagnostics, Kalaburagi
Sai Oral Rays and Scan, Bangalore
Luminare Diagnostics, Bhillai
Bharat Diagnostics, Shimogga
Associate Dental Surgeon, Dr K S Nagesh Dental Clinic, 
Jayanagar 1st Block East, Bangalore
General Secretary, South Asian Society for Oral and 
Maxillofacial Implantology, India

Convener, Oral Health Sub-committee, Karnataka 
Health Vision Group,
Ministry for Health and Medical Education, Government 
of Karnataka, India
Member, Board of studies, Faculty of Dentistry, Rajiv 
Gandhi University of Health Sciences, Karnataka CDE 
Convener IDA Bengaluru Branch
Joint Secretary, CAMHADD Tri-Sector Preventive 
Health Care Foundation （CTPHCF）, Bangalore
Treasurer, Asia Dental Forum, India
Special Research Associate, Showa University School of 
Dentistry, Tokyo, Japan

Systematic disease as risk factor

Revan Kumar Joshi
Department of Oral Medicine and Radiology,

DAPMRV Dental College & Hospital,
J P Nagar 1st Phase, Bangalore
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Complications and Managements of Sinus Lift Surgeries

Chia-Yu Wu
School of Dental Technology

Visiting Staff, Taipei Medical University Hospital

　Dental implant surgeries of the posterior maxillary 
region has always been a challenging issue due to both 
alveolar bone resorption related atrophy and sinus 
pneumatization. Maxillary sinus augmentation is a well-
known and predictable procedure in vertical deficiencies 
of the posterior maxilla. Various techniques have been 
described based on the knowledge of bone repair to 

obtain better results. However, these procedures could 
also be associated with several intra- and postoperative 
complications such as perforation of the sinus 
membrane, bleeding, infection, graft resorption, and loss 
of the graft or implants. The goal of this presentation is 
to review the contemporary methods for prevention 
and management of the associated complications.

PPIS symposium 3
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　Background: The knowledge of nerves and vessels in 
the maxillofacial region, particularly the anatomical 
structures in the maxilla, mandible, tongue muscles, and 
salivary glands, is essential for dental surgeons. In 
addition, the structures in the mandibular canal, palate, 
and maxillary sinus should be understood well.
　Highlight: The arteries and nerves in the maxillofacial 
region were observed in this study. Some variations in 
the origin of the inferior alveolar artery were found. 
Notably, the variations in the origin of the inferior 
alveolar artery from that of the external carotid artery 
and a double origin of the inferior alveolar artery were 
observed. Thus, the maxillary artery may originate 
from the external carotid and stapedial arteries. The 
following points are important.

（1） The greater palatine artery is always located 
deeper than the greater palatine nerve.

（2） The posterior superior alveolar artery often runs 
through the compact bone of the maxilla. Using CT 
scans, the canal of the artery can be observed.

（3） Variations in origins of the inferior alveolar artery 
have been observed. The origin of the inferior 
alveolar nerve may differ depending on the course 
of the maxillary artery.

　Conclusions: Dental practitioners should, therefore, 
have a comprehensive knowledge of the anatomy of the 
maxillofacial region and its variations. Without this 
knowledge, they should not operate on patients.
Key words:  dental implant surgery, maxillofacial region, 

anatomical knowledge, dental anatomy

Importance of Anatomy in Dental Implant Surgery

Ikuo Kageyama
Department of Anatomy, School of Life Dentistry, 

Nippon Dental University, Niigata, Japan
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Accurate treatment of mandibular defect reconstruction 
by free fibula flap and evaluation 

of surgical accuracy evaluation system

Huiming Wang 1, 2, 3），Huiyong Zhu 1, 2），Zhiyong Li 1, 3）

Wenquan Zhao 1, 2）， Tingwei Bao 1, 2），Dan Yu 1, 2），Xiaoyi Chen 1, 3）

　　　　　　　1）School of Stomatology, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, China
　　　　　　　2）Department of Oral and Maxillofacial Surgery, The First Affiliated Hospital, 
　　　　　 　　　Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, China
　　　　　　　3）Key Laboratory of Oral Biomedical Research of Zhejiang Province, Hangzhou, China

Objective: 
　This study focuses on the introduction of the accurate 
treatment of the reconstruction of mandibular defects 
assisted by digital technology, which is functionally and 
aesthetically oriented, and proposes a quantitative method 
that can reliably evaluate the accuracy and safety of 
mandibular reconstruction with free fibula flap, thus avoid 
the complications and further analyze the reliability 
compared with current measurement methods.

Methods: 
　We retrospectively reviewed 79 patients who 
underwent primary mandibular reconstruction with a free 
fibula flap of the First Hospital Affiliated to Zhejiang 
University school of medicine, oral and maxillofacial 
surgery, from 2000 to 2020. They were divided into three 
groups according to the therapy they received. In group 
A, 42 patients underwent reconstruction based on the 
surgeon’s experience. In group B, 25 patients underwent 
reconstruction using the modified surgical guide system, 
including virtual surgeries, pre-bent titanium plates, 
screw-predesignated cutting guides for mandibular and 
fibular osteotomies, and plate-embedded shaping guides. 
In group C, 12 patients underwent reconstruction using 
the common surgical guide system, including virtual 
surgeries, cutting guides and pre-bent plates. Digital 
surgical guide or （combined） navigation technology was 
used to assist the surgical procedures such as accurate 
resection of jaw bones tumor, fibula bone extraction and 
reconstruction, and precise implant implantation during 
the surgical operation. The clinical application value of 
digital technology was analyzed and evaluated. For 13 
patients between April 2018 and November 2019, two 
researchers independently quantified surgical errors after 
treatment by three different methods. Method A: 
Morphological markers such as fibula axis, osteotomy 
surface and center of gravity were automatically 
extracted and measured according to the target 3d 
contour. Methods B and C measured the length of fibular 
flap and intersegmental Angle error with two artificial 
marking points. Intra-group correlation coefficient （ICC） 
was used to analyze the reliability of 3 kinds of methods.

Results: 
　All 79 patients were repaired and reconstructed with 
vascularized fibula myocardium flap assisted by digital 
technology. Postoperative infection occurred in 2 patients 

（each 1 in group A and group C）, and secondary healing 
was achieved through dressing change. One case （group 
B） had fibular ischemic necrosis after operation, and 
finally the flap was removed. By method B, postoperative 
CT was fitted with preoperative design for statistical 
deviation. The postoperative deviation of group B and C 
was significantly smaller than that of group A （P<0.05）, 
there was no significant difference between group B and 
group C. It is interesting to note that in the postoperative 
quantitative analysis of the surgical error evaluation 
system, the fibula length and intersegmental Angle 
measured by the three methods were completely 
consistent （ICC>0.9）. However, the reliability of method 
A in measuring surgical deviation of fibular length or 
Angle （ICC< 0.9） significantly higher than methods B and 
C （ICC< 0.5）. In method A, the positional deviations of the 
fibula segment measured by the two researchers were 
completely consistent （ICC>0.9）, osteotomy surface 
deviation has high reliability （ICC=0.888）.

Conclusion:
　Surgical guide plate can significantly improve the 
accuracy o f  mandibu lar  de fect  reconstruct ion . 
Intraoperative combined navigation technology can verify 
the accuracy of key anatomical markers （mandibular 
Angle and condyle） after reconstruction in real time and 
protect important tissue from damage. However, 
navigation technology cannot significantly improve the 
accuracy of mandibular defect repair and reconstruction. 
In addition, compared with the traditional point 
measurement method, method A has higher reliability in 
quantitative analysis of surgical errors, thus improve the 
safety of mandibular defect reconstruction and avoid the 
further possible complications. This reliability comes from 
the automatic extraction of reference points and is 
reflected in the reduction of human error in the 
measurement process.

PPIS symposium 5
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アストラテックインプラントシステム
ショートインプラントのエビデンスと臨床

村上　弘
愛知学院大学歯学部高齢者・在宅歯科医療学講座口腔インプラント科

特殊診療科教授

　インプラント治療において，インプラント体の長径選
択の基準は 10mm 以上の長さの物を選択することが過去
一般的であった．特に上顎に関しては可及的に長いイン
プラント体を選択することが推奨され，ホストベッド確
保のためさまざまな骨造成や手技が行われてきた．近年
インプラント体の表面性状の進化や手技の改善により，
ショートインプラントが幅広く使用されるようになった．
ショートインプラントは，10mm 以上のインプラントと
比較して生存率に差がないだけでなく，顎堤の高径に制
限のある症例において，骨造成を併用して長いインプラ
ントを使用する処置と比較して患者 QOL 評価が高い結
果が出ている．

　今回は，当大学にて使用しているアストラテックイン
プラントシステムの長径 6mm インプラントの臨床例を
ご紹介しながら，ショートインプラントの有用性，可能性，
また臨床における注意点についてご報告したいと思いま
す．

略　歴
（公社）日本口腔インプラント学会専門医・指導医
（公社）日本歯科補綴学会専門医・指導医
日本スポーツ歯科医学会認定医
アメリカインプラント学会 Associate fellow

（公財）日本スポーツ協会公認スポーツデンティスト

ランチョンセミナー 1
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口内法 X 線画像による歯槽骨の骨密度計測

勝又　明敏
朝日大学歯学部歯科放射線学分野

　医科では，DXA（デキサ）と呼ばれる専用の X 線装
置で骨密度（BMD, bone mineral density）を計測し，骨
の定量的な評価をおこなっている．しかし，専用装置の
必要な DXA 法を歯槽骨に用いるのは困難である．また，
インプラント治療では，「Misch の分類」を用いてインプ
ラント埋入予定部位の骨の状態を評価することがあるが，
これは X 線撮影ではなく全身用 CT 画像で計測される
CT 値（ハンスフィールド値）に基づくものである．
　口内法 X 線画像から歯槽骨の BMD を定量的に評価す
るシステムがあれば歯科臨床に役立つという考えから
DentalSCOPE が開発された．
　DentalSCOPE は，X 線画像濃度から骨密度を求める
MD（Micro Densitometry）法を基に，IP（イメージン
グプレート）によるデジタル口内法 X 線画像から以下の
ように骨密度を求める．
① 骨密度が既知の「参照体」と一緒に歯と歯槽骨の口内

法 X 線画像を撮影する．
② 口内法X線画像の骨密度を計測したい歯槽骨にROI（関

心領域）を設定して画像濃度を計測する．
③ 参照体の画像濃度を計測して「検量線」を作成し，検

量線の方程式を得る．
④ 計測したい歯槽骨の ROI の画像濃度を検量線の方程式

に代入し， BMD 値を計算する．
　このうち③④の過程はソフトウエアが自動的におこな
うため，術者は簡便な操作で BMD を計測する事ができ
る．
　DentalSCOPE は，インプラント部位の歯槽骨の評価お
よび治療後の経時的観察，歯周病による歯槽骨吸収の評
価および経過観察，歯内治療後の根尖周囲骨の経過観察，
加齢および骨粗鬆症による歯槽骨の骨密度低下の経時的
観察，化骨延長術などの骨増生の術後評価と経過観察，
抜歯窩や手術による骨欠損の治癒の経時的観察，ビスフォ
スフォネートなどの骨吸収阻害薬による骨硬化の経時的
観察など，さまざまな臨床的課題への応用が期待される．

略　歴
1987年　朝日大学歯学部歯学科卒業
1987年　朝日大学歯学部助手（歯科放射線学）
1996年　朝日大学歯学部講師
1998年　朝日大学歯学部助（准）教授
2011年　朝日大学歯学部教授（現在に至る）
日本歯科放射線学会（副理事長，医療情報委員長，専門医・
指導医）

ランチョンセミナー 2
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適合不良のアバットメントを使用していませんか？

小久保　裕司
鶴見大学歯学部附属病院口腔顎顔面インプラント科

鶴見大学歯学部クラウンブリッジ補綴学講座

　多くのインプラントシステムはインプラント体，アバッ
トメント，スクリュー，上部構造のパーツから成り立っ
ている．咬合力が加わると，界面には高い応力が集中し，
インプラント体とアバットメントまたは上部構造連結部
の適合不良や安定不良があると，これらの界面ではマイ
クロモーションが発生，そしてスクリューの緩み（機械
的トラブル）やインプラント体周囲の骨吸収（生物学的
トラブル）を引き起こす 1）．
　また，適合不良なアバットメント・上部構造，形態不
良なアバットメント・上部構造，インプラント体の埋入
位置不良はインプラント周囲の骨吸収に影響する医原性
因子とされており 2），長期間安定してインプラントを使
用するためにも，本セミナーでは特に，適合不良なアバッ
トメント・上部構造に焦点をあてる．
　アバットメントには純正品と非純正品が存在し，純正
品を使用する方が非純正品を使用するより機械的（補綴
的）トラブルの発生が少なく，適合も良好であったとさ
れている 3）．どれくらいの臨床家がその違い（適合や臨
床的問題点）に気づき，どれくらいの臨床家が純正品で
上部構造を製作する技工指示を出しているだろうか？
　あるアンケートでは，約 8 割の歯科医師が，非純正品
の存在を知らないという結果であった．
　インプラント治療を長期的に成功させるためには，わ
れわれは適合の検証された純正品を選択し，トラブル発
生のリスクを回避するべきである．インプラント印象後
に「技工所主導」の上部構造にならないよう，可及的に
適合精度の良い，すなわちマイクロギャップやマイクロ
モーションを発生させにくいアバットメントを選択する

べきである．また，歯科技工所は歯科医師と連携し，適
合の重要性を十分認識して価格優先で無く上部構造を製
作するべきである．

文　献
1） Lui Y, Wang J .  Inf luences of microgap and 

micromotion of implant-abutment interface on 
marginal bone loss around implant neck. Archives of 
Oral Biology, 83: 153-160, 2017.

2） Schwarz F, Derks J, Monje A, Wang H-L. Peri-
implantitis. J Periodontol, 89: S267-S290, 2018.

3） Tallarico M, Joseph F, Nakajima Y, et al. Mechanical 
outcome, microleakage, and marginal accuracy at the 
implant-abutment interface of original versus 
nonoriginal implant abutments: A systematic review 
of in vitro studies. Biomed Res Int, 30: 1-8, 2018.
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内教授
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　アルカリ処理したチタン板上における骨由来間葉系幹
細胞（BMSCs）の動態に与える影響を明らかにする．

対象と方法
　GradeII 純チタンを #800 で研磨後，10N 水酸化ナトリ
ウムで処理したチタン板（Ti-Al）と無処理のチタン板

（Ti-MS）を走査型電子顕微鏡（S-4800）で観察および表
面元素を解析した．Ti-MS と Ti-Al 上にヒト BMSCs 細
胞株である UE7T-13 細胞を播種し，10％牛胎児血清含有
のダルベッコ改変イーグル培地で 37℃，5%CO2 の条件で
培養した．細胞増殖能を WST-8 cell counting kit で，骨
形成能および免疫寛容能を RT-PCR 法で，石灰化能を
Alizarin Red S 染 色 で，ALP 活 性 を p-Nitrophenyl 
phosphate で計測した．また，Ti-MS と Ti-Al 上で培養
した UE7T-13 の培養上清を回収し，マクロファージ（M
φ）に分化させた THP-1 細胞（ヒト単球系白血病細胞株）
と，Jurkat 細胞（ヒト白血病 T 細胞株）に添加した．M
φおよび Jurkat 細胞の分化を RT-PCR 法で解析した．

結　　　果
　Ti-Al 表面の酸素と炭素は Ti-MS と比較して有意に上
昇した．Ti-Al 上で培養した UE7T-13 細胞の細胞増殖能，
骨形成関連遺伝子発現，石灰化能，ALP 活性は Ti-MS
上 の UE7T-13 よ り も 有 意 に 高 く な っ た．Ti-Al 上 の
UE7T-13 は Ti-MS 上の細胞と比較して，培養 1 週間で
interleukin（IL）-6 および IL-10 の発現が有意に低くなり，
培養 1，2 週間で indoleamine 2,3-dioxygenase の発現が
有意に高くなった．Ti-Al 上における UE7T-13 の分泌物
は Ti-MS 上における細胞のものと比較して，Mφの分化
に影響を与えなかったが，Jurkat 細胞の CD4, CD25 遺伝
子発現を有意に低下し，Foxp3 の発現を有意に上昇させ
た．

考察および結論
　アルカリ処理したチタンは BMSCs の免疫寛容能を直
接的および間接的に影響を及ぼすことが明らかになった．

引用文献
1） Helin Xing, Satoshi Komasa, Yoichiro Taguchi, 

Tohru Sekino, Joji Okazaki, Int J Nanomedicine, 9: 
1741-1755, 2014.
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アルカリ処理したチタンは骨髄由来間葉系幹細胞の免疫寛容能を変化させる
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1）名古屋市立大学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
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Alkaline-treated titanium affects the immune tolerance 
of bone marrow-derived mesenchymal stem cells
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　Xylosyltransferase （XylT） は Uridine Diphosphate キ
シロースからキシロースへの移行を触媒する酵素であり
プロテオグリカン（PG）の糖鎖修飾に関与している．こ
れまでに XylT はアミノ酸配列の違いから XylT-1 と
XylT-2 が同定されている．今回，XylT-1 および XylT-2
が二酸化チタン（TiO2）上の骨髄由来間葉系幹細胞

（BMSCs）に与える影響を明らかにすることを目的に研
究を行った．

対象と方法
　TiO2 板を #800 の耐水サンドペーパーで研磨後，4.0 
mM 硝酸，0.8 mM フッ化水素で処理し，透過型電子顕
微鏡（S-4800）で解析した． また RNA 干渉技術を使い，
ヒ ト BMSCs 細 胞 株 で あ る UE7T-13 の XylT-1 お よ び
XylT-2 をノックダウンした株（shXylT-1），（shXylT-2）
を作製し，TiO2 板上でダルベッコ改変イーグル培地中で
培養のうえ，細胞増殖能を WST-8 Kit で解析した． 
TiO2 板上の骨形成能はアリザリンレッドS染色で評価し，
骨形成関連遺伝子の発現を RT-PCR 法で解析した．さら
に TiO2 板上における shXylT-1 および shXylT-2 の免疫
関連遺伝子発現を RT-PCR 法で解析した．

結　　　果
　TiO2 板の表面形状は典型的な酸処理された像であり，
チタン元素のみが検出された．shXylT-1 の細胞増殖能お
よび骨形成能は No Template Control （NTC） および
shXylT-2 と比較して有意に低かった．また shXylT-1 の
免疫関連遺伝子発現は有意に上昇した．

考察および結論
　オッセオインテグレーションを獲得した TiO2 と骨の
間 に は 10-1000nm の PG 層 が あ り 1），XylT-1 お よ び
XylT-2 は PG 層の O 結合型糖鎖の修飾を制御している．
今回の結果は，PG 層の O 結合型糖鎖の修飾が変化した
ことにより，TiO2 上における BMSCs の細胞増殖能，骨
形成能，および TiO2 に対する生体親和性が変化したこと
を示唆している．

結　　　論
　XylT-1 および XylT-2 は TiO2 上の BMSCs の動態に影
響を与えた．

引用文献
1） Klinger, M. M., Rahemtulla, F.: Critical Reviews in 

Oral Biology & Medicine, 9: 449-463, 1998.
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　近年，インプラント周囲の滲出液中における宿主（ヒト）
由来の生理活性物質を測定することによって，インプラ
ント周囲の炎症状態を診断する試みがなされている．有
力な候補として IL-6 や TNF-αなどの炎症性サイトカイ
ンが注目されている．本研究は健常者とインプラント周
囲炎患者のインプラント周囲における滲出液中の IL-6 や
TNF-α量に関して比較検討した．

対象と方法
　本研究ではポケット深さが 4mm 以上，パノラミック
エックス線写真により骨吸収があるものを周囲炎群とし
た．ポケット深さは 4 点法で，骨吸収はインプラント体
のスレッドピッチを参照し，測定した．健康な患者 5 名（健
常群）およびインプラント周囲炎患者 5 名（周囲炎群）
よりインプラント周囲滲出液を採取した．ISO 規格♯ 40
のペーパーポイントを先端から 2mm までインプラント
体周囲歯肉溝内に挿入し，15 秒間静置した後取り出し，
先端から湿潤している長さを計測し，TNF-αと IL-6 濃
度 を ELISA 法 に よ り 算 出 し た． 統 計 処 理 は Mann-
Whitney の U 検定により統計学的有意差を検討した．（有
意水準：p ＜ 0.05）

結　　　果
　患者の平均年齢は健常群で 61.6 歳，周囲炎群で 75.8 歳
であった．インプラント埋入後の平均経過年数は健常群
で 72 か月，周囲炎群で 119.8 か月であった．平均歯周ポ
ケットは健常群 2.4 ± 0.6mm，周囲炎群 7.2 ± 3.0mm で
あり，平均歯槽骨吸収量は健常群 0.21 ± 0.5mm，周囲炎
群 7.2 ± 1.7mm と，共に周囲炎群が健常群に比べて有意
に高かった．滲出液の長さは健常群 3.0 ± 1.1mm，周囲

炎群 7.0 ± 4.8mm と有意差は認めなかった．炎症性サイ
トカイン濃度は IL-6（健常群：0.97 ± 0.3pg/ml，周囲炎群：
7.2 ± 9.5pg/ml）で有意差が認められ（p=0.01），TNF-
α（健常群：0.06 ± 0.1pg/ml，周囲炎群：0.27 ± 0.3pg/
ml）では有意差は認められなかった（p=0.55）．

考察および結論
　今回，健常群および周囲炎群における TNF-αは，IL-6
と比較して滲出液内の血清中に検出される濃度が著しく
低かった．IL-6 および TNF-αに関しては，発現に関し
てさまざまな報告がある 1, 2）が， Figueiredo LC らの報告
では有意差はないものの IL-6 の発現がより高く，本研究
群の結果と一致していた．今後，より多くの患者につい
て解析を行い，他の炎症性サイトカインや臨床指標との
関連性について検証し，インプラント周囲炎の診断方法
の解明を目指したい．本研究では，患者に参加の同意を
得た .（倫理審査委員会番号 11000199 承認番号 D2019-
026）

参考文献
1） Negri BM, Pimentel SP, Casati MZ, Cirano FR, 

Casarin RC, Ribeiro FV. Impact of a chronic smoking 
habit on the osteo-immunoinflammatory mediators in 
the peri-implant fluid of clinically healthy dental 
implants.  Arch Oral Biol. 2016 Oct; 70: 55-61.

2） Figueiredo LC, Bueno-Silva B, Nogueira CFP, 
Valadares LC, Garcia KMM, Filho GCDL, Milanello L, 
Esteves FM, Shibli JA, Miranda TS. Levels of Gene 
Expression of Immunological Biomarkers in Peri-
Implant and Periodontal Tissues. Int J Environ Res 
Public Health. 2020 Dec 6; 17: 9100.
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緒　　　言
　インプラント治療は高い予知性を有すことにより，広
く普及している．ただし，埋入後も患者の全身状態は変
化し，特に患者が癌に罹患した場合，薬物療法や骨吸収
抑制薬の使用によりインプラント周囲炎を契機とした
MRONJ に至ることがある．近年，これらの報告は増加
傾向であり大きな問題となっている．今回，インプラン
ト周囲に生じたベバシズマブ（BV）関連顎骨壊死の 1 例
を経験したので報告する．

症例の概要
　患者は 67 歳，女性．1993 年から 2013 年まで近歯科医
院にて全顎的なインプラント治療が施行され，大きな問
題なく機能していた．2018 年に乳癌の診断を受け，BV
併用パクリタキセル療法が開始された．2020 年 2 月から
左下臼歯部のインプラント周囲歯肉の腫脹と排膿を自覚
し，再燃を繰り返していたが，癌治療を優先し歯科での
メインテナンスは不定期となっていた．6 月に咬合不全
を生じたことで歯科受診した．左下 56 部のインプラント

は腐骨とともに動揺していたため，鑷子にて除去された
が周囲に腐骨の残存を認めたため当科へ紹介された．初
診時，左頰部に発赤腫脹と強い疼痛を認め，左下 56 相当
部には骨露出と排膿を認めた．またエックス線画像にて
同部の病的骨折を認めた．これまでの経緯や骨吸収抑制
薬の投与歴がないことから BV 関連顎骨壊死と診断した．
治療方針として顎骨再建を含めた下顎区域切除を提案し
たが，保存的加療を希望したため抗菌薬を投与し，BV
療法は一時中断された．急性症状が消退した後，腐骨除
去術を施行した．術後 14 日目に上皮化を認め同部の疼痛
は消失し，現在術後 9 か月経過しているが，エックス線
画像にて骨増生を認めている．

結　　　語
　インプラント周囲炎は MRONJ の起点となり，病的骨
折等，重篤化するリスクが高いと報告されている．この
ような症例を念頭に置いて全身状態の変化や投薬内容に
応じた適切なメインテナンスを行う必要がある．

1O-2-1

インプラント周囲炎を契機としたベバシズマブ関連顎骨壊死の 1 例
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　顎骨欠損症例では，機能回復を図るため顎義歯の装着
が必須となるが，一般的な義歯に比較し，その口腔内の
状態から顎義歯の維持を求めることが困難とされる．
　一方，平成 24 年の保険制度改正により一部の症例およ
び施設においてインプラント治療が健保適応となった．
われわれは，健保適応となった広範囲顎骨支持型補綴と
して，顎骨欠損に対してインプラント支台のオーバーデ
ンチャーを装着した症例を（一社）日本顎顔面補綴学会
第 32 回学術大会において報告した．今回はその経過につ
いて報告する．

対象と方法
　患者は 71 歳，男性．咀嚼障害を主訴として他施設から
の紹介により，平成 24 年 5 月に当院口腔外科に来科した．
下顎骨両側の歯肉癌および舌癌により，両側の下顎骨切
除術，舌部分切除術，頸部郭清術が施行されていた．口
腔外科担当医から，顎義歯作製依頼があり顎顔面補綴科

を受診．口腔外科および補綴科担当医で検討した結果，
広範囲顎骨支持型補綴を提案し，患者の同意が得られた
ため，各種検査を行った後にインプラント治療に着手し
た．平成 25 年 10 月に下顎前歯から小臼歯部にかけて，4
本のインプラント埋入手術を施行した．その後，通法に
従い全部床義歯型のインプラントオーバーデンチャーを
作製し，平成 26 年 11 月に装着した．その後，経過観察
を行なっている．

結　　　果
　保険適用のインプラント材料には制約があり，限られ
た材料を使用しての対応であったが，自費治療に比較し
て患者の費用負担も少なく，装着したインプラントオー
バーデンチャーは強固な維持を獲得し，患者の満足が得
られた．「食べられる食品リストアンケート」「グミによ
る咀嚼能力測定」「咬合力」「咬合面積」を評価した結果，
良好な経過を示した．

1O-2-2

下顎骨欠損に対して広範囲顎骨支持型補綴を応用した症例

○村上　弘 1），木本　統 1），長尾　徹 2）　　　　　　　 　

1）愛知学院大学歯学部高齢者・在宅歯科医療学講座
2）愛知学院大学歯学部顎顔面外科学講座　　　　　

A case report of the maxillofacial prosthetic treatment 
with implant over denture for mandibulectomy patient

○MURAKAMI Hiroshi 1），KIMOTO Suguru 1），NAGAO Toru 2）　　　  　　

　　　　　　　　1）Department of gerodontology and home care dentistry, school of dentistry, 
　　　　　　　　　 Aichi Gakuin university
　　　　　　　　2）Department of maxillofacial surgery, school of dentistry, Aichi Gakuin university
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　永久歯の先天性欠如は，その発現部位や欠如歯数によっ
てさまざまな歯列咬合異常を誘発するため，継続的に口
腔管理を行う必要がある．その過程で，成人になり先行
乳歯が脱落した場合には，永久歯欠損治療として矯正治
療やブリッジ，インプラントなどが必要になる．今回わ
れわれは，両側上顎犬歯先天性欠如に対してインプラン
ト治療を行った 1 例を経験したので報告する．

症　　　例
　患者は 20 歳の男性，審美障害を主訴に当科を紹介受診
した．術前 CT 検査にて両側上顎乳犬歯部に囊胞様透過
像を認め，左側上顎乳切歯唇側の歯槽骨は完全に消失し
ていた．そこで，抜歯窩に上顎結節から採取した自家骨を
用いたソケットプリザベーションを行った．4 か月の待
機期間後，両側上顎犬歯部にインプラント体（NC3.3mm×
10mm，straumannⓇ BLT Implant RoxolidⓇ SLActiveⓇ）
をインプラント体と唇側歯槽骨間の距離を 2㎜程度確保
した状態で 2 本埋入した．その後，暫間補綴装置にて歯
肉の形態調整を行った．そして，スクリュー固定による
ジルコニア冠の最終補綴装置を装着した．

考察および結論
　上顎前歯部のインプラント治療は，審美領域のため，
高い審美性や機能性，清掃性などを兼ね備えた長期的に
安定した補綴装置を装着することが求められる．そのよ
うな長期に安定したインプラント補綴治療を実現するた
めには，2 mm 以上の幅の唇側骨および十分な歯肉の厚
みが必要である．

　手技としては，何らかの理由で抜歯適応の歯が存在し
ている場合と，すでに歯を喪失し歯槽骨が陳旧性に治癒
している場合の二つの状況が考えられ，それぞれ対応方
法に違いがある．抜歯適応の歯が存在している場合は，
抜歯後に歯槽骨の吸収が生じてしまうため，抜歯窩即時
インプラント埋入の適応となる場合がある．しかし，抜
歯窩即時インプラント埋入を行った研究の中で，骨吸収
は舌側より頰側で大きく，抜歯窩即時インプラント埋入
を行っても，抜歯窩の骨壁に起こるリモデリングを阻止
でないこともある 1）．そこで，抜歯後の骨吸収を最小限
に抑え，かつ患者にも低侵襲なソケットプリザベーショ
ンが行われている．Avila-Ortiz 2）らによるソケットプリ
ザベーションの効果についてのシステマティックレ
ビューによると，ソケットプリザベーションは抜歯後の
水平的，垂直的骨吸収を抑制するのに効果的である．本
症例においても自家骨を用いたソケットプリザベーショ
ンを併用したインプラント治療を行い，良好な結果が得
られた．本法は上顎前歯部に対するインプラント治療と
して有効な方法であると考えられた．

参考文献
1） Schropp L, Isidor F, Kostopoulos L, Wenzel A: 

Patient experience of and satisfaction with, delayed-
immediate vs .  delayed s ingle-tooth implant 
placement. Clin Oral Implants Res. 15: 498-503, 2004．

2） Avila-Ortiz G, Elangovan S, Kramer KW, Blanchette D, 
Dawson DV. Effect of alveolar ridge preservation 
after tooth extraction: a systematic review and meta-
analysis. J Dent Res, 93: 950-958, 2014．

1O-2-3

両側上顎犬歯先天性欠如に対してインプラント治療を行った一例

○大杉真央，森　　悟　　 　
医療法人社団健口会もり歯科

A case report of implant treatment for the congenitally missing permanent teeth 
of the maxillary canines on both sides

○OSUGI Mao，MORI Satoru　　　　　　　 　

Medical corporation Kenkoukai Mori Dental Clinic
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　帯状疱疹は水痘・帯状疱疹ウイルスの回帰感染により
生じ，帯状疱疹後神経痛をはじめ，時に重篤な合併症を
生じる．今回われわれは，インプラント周囲炎との鑑別
を要した三叉神経第Ⅱ枝，Ⅲ枝領域に生じた帯状疱疹に
起因した下顎骨骨髄炎の症例を経験したので報告する．

症　　　例
　症例は，69 歳男性．2019 年 10 月，右下 654 インプラ
ント周囲歯肉の疼痛および右側顔面痛を主訴に来院した．
右下 654 インプラント周囲炎あるいは右側下顎骨骨髄炎
および右側顔面帯状疱疹の診断の下，入院下にセフトリ
アキソン 2g/ 日を 6 日間およびアシクロビル 750mg/ 日
を 8 日間投与したところ，顔面膨疹およびインプラント
周囲の疼痛は軽快した．第 4 病日には帯状疱疹後神経痛
への移行を認めたためプレガバリンの内服を開始し，症
状の改善が見られ第 15 病日に当科を退院した．外来での
内服治療を行ったところ同年 12 月末頃には神経痛は消失
した．現在治療開始後 2 年が経過しているが症状再燃な

く，右下 654 インプラントも問題なく経過良好である．

考察および結論
　帯状疱疹が，三叉神経第Ⅱ，Ⅲ枝領域に発症した場合，
続発的に歯の脱落や顎骨骨髄炎，顎骨壊死を発症すると
いう報告がある．発症機序としては，水痘・帯状疱疹ウ
イルスによる閉塞性血管炎による血流障害により生じる
とされている．神経線維の末梢に移動したウイルスが伴
走する血管に感染し血管炎を引き起こした結果，下顎骨
の虚血性変化が生じると考えられている．帯状疱疹の続
発症の 1 つとしての顎骨骨髄炎を念頭において治療にあ
たることで不用意な抜歯やインプラント除去は防げると
考えられた．

参考文献
1） 北岡祐美，宮澤英樹：日本有病者歯科医療学会誌 17: 

169-171, 2008.
2） 山本雅子，西江宏行，中塚秀輝：日本ペインクリニッ

ク学会誌 26: 62-66, 2019.

1O-2-4

インプラント周囲炎との鑑別を要した帯状疱疹に続発した下顎骨骨髄炎の 1 例

○白井博之，徳善紀彦，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

A case of mandibular osteomyelitis followed by infection with herpes zoster 
that was necessary to distinguish from peri-implantitis

○SHIRAI Hiroyuki，TOKUZEN Norihiko，KURIBAYASHI Nobuyuki，UCHIDA Daisuke

Dept. Oral. Max. Surg., Ehime Grad. Univ., Sch. Med　　　　　　　                  　　　　　　　　　
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　インプラント埋入時の過大なトルクや不適切な咬合は
インプラント体の破損の原因となる．破損したインプラ
ント体の修理は原則不可能である．エクスターナルコネ
クションでは回転や側方力によりアバットメントスク
リューが緩みやすく，まれに回転防止機構であるエクス
ターナルヘキサゴンの破損が報告されている．
　われわれはエクスターナルヘキサゴンの破損に対しイ
ンプラント体を除去した症例と保存させた症例を経験し
たので報告する．

症　　　例
　症例 1：83 歳男性．2009 年 2 月に左下 6，7 部にイン
プラント 2 本が 45Ncm 強でトルクレンチを用い埋入さ
れた．9 月に金属冠による上部構造が装着された．2012
年 3 月にアバットメントの破折あり左下 6 はプロビジョ
ナルクラウンに交換されるもその後も動揺が断続的に確
認された．2013 年 10 月にエクスターナルヘキサゴンの
破損が確認され除去が勧められたが保存を希望した．
2021 年 6 月プロビジョナルクラウンの破折を主訴に当科

を初診した．破損したインプラント体は保存困難と判断，
除去手術を施行した．
　症例 2：69 歳女性．2011 年 11 月に左下 6 部にインプ
ラントが 20Ncm で埋入され 2013 年 6 月にメタルボンド
による上部構造が装着された．その後アバットメントス
クリューの緩みが複数回あった．上部構造動揺の自覚か
ら受診まで 1 か月程度要することがしばしばあった．
2017 年 8 月にプラットフォーム一部破損があったが強い
希望により保存させた．2019 年 7 月にはエクスターナル
ヘキサゴンの破損を認め，回転防止機構を持たない補綴
用パーツを用い隣在歯金属冠と簡易的なキーアンドキー
ウェイを作成し可及的に連結しその後動揺は認められな
い．

考察および結論
　埋入時の過剰なトルクや埋入位置，咬合力を背景に上
部構造が動揺したまま使用したことがエクスターナルヘ
キサゴンの破損原因と思われた．手術手技や咬合の管理
が肝要であるが，使用時に問題があればすぐに受診する
よう患者への情報提供も必要だと思われた．

1O-3-1

エクスターナルヘキサゴンの破損に対応した 2 症例

○片桐　渉，竹内涼子，橋爪孝介，齋藤直朗　 　　 　
須田大亮，長谷部大地，船山昭典，小林正治　  　
新潟大学大学院医歯学総合研究科組織再建口腔外科学分野

Two cases of damaged external hexagon

○KATAGIRI Wataru，TAKEUCHI Ryoko，HASHIZUME Kosuke，SAITO Naoaki
　　　　 　SUDA Daisuke，HASEBE Daichi，HUNAYAMA Akinori，KOBAYASHI Tadaharu

　　　　　　Division of Reconstructive Surgery for Oral and Maxillofacial Region, 
　　　　　　Faculty of Dentistry & Graduate School of Medical and Dental Science, Niigata University
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　口腔癌術後は広範囲の顎骨欠損を伴い，顎口腔機能の
再建が困難であることが多い．2012 年に広範囲顎骨支持
型装置が保険収載され，より多くの口腔癌患者にインプ
ラント治療が行われるようになり，QOL の向上に寄与し
ている．一方で移植骨に埋入する場合など，脱落リスク
が高いと予想される症例も多い．そこで今回われわれは
口腔癌術後に当科にてインプラント治療による咬合再建
を行った患者のインプラント体脱落因子について検討を
行ったので，その概要について報告する．

対象と方法
　1996 年から 2020 年までに口腔癌術後患者に当科にて
インプラント治療による咬合再建を行った 31 例（147 本）
のうちインプラント体の脱落を認めた 10 例（23 本）を
対象とした．性別，埋入時年齢，埋入部位，基礎疾患，
埋入後年数，早期脱落の有無，骨造成の有無，放射線治
療歴の有無，脱落理由について検討した．

結　　　果
　インプラント体脱落率は 16％，残存率は 84％であった．
男性は 6 例，女性は 4 例，年齢平均値は 61 歳であった．

脱落部位は上顎が 1 本，下顎は 22 本であった．基礎疾患
は糖尿病が 2 例，悪性腫瘍が 2 例，高血圧症が 2 例であっ
た．埋入から脱落までの期間は平均 5.8 年であり，早期
喪失は 4 本，後期喪失は 19 本であった．移植骨への埋入
は 19 本，既存骨への埋入は 4 本であった．放射線治療歴
のある顎骨での脱落は 18 本であった．脱落理由は感染が
12 本，動揺が 2 本，骨接合不良が 4 本，腫瘍の再発に伴
い脱落した本数は 5 本であった．

考察および結論
　本検討により移植骨や放射線治療歴のある顎骨へのイ
ンプラント埋入は脱落のリスクとなることが示唆された．
一般にインプラント体の 10 年残存率は 90％程度とされ
ており 1），今回の検討ではやや低い結果であった．口腔
癌患者におけるインプラント治療は一般的なインプラン
ト治療よりも脱落リスクが高いことを考慮し，慎重なメ
インテナンスを行うことが重要と考えられる．

参考文献
1） Lekholm, U. et al. Int. J. Oral Maxillofac. Implants 14, 

639-645, 1999.

1O-3-2

口腔癌患者における咬合再建後のインプラント体脱落に関する検討

○福地峰世，髙野裕史，有馬実咲，及川湧基　　
鈴木昇建，石田　昴，伊東慶介，鈴木兼一郎
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　　　　　　

Analysis of dental implant failure for oral cancer patients after occlusal reconstruction

○FUKUCHI Mineyo，TAKANO Hiroshi，ARIMA Misaki，OIKAWA Yuuki
　　　　　　　SUZUKI Shoken，ISHIDA Subaru，ITOU Keisuke，SUZUKI Kenichiro
　　　　　　　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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　歯科インプラントは，欠損補綴治療の選択肢の一つと
して有力な治療法である．しかし，歯科医師の技術や解
剖学的知識の不足などにより，歯科インプラント治療の
トラブル症例を散見する．なかでも，上顎は海綿質に富み，
緻密質は薄く，歯の喪失に伴い歯槽突起部が大きく吸収
する．さらに上顎洞が存在するため，トラブルが重篤に
なることがある．
　今回，上顎インプラント治療のトラブル症例を検討し，
問題点を明らかにするとともに，今後の課題について検
討したので報告する．

対象と方法
　1998 年 4 月から 2021 年 3 月までに，当科を受診した
歯科インプラント手術による上顎に関連したトラブル症
例で，全身麻酔下に外科治療を施行した 24 名を対象とし
た．性別では男性 11 例，女性 13 例で，年齢 27 歳〜 98
歳（平均年齢 63.8 歳）であった．これらに対して，診療
録および手術記録をもとに後ろ向きに検討した．

結　　　果
　来院理由はインプラント周囲炎が最も多く，ついで上
顎洞内インプラント迷入であった．来院経路はインプラ
ント治療医以外からの歯科医師が最も多かった．歯科イ
ンプラント治療後から症状発現までの期間は，外科的合

併症では 1 年未満，生物学的合併症では 5 〜 9 年，10 〜
14 年が多かった．外科治療はインプラント体除去術が全
例に施行されていた．外科治療後に再治療を希望するも
のは少なかった．

考察および結論
　外科的合併症は，術中・術後の比較的早期に起こる傾
向で，治療手技との因果関係が明確であった．これらを
回避するためには，解剖学，放射線学，クラウンブリッ
ジ補綴学，歯周病学などの総合的な見地から知識を習得
することが重要である．
　安心・安全・良質な歯科インプラント治療を患者に提
供するためには，普段からの病診連携をもとに，地域の
インプラント治療医との間で必要な情報連携を充実させ
ることが必要である．ICT を活用したネットワークを構
築することで，こうした情報連携を効果的に進めること
ができ，地域における質の高い医療の提供に寄与するも
のと思われた．

参考文献
1） 臼田　慎，川名裕正：顎顔面インプラント誌 16: 89-

100, 2017.
2） 公益社団法人日本顎顔面インプラント学会学術委員会

トラブル調査作業部会：顎顔面インプラント誌 11: 31-
39, 2012.

1O-3-3

上顎インプラント治療のトラブル症例を再考する

○沖田美千子 1），針谷靖史 1），石戸克尚 2, 3）　　　

原田雅史 1），山城貴愛 1）　　　　　　　　　　　　　　

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　　　　　　　
3）富山大学学術研究部医学系歯科口腔外科学　

Reconsideration of the complicated cases of maxillary implant treatment

○OKITA Michiko 1），HARIYA Yasushi 1），SEKIDO Katsuhisa 2, 3）　　　　　　  　　

HARADA Masashi 1），YAMASHIRO Kie 1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　 　

　　　　　　　　1）Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Teine Keijinkai Hospital
　　　　　　　　2）Department of Dentistry and Oral Surgery, Toyama Red Cross Hospital
　　　　　　　　3）Department of Oral and Maxillofacial Surgery, and Comprehensive Oral Science, 
　　　　　　　　　 Faculty of Medicine, University of Toyama
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　インプラント体の力学的挙動は顎骨の形態，骨質，部
位によって異なる．
　今回われわれは上下顎臼歯部に埋入した同一サイズの
インプラント体について，埋入時，二次手術時，上部構
造装着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 2010 年から 2021 年の間に上下顎臼歯部に
5.0/9mm の 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，上部構造装着時に動揺
度の計測を行った男性 27 本，女性 26 本の計 53 本（上顎
臼歯 38 本，下顎臼歯 15 本）とした．
　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．
統計解析は一元配置分散分析を用いた．

結　　　果
　インプラント体の平均 Pt 値は上顎臼歯部ではそれぞれ
埋入時：6.8 ± 7.5，二次手術時：－0.8 ± 2.9，上部構造装
着時：－3.3 ± 1.9 であった．下顎臼歯部ではそれぞれ埋
入時：1.8 ± 8.5，二次手術時：－3.7 ± 2.5，上部構造装着
時：－4.7 ± 0.8 であった．各時期において上下顎ともに
統計学的有意差（<0.05）を示した．

考察および結論
　上下顎ともに経時的に低下傾向を示し，SD も縮小した．
またいずれにおいても下顎の方が低値を示し安定する傾
向であった．インプラント体の動揺度は埋入時の動揺度
と関連せずに経時的に低下傾向を示すことが示唆された．

1O-3-4

上下顎臼歯相当部欠損に埋入したインプラント体の動揺度の推移

○野並久晃 1），赤城裕一 1），福澤　智 2），貝淵信之 1），菅野勇樹 1）　　
熊坂　士 1, 3），酒向　誠 1），藤井俊治 1, 4），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
　　　　　　　　　　 3）TMG あさか医療センター歯科口腔外科
　　　　　　　　　　 4）日本大学歯学部口腔外科学講座

Changes in the mobility of implants placed in the upper and lower molar region

○NONAMI Hisaaki 1），AKAGI Yuich 1），FUKUZAWA Satoshi 1,2），KAIBUCHI Nobuyuki 1）　　　  　

KANNO Yuki 1），KUMASAKA Akira 1, 3），SAKO Makoto 1），FUJII Toshiharu 1, 4）　　　　　　　　　

KOGA Yoko 1），OKAMOTO Toshihiro 1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　

　　  1）Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Women’s Medical University School of Medicine
　　  2）Department of Oral and Maxillofacial Surgery Faculty of Medicine, University of Tsukuba
　　  3）TMG Asaka Medical Center Oral and Maxillofacial Surgery
　　  4）Nihon University school of Dentistry Department of Oral and Maxillofacial Surgery



189
日本顎顔面インプラント学会誌
Vol. 20, No. 3, 2021

目　　　的
　今回われわれは，口腔癌術後インプラント補綴作製時
に難渋し，口腔内再建組織より採取した分層植皮による
顎堤形成術を行ったので報告する．

症　　　例
　患者は 52 歳女性，正中部口底癌（cT2N0M0）の診断
の元，口底癌切除・下顎骨辺縁切除・右肩甲舌骨筋上郭
清術・左顎下部郭清術，インプラント埋入術（右側下顎 3・
6 番部，左側下顎 1・3 番部），左前腕皮弁による即時再
建術が施行された．術後口腔内所見では口底および両側
下顎前歯部歯槽堤は切除され，同部は前腕皮弁で被覆さ
れていた．術後 3 か月，顎義歯を作製するも二度の義歯
破折を認めた．腫瘍切除後 1.5 年経過し，腫瘍の再発・
転移を認めなかったため，切除側インプラントの二次手
術を 2 回施行した．しかし，可動性を有する皮弁と歯肉
の境界において持続的なインプラント周囲炎を認め，ア
バットメント装着困難であった．広範囲な非可動粘膜獲
得が必要であったため，口腔内再建組織より採取した分
層植皮による顎堤形成術施行した．口腔内の前腕皮弁よ
り移植皮弁を採取し，皮弁と下口唇粘膜面の境界に沿っ

て切開し，口腔前提拡張術を行った．インプラント周囲
に移植皮弁を縫着し，唇舌側創部はポリグリコール酸シー
トおよびフィブリン糊スプレーを貼付した．創面の保護
と安静のため歯周パックを貼付し，事前に唇側床縁部を
延長させた旧義歯を装着し，スクリューにて義歯を固定
し，手術終了とした．術後 2 週間でスクリュー・歯周パッ
クを除去し，術後 4 週間まで義歯による固定を継続した．
術後 2 年 6 か月経過後インプラント体周囲の歯肉粘膜の
後戻りはなく健全であり，皮弁に壊死は全く生じなかっ
た．

考察および結論
　本術式は再建外科医との連携は必須であるが，手術は
口腔内のみであり，口腔内再建組織は知覚がないため術
後疼痛も軽減されると考えられた．また，後戻り防止と
創面保護にスクリューによる義歯固定法 1）は非常に有用
であった．

参考文献
1）鍋島弘充，他：愛院大歯誌 34: 287-295, 1996.

1O-4-1

口腔癌術後の再建組織より採取した分層植皮により顎堤形成術を施行した 1 例

○重永一輝，有本智美，武田大介，木本　明，長谷川巧実，明石昌也
神戸大学大学院医学研究科外科系講座口腔外科学分野　　　　　　　 　　

A case of vestibuloplasty with split thickness skin graft was harvested 
from reconstructive soft tissue after oral cavity cancer resection

○SIGENAGA Kazuki，ARIMOTO Satomi，TAKEDA Daisuke，KIMOTO Akira 　
HASEGAWA Takumi，AKASHI Masaya　　　　　　　　　　　　　　　　  　

Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Kobe University Graduate School of Medicine
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　超高齢社会の現在，インプラント補綴を行った患者が
要介護状態になった症例を通して長期的にどのように向
き合ったのかを報告したい．

症例の概要
　症例 1：患者は 60 歳女性　1999 年 5 月下顎左側臼歯部
咀嚼障害を主訴に来院．オトガイ部を避けて 25.26 部に
インプラント（IMZ インプラントシステム　フリアデン
ト社製 直径 3.3mm，長さ 13.0mm）を補綴した．患者は
口腔衛生に対して関心が高く定期的に来院していた．
2010 年頃よりスクリューの緩みに患者自体が気付かなく
なる（時折スクリューが緩む）．また，リコールを忘れる
ことが多く夫と医療面接を行うと患者の日常に認知症の
周辺症状（無気力）を認めるとのこと．感染所見を認め
なかったが IMZ インプラントを除去してインターナルイ
ンプラント（アンキロスインプラントシステムデンツサ
プライ IH 社製　15 部直径 3.5mm，長さ 9.5mm）を 3 本
補綴を行った．オーバーデンチャーには強く抵抗を示し
た．2018 年大腿骨骨折後認知症状が重篤化してセルフケ

アが難しくなってきた．現在は当院衛生士，夫，娘と 3
人で口腔ケア計画を作成し 2021 年現在安定的に推移して
いる．症例 2：65 歳女性　2003 年総義歯を装着していた
が固定式の歯にしたいと来院，医療面接の結果，骨維持
のインプラント補綴を選択，上顎 8 本下顎 7 本埋入して
2005 年に補綴を終了した．その後リコールに応じず 2012
年にインプラント脱離にて来院フィクスチャーの破折に
て来院，2011 年に脳梗塞に罹患して軽度の片麻痺を認め
るが家族の介護は期待できない環境の為上顎インプラン
トオーバデンチャーとした．その後来院が途絶え 2017 年
家族より連絡があり下顎のインプラントが脱離したと連
絡がありセルフケアが不可能と判断して下顎もオーバデ
ンチャーとした．

考察および結論
　要介護状態になると本人セルフケアの能力，家族のケ
ア力，施設の理解度，かかりつけ訪問口腔ケアの有無な
どを包括的に判断し，個人にあった治療計画およびケア
プランを作成するべきであると考えている．

1O-4-2

インプラント補綴後長期経過した 2 症例の臨床的検討

○五十嵐三彦 1, 2, 3），加藤仁夫 1）　　　　　　　　
1）日本大松戸歯学部付属病院口腔インプラント科
2）日本大学松戸歯学部組織学講座　　　　　　　
3）いがらし歯科医院　　　　　　　　　　　　　

Clinical study of 2 cases long-term outcome after implant prosthesis

○IGARASHI Mitsuhiko 1, 2, 3），KATO Takao 1）　　　　　　　　　　　  　

　　　　　　　　　1）Department of Oral Implants, Nihon University School of Dentistry Matsudo
　　　　　　　　　2）Department of Histology, Nihon University School of Dentistry at Matsudo
　　　　　　　　　3）Igarashi Dental Clinic
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　無歯顎または無歯顎に至る症例に対し，骨増生は行わ
ずに，前方（前歯部）は歯軸方向に両側に 1 本ずつ，後
方（臼歯部）は上顎洞や下顎管などを避けて両側に 1 本
ずつ，合計 4 本のインプラント体を埋入し即時荷重を行
う All-on-4 concept を用いた報告は散見されるが，本邦
において，複数例の治療成績について検討を行った報告
は少ない．今回，上下顎に All-on-4 concept を用いて治
療を行い，上部構造装着後 3 年以上経過した症例につい
て検討を行ったので報告する．

対象と方法
　本研究は，2015 年 8 月から 2018 年 6 月までに，All-
on-4 concept に 基 づ き イ ン プ ラ ン ト 体（Bone Level 
Tapered, Straumann AG, Basel, Switzerland）の埋入を
行い，最終上部構造を装着した 57 例，230 本のうち，45
例（上顎 23 例，下顎 22 例），182 本（上顎 94 本，下顎
88 本）を対象とした．これらについて，インプラント体
の長さ，埋入時の初期固定値，術後 1 年以上経過時の辺
縁骨吸収量，脱落本数の検討を行った．

（昭和大学倫理審査承認番号 DH201802303）

結　　　果
　男性 25 例，女性 20 例で平均年齢は 55.8 ± 10.1 歳であっ
た．平均観察期間は 57.4 ± 8.4 か月であった．インプラ
ント体の長さは 8mm が 3 本，10，12，14mm が 77 本，
16，18mm が 102 本であった．埋入時の初期固定値は
35Ncm 未満が 6 本，35 〜 50Ncm 未満が 22 本，50Ncm
以上が 154 本であった．術後 1 年以上（平均 18.6 ± 6 か月）
経過時の辺縁骨吸収量は，上顎では前方が0.61±0.57mm，
後方が 0.18 ± 0.34mm で，下顎では前方が 0.18 ± 0.39mm，
後方が 0.14 ± 0.28mm であった．脱落したインプラント
体は1例に1本認め，上顎左側後方部に埋入されたもので，
長さは 18mm，埋入時の初期固定値は 50Ncm 以上で，脱
落までの期間は 32 か月であった．インプラント体レベル
での残存率は，上顎で 98.9％，下顎で 100％であった．

考察および結論
　海外における Malo らの中長期経過報告において残存
率が上顎93％，下顎94.7％，辺縁骨吸収量が1.18〜1.72mm
と良好な経過を示している．本研究においても経過観察
期間は異なるが，海外の報告と比較してもインプラント
体の残存率は高く，辺縁骨吸収量も抑えられており，良
好な結果が示された．

1O-4-3

All-on-4 concept に基づいた上下顎インプラント治療の 3 年以上経過後の臨床的検討

○上杉崇史 1, 2），下尾嘉昭 1, 3），宗像源博 2），佐藤大輔 2）

山口菊江 2），藤巻理也 1），渡辺多恵 1），岩元健剛 1）

金　柔炅 2），石川　潤 1）　　　　　　　  　　　　
1）マロ・クリニック東京　　　　　　　　　　　　　　
2）昭和大学歯学部インプラント歯科学講座　　　　　　
3）東京歯科大学病理学講座　　　　　　　　　　　　　

A retrospective clinical study of “All-on-4” Immediate-Function Concept 
for Edentulous Maxillae and Mandible over 3 years

○UESUGI Takashi 1, 2），SHIMOO Yoshiaki 1, 3），MUNAKATA Motohiro 2），SATO Daisuke 2） 　　  　

YAMAGUCHI Kikue 2），FUJIMAKI Michiya 1），WATANABE Tae 1），IWAMOTO Kengoh 1）

KIM You-Kyoung 2），ISHIKAWA Jun 1）　　　　　　　　　　　　　　　　                     　　　　　　　　　　　　　　　　　  　

　　  1）Malo Clinic Tokyo
　　  2）Department of Implant Dentistry, Showa University School of Dentistry
　　  3）Department of Pathology, Tokyo Dental College
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　下顎骨の高度歯槽骨吸収では，義歯によるオトガイ神
経の神経障害性疼痛が生じ，補綴治療に難渋することが
ある．従来の方法として下歯槽神経移動術があるが，後
戻りやオトガイ神経知覚鈍麻が問題として挙げられる
1）．今回，われわれはオトガイ神経下方移動術，骨造成
を行った後にインプラント補綴を行い，良好な結果が得
られたのでその概要を報告する．

対象と方法
　69 歳，女性．20XX 年 3 月下旬に義歯装着時の下顎歯
肉の電撃痛を主訴に近歯科医院を受診後，精査加療目的
に当科紹介受診となった．パノラマエックス線・CT にて，
高度下顎骨吸収とオトガイ孔の顎堤上への開口を認めた．
全身麻酔下にオトガイ孔周囲の外側皮質骨骨切りを行い，
これを en-block で採取した．次に下歯槽神経に沿ってグ
ルーブを形成し，顎骨内の神経束を伸展させ，下方へ移
設した．採取した皮質骨の中央に溝を形成し，反転させ，
神経を下方に圧排した状態で復位させ，骨縫合にて固定
した．次に自家腸骨海綿骨細片（PCBM）をオトガイ孔
周囲の歯槽頂に移植し，チタンメッシュプレートで固定
した．二期的にインプラント埋入後，インプラント義歯

を装着した．術後 4 か月目にチタンメッシュプレートを
除去し，インプラント体を埋入した後，インプラントオー
バーデンチャーを装着した．

結　　　果
　術後は下歯槽神経麻痺を認めたが，術後 3 か月より症
状は改善した．また，義歯装着時の疼痛も改善した．術
後 2 年経過し，移設したオトガイ孔の後戻りは認めてい
ない．

考察および結論
　今回，われわれは高度歯槽骨吸収による義歯装着時の
オトガイ神経の神経障害性疼痛を有する症例に対して，
移動した神経の上方にブロック骨を移植することにより
術後の後戻りを抑制することができた．また，同時に骨
造成を行うことでインプラント補綴治療が可能となり，
咀嚼能力が改善した．本術式は，高度歯槽骨吸収を有す
る患者の QOL 向上に有用であると考えられた．

参考文献
1） 定永健男：咬み合わせの科学．日本顎咬合学会誌 27: 

78-83, 2007.

1O-4-4

高度歯槽骨吸収症例に対してオトガイ神経移動術と骨造成を併用し，
インプラント補綴治療を行った一例

○野海健太，金氏　毅，久保田壽樹，福井丈仁　  　
平山聞一，清宮弘康，永田順子，山下善弘　  　
宮崎大学医学部感覚運動医学講座顎顔面口腔外科学分野

A case of alveolar bone resorption with implant prosthetic treatment using 
a combination of alveolar nerve repositioning and osteogenesis

○NOUMI Kenta，KANEUJI Takeshi，KUBOTA Toshiki，FUKUI Takehito
HIRAYAMA Bunichi，KIYOMIYA Hiroyasu，NAGATA Junko　　　　
YAMASHITA Yoshihiro　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Department of Medicine of Sensory 　 　
and Motor Organs, Faculty of Medicine, University of Miyazaki　　　　　　　　 　
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　われわれは上顎洞底挙上術における挙上スペースの組
織像の経時的変化を類推するためイヌ前頭洞に挙上ス
ペース形成，インプラント体埋入を行い，HE 染色非脱
灰研磨標本にて挙上スペース内のインプラント界面を光
学顕微鏡で観察してきた．今回，インプラント体表面性
状の違いと補填材の有無がその接触状態へ及ぼす影響を
検討した 

材料および方法
　雌ビーグル犬 9 匹，インプラント体は市販品からハイ
ドロキシアパタイトインプラント（HA）16 本と粗造面
チタンインプラント（RS）14 本を用いた．補填材は
β-TCP の有無であり（＋）となし（－）に，全体を HA
－群，RS －群，RS ＋群に分け比較した．インプラント
体は片側の前頭洞に 2 本，1 匹あたり両側で計 4 本を埋
入した．観察期間は 3，6 か月および 2 年，観察方法はこ
れまでの実験と同様に行った．

結　　　果
　新生骨被覆割合は RS －群 6 か月 42.0 ± 2.6% が最低で
他はすべてそれ以上であった．新生骨のインプラント接
触率（BIC）は HA －群 3 か月 79.9 ± 9.6%，6 か月 79.9
± 14.7%，2 年 92.3 ± 0.5% で 80％以上の高い値を示した．
RS －群は 3 か月 3.8 ± 3.5%，6 か月 0 と極端に低下し，
RS ＋群は 3 か月 51.0 ± 18% で両者の中間の値であった．
新生骨硬組織 の 1 接触部あたりの平均接触周長（硬組織
接触周長）は HA －群は 3 か月 973.1 ± 826.0µ，6 か月
781.7 ± 839.7µ，2 年 1603.3975µ と 1mm 前後と長く，RS
－群は 3 か月 90.4 ± 66.2µ，6 か月 0 と短く ,RS ＋群は 3
か月 477.3 ± 419.1µ で両者の中間的な長さであった．HA
－群は BIC および硬組織接触周長ともに高値で RS －群
は極端に低かった，RS ＋群は中間であった．

考察および結論
　インプラント表面性状の違いと補填の有無は挙上ス
ペース内での新生骨とインプラント体の接触状態に影響
を与えた．

1O-5-1

イヌ前頭洞に洞粘膜挙上・インプラント埋入を行った動物実験

○渡辺孝夫 1），Revan Kumar Joshi 2），木本一成 3）　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　1）神奈川歯科大学
　　　　　　　　　　　　2）D.A.P.M. RV Dental College
　　　　　　　　　　　　3）神奈川歯科大学歯学部社会歯科学系健康科学講座口腔保健学分野

An animal experiment with lifting sinus membrane 
and implant placement using canine frontal sinus e

○WATANABE Takao 1），Revan Kumar Joshi 2），KIMOTO Kazunari 3）　　　　　　  　

　　　　　　　1）Kanagawa Dental University
　　　　　　　2）D.A.P. M. RV Dental College
　　　　　　　3）Department of Disaster Medicine and Dental Sociology, Graduate School of Dentistry, 
　　　　　　　　 Kanagawa Dental University
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　上顎洞底挙上術にはさまざまな骨補填材が用いられて
いるが，吸収性，非吸収性を問わず，その多くはリン酸カ
ルシウム系材料であり顆粒状の形態を有している．この形
状は細部への填入を可能にするが，操作性が悪いという
一面を有する．一方，有機材料と混合し，操作性に優れた
骨補填材が開発されているが，これらの上顎洞庭挙上術
に対する有効性は十分に検証されていない．そこで本研
究では，hydroxyapatite/collagen composite material で
あ る ス ポ ン ジ 状 の ReFit（HOYA techonosurgical, 東
京） 1, 2）および beta-triculcium phosphate と生体吸収性
ポ リ マ ー を 主 成 分 と す る 綿 状 の レ ボ シ ス -J 

（ORTHOREBIRTH, 横浜） 3）を上顎洞底挙上術に用いて，
それぞれの材料による造成骨の特徴を明確にすることを
目的とし移植実験を行った．

材料および方法
　日本白色家兎（2.8 〜 3.0kg）の副鼻腔に直径 8mm の
骨窓を形成し，上顎洞底挙上術モデルを作成した 4）．
ReFit あるいはレボシス -J250 mm3 を填入し，術後 4，8
週後にマイクロ CT を撮影し造成骨量を定量的に評価し
た．またH&E染色およびマッソントリクロム染色を用い，
造成骨の組織学的評価を行った．

結　　　果
　ReFit 群では，術後 4 週には顕著な新生骨の形成を認め，
材料成分はわずかに残存するのみであり，8 週後には新
生骨と母骨との境界は消失し，材料は完全に吸収されて
いた．しかしながら，造成骨量は移植材料の約 40% にま

で減少していた．一方，レボシス -J 群では，術後 4 週で
は顕著に材料の残存を認め，新生骨は母骨周囲あるいは
移植材周囲に確認できた．8 週では，造成領域全域に渡
り材料周囲に新生骨が認められた．造成骨量は術後 4 週
時と 8 週時でほとんど変化は認められなかった．

考察および結論
　ReFit は早期に成熟した新生骨を形成するが，造成骨
量は比較的早期に吸収減量する．一方，レボシス -J は骨
新生に必要な期間は ReFit よりも要するが，新生骨量は
長期間維持されることが示唆された．両者とも操作性が
よく材料自身は完全に吸収置換されるため，それぞれに
よる造成骨の特性を理解して適切な材料を選択すること
が必要である．

　本研究は，長崎大学動物実験委員会の承認を得て施行
した（承認番号：2009171663）．

参考文献
1） Ohba S, Sumita Y, Nakatani Y, Noda S, Asahina I: 

Clin Oral Invest, 23: 2413-2319, 2019.
2） Ohba S, Shido R, Asahina I: J Oral Sci, 63: 295-297, 

2021.
3） Nepola JC, Petersen EB, DeVries-Watson N, Grosland 

N, Fredericks DC: Iowa Orthoped J, 39: 9-19, 2019.
4） Ulu M, KütükN, Cicik MF, Bilge S, Akçay H, Saygili S, 

Tuglu MI, Alkan A: Oral Maxillofac Surg, 22: 443-
450, 2018.

1O-5-2

家兎上顎洞底挙上術モデルにおけるスポンジ状骨補填材と綿状骨補填材の骨造成能の比較

○大場誠悟 1, 2），山本英幸 1, 3），富永梨沙 1, 2），鶴田麗葉 1, 2）　　　
財間大貴 1），四道玲奈 1, 2），住田吉慶 1, 2, 3），朝比奈泉 1, 2）　　
1）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科顎口腔再生外科学　　　　　
2）長崎大学病院口腔・顎・顔面インプラントセンター　　　　　　
3）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科硬組織疾患基盤研究センター

Maxillary sinus floor augmentation by using sponge-like 
and cotton-like graft materials in rabbit

　  ○OHBA Seigo 1, 2），YAMAMOTO Hideyuki 1, 3），TOMINAGA Risa 1, 2），TSURUTA Uraha 1, 2）

　　  ZAIMA Hirotaka 1），SHIDOU Rena 1, 2），SUMITA Yoshinori 1, 2, 3），ASAHINA Izumi 1, 2）

　　　1）Department of Regenerative Oral Surgery, Nagasaki University Graduate School of Biomedical Sciences
　　　2）Center for Oral and Maxillofacial Implants, Nagasaki University Hospital
　　　3）Basic and Translational Research Center for Hard tissue Disease, 
　　　　 Nagasaki University Graduate School of Biomedical Sciences
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　当科における上顎洞底挙上術（ラテラルアプローチ）
の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
　2014 年 12 月〜 2021 年 8 月に当科で上顎洞底挙上術（ラ
テラルアプローチ）を行った 11 名（16 上顎洞）を対象
に後ろ向き調査を行った．調査項目は患者の性別 / 年齢，
同期間のクレスタルアプローチとの症例数の比較，残存
骨高径量（RBH），骨補填材の種類，挙上後の経過観察
期間，インプラント残存率，術中術後の合併症とその対
処法である．

結　　　果
　性別は男 7，女 4 名，年齢は 20 〜 77 歳（平均 54.6 歳）
あった．同期間のクレスタルアプローチは 26 名（39 本）
であり，上顎洞底挙上術全体におけるラテラルアプロー
チの割合は 37.1 % であった．RBH は 0.8 〜 6.6 mm（平
均 2.7 mm），骨補填材はβ-TCP が 2 上顎洞，炭酸アパ

タイト 13 上顎洞，両者の混和が 1 上顎洞であった．埋入
したインプラント体は計 23 本（1.5°テーパー 16 本，6°テー
パー 7 本）．挙上後の経過観察期間は 0.8 〜 49.3 か月（平
均 14.2 か月），同時埋入の 1 本が早期脱落しインプラン
ト体残存率は 95.7 % であった．術中の合併症は洞粘膜穿
孔が 7 上顎洞（43.8 %）で，縫合および吸収性コラーゲ
ンメンブレンにより対応した . 術後に骨補填材の上顎洞
内漏出と皮下出血を 1 上顎洞ずつ認めたが，上顎洞炎の
発症は認めなかった．

考察および結論
　近年は 4 mm 以下の RBH においてもクレスタルアプ
ローチが適応されており 1），侵襲がより大きいラテラル
アプローチの適応は減少している．また初期固定が得ら
れやすいインプラント体の選択やドリリングの工夫によ
り同時埋入の適応も拡大傾向にあると考えている．

参考文献
1） Nedir, Nurdin et al.: Case Rep Dent, 2014: 1-7, 2014.

1O-5-3

当科における上顎洞底挙上術（ラテラルアプローチ）の臨床的検討

　　　　　　　  　○青木尚史 1），福島麻子 1），中根昇吾 1），平井辰宜 2）

　　　　　　　　  　高島裕之 1），水谷友美 1），土屋周平 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分野　　　　 　　　　　　　　　　　　

2）愛知県医療療育総合センター歯科　　　　　　　　　　　　　　　

Lateral approach for sinus floor elevation :A clinical report

○AOKI Naofumi 1），FUKUSHIMA Asako 1），NAKANE Shogo 1），HIRAI Yoshinori 2）

MIZUTANI Tomomi 1），TSUCHIYA Shuhei 1），SHIBUYA Yasuyuki 1）　　　　　　　　

　　　　　　1）Nagoya City University Graduate School of Medical Sciences Department of Oral 
　　　　　　　 and Maxillofacial Surgery
　　　　　　2）Aichi Developmental Disability Center Central Hospital Dentistry
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　自家海綿骨を移植し上顎洞底を挙上する術式が 1980 年
に Boyne, P. J. らによって初めて報告された．本法は 2
回法インプラント植立術であり，侵襲が大きく，期間が
長くかかり移植骨の吸収が大きいと報告されたが，画期
的な方法として現在でも広く行われている．1986 年には
Tatum, H. によって骨移植とインプラント体を同時埋入
する 1 回法が紹介された．1999 年 Lekholm, U. らが多施
設のブローネマルクシステムによる骨移植併用上顎洞底
挙上術を用いて植立した 280 本の予後について，3 年経
過後に 81% は生存したが 19% が脱落し，かつ移植した
骨は吸収する性格をもつと報告した．一方で松浦正朗ら
は 2000 年に自家骨を用いた上顎洞底挙上術（2 回法）を
行った 8 例（腸骨 7 例オトガイ骨 1 例）14 洞 45 本中 1
本のみが脱落しただけという良好な成績を報告してい
る 1）．
　当院では 1993 年に自家腸骨海綿骨移植による上顎洞底
挙上術を 2 回法で施行したのが最初である．それ以降，
donor site として下顎枝外側前縁部や上顎結節部にも自
家骨を求めた．やがてオトガイ部からの Bone Ring 

Technique を用いた上顎洞底挙上術および 1 回法インプ
ラント植立術へと進化していった．なお，現在まで脱落
症例はなく現在も経過観察中である 2）．
　移植材料としては自家骨と人工骨があるが，われわれ
は自家骨に限って使用している．Moy P.K. らも上顎洞へ
の移植材料としては自家骨が最適と考えている 3）．自家
骨には生体拒絶反応は生じず，骨髄中の組織幹細胞によ
り感染にも抵抗できると考えているからである．
　今回われわれは，1993 年から 2021 年にかけて当院で
上顎洞底挙上術を施行した患者 71 例 77 洞 122 本のイン
プラントに関して，術式の変遷とともにその経過を検討
したので報告する．

1） 松浦正朗，他：日本口腔インプラント誌 13（3）: 578-
586, 2000.

2） 伊東隆利，他：補綴臨床別刷 / 成功するインプラント
治療戦略 80-106, 2013.

3） Moy, P.K. et al.: J. Oral Maxillofac. Sug. 51: 857-862, 
1993.

1O-5-4

伊東歯科口腔病院における上顎洞底挙上術の変遷と自家骨への思い

○吉武義泰，篠原正徳，伊東隆利　
医療法人伊東会　伊東歯科口腔病院

Transitions of thinking about maxillary sinus floor elevation 
at Itoh Dent-Maxillofacial Hospital

○YOSHITAKE Yosihiro，SHINOHARA Masanori，ITOH Takatoshi

Itoh Dent-Maxillofacial Hospital　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　
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　CT は種々な改良が進み，現在ではデュアルエナジー
CT が顎口腔領域に応用されている．デュアルエナジー
CT では管電圧が通常の 120 kV とは異なるために，得ら
れる CT 値が変動することが知られている．しかしなが
ら，以前の研究では CT 値の比較的狭い範囲で検討され
たに過ぎない．
　本研究では，異なる多孔性を有するハイドロキシアパ
タイト（HA）ブロックを用いてデュアルエナジー CT か
ら得られる管電圧の違いによる CT 値の変動を検討した．

対象と方法
　被写体として，気孔率 0, 30, 55, 85% の 4 種類の多孔質
HA ブロック（アパセラム，HOYA Technosurgical，東京）
を用いた．CT 装置は Aquilion PRIME （キャノンメディ
カルシステムズ，栃木）を用い，撮影条件はデュアルエ
ナジーでは管電圧 80 kV と 135 kV に設定し，80, 100, 
120, 135 kV の画像を構築した．また，基準画像はシング

ルエナジーを用い，管電圧 120 kV で取得した．画像再
構成関数は軟組織と骨を用いた．画像解析はダイコム画
像解析ソフトウェア（OsiriX）を用い，円形の関心領域

（ROI）を設定して，各 HA ブロックと水領域の CT 値を
計測した．

結　　　果
　デュアルエナジー CT では管電圧が低くなると，CT
値は軟組織と骨の再構成関数ともに上昇した．シングル
エナジーの基準 CT と比較して，デュアルエナジー CT
の 80, 100, 135 kV ではすべての HA ブロックの CT 値に
差がみられた．

考察および結論
　デュアルエナジー CT から得られた CT 値は，標準的
な CT で得られる CT 値との間には差が認められた．デュ
アルエナジー CT での CT 値の計測には注意が必要であ
る．

2O-1-1

デュアルエナジー CT における CT 値の計測

○内藤宗孝，有地榮一郎　　　　  　
愛知学院大学歯学部歯科放射線学講座

Measurement of CT values in dual-energy computed tomography

○NAITOH Munetaka，ARIJI Eiichiro　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Aichi Gakuin University
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　高齢化社会にともない骨粗鬆症患者にインプラント治
療を検討する機会も増加している．インプラント体埋入
時に確実な初期固定を得ることは，インプラント治療の
成否に大きく影響する．特に歯槽頂部皮質骨は硬度があ
る緻密骨であるため，インプラント体の初期固定に関与
する部位と考えられている．今回，骨粗鬆症患者へのイ
ンプラント治療時の指標を得る目的で，下顎骨大臼歯部
における歯槽頂部皮質骨領域と根尖部海綿骨領域の CT
値に関し，骨粗鬆症患者と健常者で比較検討したので報
告する．

対象と方法
　対象は当院にて，大腿骨骨密度と下顎骨 CT 検査を 1
年以内に行った女性閉経後患者（下顎第一大臼歯または
第二大臼歯に欠損を認める）で，大腿骨骨密度が YAM
値 70％以下の骨粗鬆症群 27 名と，YAM 値 80％以上の
健常群 19 名とした．大腿骨骨密度検査は 2 重エネルギー
エックス線吸収測定法（DXA）を用い，骨粗鬆症と健常
の群分けは，若年者平均値に対する割合（%YAM 値）を
算出し行った．下顎骨はマルチスライス CT 装置（Optima 
660, GE）を用いて，スライス厚 2.0mm，間隔 2.0mm の
冠状断面を得た．下顎第一または第二大臼歯中央部と，

同部から近遠心 2mm の 3 部位の冠状断面を欠損部の対
象冠状断面とした．これらの各冠状断面で関心領域（ROI：
4.0mm（頰舌方向） x 10mm（歯軸方向））を設定した．
この ROI の歯槽頂側（4.0mm x 5mm）を皮質骨領域，
また根尖側（4.0mm x 5mm）を海綿骨領域として，各 3
部位の冠状断面の平均 CT 値を各郡で比較した．

結　　　果
　下顎骨大臼歯部の歯槽頂部皮質骨領域と根尖部海綿骨
領域の CT 値は，健常群に比べ骨粗鬆症群で両者とも低
値である傾向を示した．また，根尖部海綿骨領域の CT
値は，骨粗鬆症患群と健常群ともにばらつきが大きかっ
た．

考察および結論
　下顎骨大臼歯部の歯槽頂部皮質骨領域と根尖部海綿骨
領域の CT 値を大腿骨骨密度検査で YAM 値 70％以下の
骨粗鬆症群と YAM 値 80% 以上の健常群で比較したとこ
ろ，骨粗鬆症群は皮質骨，海綿骨ともに低値となる傾向
がみられた．骨粗鬆症患者の下顎骨大臼歯部にインプラ
ント治療を検討する際には，CT 値が低値である可能性
についても留意する必要があることが考えられた．

2O-1-2

骨粗鬆症患者と健常者の下顎骨大臼歯部 CT 値の比較－皮質骨と海綿骨について

○木下英荘，小笠原利行 　
福井総合病院歯科口腔外科

CT value of the cortical and cancellous bone at mandibular molar area in patient 
with osteoporosis comparison with healthy controls

○KINOSHITA Hidetaka，OGASAWARA Toshiyuki　　　　　　

Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Fukui General Hospital
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　2020 年 9 月に日本に導入されたデンタルインプラント
用 の ナ ビ ゲ ー シ ョ ン シ ス テ ム（X-guide Ⓡ，Nobel 
Biocare）はモーショントラッキング技術によりリアルタ
イムに埋入位置を認識できる手術支援システムである．
つまり本システムを利用することで，術者は術中，リア
ルタイムに埋入位置を検証することが可能なため，安全
に，かつ術前の治療計画通りのインプラント埋入手術が
実現できる．
　本研究はダイナミックナビゲーションシステムを使用
する際に，インプラント治療の経験値が埋入精度に影響
を及ぼすのかを検討することである．

対象と方法
　研究の対象としては①インプラント埋入経験のない 12
名の歯科医師，②インプラント埋入経験が十分にある歯
科医師 3 名の 2 群とした．下顎模型に対して，ダイナミッ
クナビゲーションシステム （X-guide Ⓡ）を使用して，イ
ンプラント 10 本の埋入を行った．精度の計測は術前の
PC 上のシミュレーション画像と術後の CBCT 画像を重
ね合わせて検証した．計測点としてはインプラントの起
始点・先端の 3D 距離，深さの 2D 距離，角度の差の計測
を行った．

結　　　果
　ダイナミックナビゲーションシステム（X-guide Ⓡ）を
用いたインプラント埋入実験においては，インプラント
の起始点・先端の 3D 距離，深さの 2D 距離，角度のいず
れにおいてもシミュレーションにほぼ一致した部位への
埋入が確認された．埋入経験の異なった術者間（2 群間）

においての埋入精度に有意差は認めなかった．

考察および結論
　X-guide Ⓡを用いたナビゲーション手術における埋入精
度は，フリーハンド手術と比較すると明らかに高く，ガ
イディッドサージェリー手術と同程度であることがすで
に報告されている．
　従来と異なり，術者の視線は口腔内ではなくモニター
にあることが多く，使用においてはトレーニングが必要
と考える．
　今回，われわれが行った模型への埋入実験において，
埋入経験の異なった術者間で有意差は認められなかった．
つまり過去のインプラント手術の経験値は精度に影響を
及ぼさないことが示唆された．
　今回の結果より，技術的な側面から動的ナビゲーショ
ンシステムは静的ナビゲーションシステムの延長線上に
あるものではなく，別次元のものと考えるべきであると
考える．動的ナビゲーションシステムを用いたインプラ
ント埋入では，習熟度を達成するための学習曲線が存在
しているため，現在フリーハンドまたは静的ガイデット
サージェリーを行っている術者にとっても，導入にあたっ
てはトレーニングが必要ということが言える．

参考文献
1） Emery RW, Merritt SA, et al: J Oral Implantology 

42: 399-405, 2016.
2） Block MS, Emery RW, et al: J Oral Maxillofac 

Implants 32: 92-99, 2017.
3） Zhan Y, Wang M, et al: J Dent Educ. 85: 120-127, 

2021.

2O-1-3

ダイナミックナビゲーションシステムの使用に際して
インプラント埋入精度に埋入経験値が影響するのか？

○山下佳雄 1），大橋順太郎 1, 2），桑原五郎 2），中山雪詩 1, 2）

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

Dose implantation experience affect implant placement accuracy 
when using dynamic navigation systems?

○YAMASHITA Yoshio 1），OHASHI Juntaro 1, 2），KUWAHARA Goro 2），NAKAYAMA Yukishi 1, 2）

　　1）Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Medicine, Saga University
　　2）Oral surgery, Saga Memorial Hospital
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　血管柄付き骨皮弁による再建は，再建直後から移植組
織に血流を与え，骨のみならず皮膚などの軟組織欠損の
同時再建や大量放射線照射による血流の乏しい部位の再
建が可能で，移植後も骨の吸収がないなど利点は大きく，
とくに腓骨皮弁は 25cm 前後の骨長の採取が可能で顎骨
の全長の一期的再建が可能な唯一の骨皮弁で，近年移植
腓骨中に歯科インプラントを埋入し，アタッチメントを
固定源として義歯を維持した機能的顎骨再建が行われて
いる 1）．1992 年から血管柄付き腓骨皮弁による再建を開
始して，とくに口腔がん切除後血管柄付き腓骨皮弁によ
り一期あるいは二期的に再建し，さらに歯科インプラン
トを埋入して機能的再建を行ってきた 2）．今回はとくに
上顎歯肉癌切除後の欠損に血管柄付き腓骨皮弁とインプ
ラントを同時に用いて機能的再建を行ったので報告する． 

対象と方法
　60 歳女性，1992 年 4 月上顎前歯部歯肉腫瘍にて初診．
　T4N0M0，stage IV．生検にて分化型扁平上皮癌．1 か
月後全身麻酔下に上顎部分切除した．切除後顎補綴を作
製したが，義歯は不安定性で，義歯および欠損腔の清掃
は不良で，構音や飲水時に鼻漏があり，さらに上顎前歯
部欠損による上唇の内転による審美的な問題により形態
的にも満足が得られず，切除後 6 か月血管柄付き腓骨皮
弁とインプラントによる機能的再建を行った．手術は腓
骨動静脈を血管柄とする腓骨皮弁を採取し，犬歯相当部
で腓骨 9 cm を 2 か所で骨切りして上顎のアーチを再現
し，4 穴 Ti- ミニプレートで固定した．皮動脈を栄養血管
とする腓骨皮弁を 15x12cm 採取し，皮弁真ん中で連続性
を保ちながら割って 2 皮島にし，上顎洞側と口蓋粘膜側
の両面の軟組織の再建に用い腓骨を包み込んだ．恵皮部
は全層皮膚で被覆した．栄養血管である腓骨動静脈は頰
部皮下を貫いて顔面動静脈と端々吻合した．インプラン
トは IMZ インプラント直径 4.0 mm 長さ 11 mm を 4 本
同時に埋入した．再建埋入後 1 年，インプラント二次手
術を行い長さ 4 mm のアバットメントを固定し，インプ
ラ ン ト を 被 覆 し た 皮 弁 は No.11 メ ス に て 極 力 薄 く
defatting した．上部構造はミリングバーによるアタッチ
メントで患者可撤式義歯と連結した．

結　　　果
　術後の経過はインプラント周囲骨の吸収はわずかで，
インプラント周囲炎もなく構音，咀嚼，嚥下の口腔機能
はきわめて良好で，上顎を骨および軟組織で再建したた
め顔貌の形態も回復し，患者の満足度は大きい．口腔清
掃および定期的外来通院も協力的である．再建から 28 年
経過した現在良好である．

考察および結論
　従来上顎悪性腫瘍切除後の上顎再建は補綴学的手法に
より再建されてきた 3）が，鼻漏による構音，咀嚼などの
機能的問題，顎義歯の清掃さらには審美的に問題を残し
ていた．そこで上顎前方部の骨・軟組織欠損に対して血
管柄付き腓骨皮弁で再建 4, 5）し，腓骨に 4 本のインプラ
ントを埋入してバーアタッチメントを連結し，可撤性義
歯を作製した．上顎再建後 28 年を経過した現在 88 歳で
あるが，再建後の咀嚼，構音，嚥下機能は良好で，QOL
と患者の満足度はきわめて高い．またインプラント体周
囲の腓骨も吸収もインプラント周囲炎もなく維持安定し
ている．

参考文献
1） Hidalgo, D.A.: Fibula free flap: a new method of 

mandible reconstruction. Plastic and Reconstructive 
Surgery 84: 71–79, 1989.

2） 又賀　泉，石原　修，他：血管柄付き腓骨皮弁による
再建顎骨への歯科インプラントの応用．頭頸部腫瘍 
26: 538-543, 2000.

3） Buurman, D.J.M., Speksnijder, C.M., et al: Mastication 
in maxillectomy patients. A comparison between 
reconstructed maxillae and implant supported 
obturators; A cross-sectional study. J Oral Rehabil 
47: 1171-1177, 2020.

4） Chang, Y.M,: Maxillary reconstruction with a fibula 
osteoseptocutaneous flap and dental implants. Plast 
Reconstr. Surg 113: 1140-1145, 2004.

5） Byun, S-H., Lim, H.K., et al: Delayed reconstruction of 
palatomaxillary defect using fibula free flap. J Clin 
Med 9: 884, 2020.
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再建後 28 年を経過した血管柄付き腓骨皮弁と歯科インプラントを用いた機能的上顎再建

○又賀　泉 1），石原　修 2）　　　　　　　　　　　　　　　　
1）日本歯科大学名誉教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2）大阪府立病院機構大阪急性期・総合医療センター歯科口腔外科

A patient functioned for 28 years following maxillary reconstruction 
by revascularized fibular osteocutaneous flap and dental implant

○MATAGA Izumi 1），ISHIHARA Osamu 2）　　　　　　　　　　 　　　

　　　　　　　　　1）The Nippon Dental University
　　　　　　　　　2）Osaka General Medical Center, Department of Oral and Maxillofacial Surgery
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歯科インプラント有茎粘膜弁を使った軟組織オーギュメンテーション

○ミヒール　クルカルニ　　　　　　　　　 　
スリダルマシャラ　マンジュラテッシュワテ大学

Dental Implant soft tissue augmentation using palatal pedicle grafts

○Mihir R. Kulkarni　　　　　　　　　　　  　

Shri Dharmasthala Manjunatheshwara University

　The importance of keratinized tissue and immovable 
mucosa around the necks of dental implants cannot be 
understated. A healthy soft tissue collar is an essential 
pre-requisite for long term implant success. Situations of 
deficient soft tissues are common and present a 
persistent challenge for the implant surgeon. Palatal 
grafts have often been considered a gold standard for 
soft tissue augmentation. For the anterior maxillary 
aesthetic zone, the availability of abundant palatal 
mucosa adjacent to the implant site is a boon, and can 

be effectively used for soft tissue augmentation. In such 
situations, the resultant morbidity and graft shrinkage 
can be further reduced by utilizing pedicled grafts. 
Pedicled grafts are superior to free grafts as they retain 
a partial blood supply. This increases the chances of a 
successful graft uptake, while also reducing the need for 
a second surgical site. Pedicled grafts are challenging to 
execute, but once mastered, the technique is a valuable 
weapon in the arsenal of any implant surgeon.

2O-2-2
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　インプラント埋入に際して骨量が不足している症例に
は，下顎皮質骨を用いたブロック骨移植は，広範囲萎縮
歯槽骨に対して確実な骨造成が可能であり , 有用性が報
告されている．本術式は移植する皮質骨の固定材として，
チタン製スクリューが用いられていたが，術後にスク
リュー除去のための拡大手術を強いられることをしばし
経験する．そのため，われわれは生体活性吸収性材料で
ある非焼成ハイドロキシアパタイト / ポリ L 乳酸（u-HA/
PLLA）ならびにポリグルコール酸（PGA）を加えたこ
とで吸収分解速度を早めた u-HA/PLLA/PGA 骨接合材
を用いた骨造成を行なっている．しかしながら，その組
織学的な動態については不明である．今回われわれは，
二種の生体活性吸収性材による皮質骨ブロックによる骨
造成術における組織学的評価・検討を行ったので概要を
報告する．

対象と方法
　2019 年 4 月から 2020 年 3 月までに当科にてインプラ
ント埋入部位に骨造成が必要と診断された萎縮歯槽骨に
対して u-HA/PLLA ならびに u-HA/PLLA/PGA を用い
た下顎皮質骨ブロック骨移植を行った 21 名（男性 13 名 ,

女性 8 名 , 平均年齢 47.7 歳，u-HA/PLLA 9 症例，u-HA/
PLLA/PGA 12 症例）を対象とし，インプラント埋入予
定部位におけるそれぞれのスクリュー周囲の組織学的変
化について検討した．

結　　　果
　下顎皮質骨ブロック骨移植は全例で良好な骨結合なら
びに骨増大が達成された．組織学的検討では，u-HA/
PLLA と骨組織は直接結合しており骨との連続性が観察
された．対照的に，u-HA / PLLA / PGA では直接的な
骨結合は観察されなかった．免疫組織学的所見は，u-HA 
/ PLLA グループでは，コラーゲン 1a 線維が骨に対し垂
直走行をしていることが確認された．また間質の評価で
は A L P ならびにオステオカルシンが u-HA / PLLA に
おいて陽性であった．

考察および結論
　 こ の 研 究 で は，u-HA / PLLA は，u-HA / PLLA / 
PGA よりも優れた生体活性骨伝導性と，直接的な骨付着，
結合に対する高い生体適合性を示した．さらに，u-HA / 
PLLA は間質の骨形成の可能性が示唆された．

2O-2-3

下顎皮質骨ブロック骨移植に二種の hydroxyapatite 骨接合材を用いた
骨造成術後の組織学的比較検討

○助川信太郎 1），助川由佳 1），長谷川利聡 1），清水理恵子 1）

藤村　愛 1），山本和泉 1），管野貴浩 2），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　　　　　　　　　 　

Histological comparison after alveolar bone augmentation by mandibular cortical bone 
using differenced type of hydroxyapatite-containing osteosynthesis screw

○SUKEGAWA Shintaro 1），SUKEGAWA Yuka 1），HASEGAWA Kazuaki 1），SHIMIZU Rieko 1）

FUJIMURA Ai 1），YAMAMOTO Izumi 1），KANNO Takahiro 2），FURUKI Yoshihiko 1）　　  　

　　　1）Departmen 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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　インプラント埋入に際して骨造成が必要となる症例は
少なくない．当院でも主に下顎枝をドナーとした骨造成
を頻繁に行っている．近年，顎顔面領域での生体吸収性
スクリューの使用が実用化しており，当院でも多く使用
している．しかし，生体吸収性スクリューを使用した骨
造成術の予後，特に骨幅増加に関する検討は十分でない．
そこで今回われわれは，生体吸収性スクリューと骨造成
後の骨増大，インプラント成否の関連性について検討を
行ったため概要を報告する．

対象と方法
　2019 年から 2020 年までの 2 年間に香川県立中央病院
口腔外科で，下顎枝をドナーとして上顎前歯部に対し生
体吸収性スクリューを用いて骨造成を施行した患者のう
ち，同部にインプラント埋入後長期経過観察が可能であっ
た 8 名（男性 5 名，女性 3 名，平均年齢 46.3 歳），10 側，
11 本を対象とした．使用したスクリューは 2 種で，生体
吸収材であるポリ -L- 乳酸（PLLA：Poly L-lactic acid）と，
骨伝導性と骨置換性をもつ非焼成ハイドロキシアパタイ
ト（u-HA：uncalcined and unsintered hydroxyapatite）
の複合体（u-HA/PLLA）と，さらに生体内での分解吸

収が速やかなポリグリコール酸（PGA：polyglycolic 
acid）を加えた複合体（u-HA/PLA/PGA）であった．骨
造成による骨増大率とインプラントの成否について検討
を行った．骨増大については埋入予定部位に対し術後約
6 か月後の CT を測定した．

結　　　果
　骨造成後全症例で骨増大を認めた．増大率の平均（±
標準偏差）はそれぞれ 154.6％（15.8），151.6％（8.8）で
あり，いずれも良好な骨の増大を認めた．全症例におい
て予定したインプラント径の埋入が可能であった．術後
創の裂開や感染，インプラント体の脱落などの合併症を
認めた症例はなかった．

考察および結論
　本検討から下顎枝をドナーとした上顎前歯部に対する
骨造成により，安定した骨増大が得られることが明らか
になった．また，生体吸収性スクリューである u-HA/
PLLA，u-HA/PLLA/PGA の 2 種はいずれも骨の増大を
認め，良好な骨造成デバイスであることが示唆された．
今後さらに症例数を増やして分析を行っていきたい．

2O-2-4

2 種の生体吸収性スクリューを用いた骨造成に関する比較研究

○藤村　愛 1），助川信太郎 1），助川由佳 1），長谷川利聡 1）　

清水理恵子 1），山本和泉 1），管野貴浩 1, 2），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　　　　　　　　　　

Comparative study of guided bone augmentation using two types of bioabsorbable screws

○FUJIMURA Ai 1），SUKEGAWA Shintaro 1），SUKEGAWA Yuka 1），HASEGAWA Kazuaki 1） 　

SHIMIZU Rieko 1），YAMAMOTO Izumi 1），KANNO Takahiro 1, 2），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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　抜歯即時埋入インプラントには低侵襲，低コスト，治
療期間短縮等の利点はあるが，脱落のリスクが少なから
ず存在する．そこで当科の抜歯即時埋入症例を後ろ向き
に調査し，その実状について臨床的検討を行った．

対象と方法
　対象は 2016 年 11 月〜 2021 年 2 月に当科で抜歯即時イ
ンプラント埋入を行った患者 9 名（男性 6 名，女性 3 名），
計 12 本である．調査項目は既往歴，喫煙歴，抜歯の理由，
埋入部位，ガイド使用の有無，初期固定の状態，骨造成
の有無，合併症，治療期間，インプラント体残存率とし，
診療録をもとに後ろ向きに調査した．

結　　　果
　既往歴として糖尿病が 2 名，下顎歯肉癌が 2 名（1 名
は下顎に照射歴 / 約 30－40Gy），喫煙者はなかった．抜
歯の理由は歯根破折 6 名 7 本，歯周炎が 3 名 5 本で，埋
入部位は前歯部 7 名 10 本，小臼歯部 2 名 2 本であり，ガ
イドの使用は 5 名 7 本であった．埋入時の初期固定はす
べて 20 Ncm 以上で，同時に骨造成術を行ったのは 8 名

10 本であった．術中の合併症はなく，最終補綴後の審美
障害の訴えもなかった．埋入から最終補綴物装着までの
期間は 138 〜 589 日（平均 284 日），平均経過観察期間は
29 か月（6 〜 51 か月）で残存率は 91.7％（埋入後 174 日
に 1 本脱落）であった．

考察および結論
　当科の脱落症例は古谷野ら 1）の抜歯即時埋入インプラ
ント適応条件に当てはまっていたが，埋入部位に照射歴
があり，それが脱落の原因の一つと考えられた．審美的
合併症，特に唇側歯肉退縮の原因には，唇側の歯槽骨や
歯肉が薄さ，上部構造体のオーバーカウンター，埋入位
置の抜歯窩内での唇側へのズレ等が挙げられる．ガイデッ
ドサージェリーを使用することで埋入位置のズレは軽減
できると考えられ，実際に当科でガイドを使用した 7 本
では術前のシミュレーション通りに埋入ができていた．
今後も症例数を増やして検討していく予定である．

参考文献
1） 古谷野潔，池上龍朗：Quintessence Dental Implan-

tology 3: 14-21, 2005.

2O-3-1

当科における抜歯即時埋入インプラント症例の臨床的検討

○福島麻子 1），青木尚史 1），中根昇吾 1），平井辰宜 2）　　　　　　
　高島裕之 1），水谷友美 1），土屋周平 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分野　　　　　　　　　　　　　　 　　
　　　　　　　　　　　 2）愛知県医療療育総合センター歯科　　　　　　　　　　　　　　　

Clinical study of immediate placement of dental implant

○FUKUSHIMA Asako 1），AOKI Naofumi 1），NAKANE Shogo 1），HIRAI Yoshinori 2）

TAKASHIMA Hiroyuki 1），MIZUTANI Tomomi 1），TSUCHIYA Shuhei 1）　　　　 　

SHIBUYA Yasuyuki 1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　

　 　　　　 1）Department of Oral and Maxillofacial Surgery, 
　 　　　　 　 Nagoya City University Graduate School of Medical Science
　 　　　　 2）Dentistry, Aichi Developmental Disability Center Central Hospital
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　今回われわれは，当科で除去を行ったインプラント症
例について臨床的検討を行った．

対象と方法
　2011 年 1 月〜 2020 年 12 月までの 10 年間にインプラ
ント除去を行った 63 例 106 本を対象とした．
　1）性別，2）年齢，3）来院経路 4）除去部位，5）形状，
6）埋入から除去までの期間，7）原因，8）全身疾患，9）
合併症について検討した．

結　　　果
　インプラント除去症例は 63 例中，男性 25 例，女性 38
例で男女比は 1:1.5，年齢は 36 〜 92 歳であり平均年齢は
68 歳であった．来院経路は，院外紹介が 34 例，院内紹
介が 25 例，紹介なしが 4 例であった．除去部位は，前歯
部 20 例，小臼歯部 25 例，大臼歯部 59 例であった．除去
インプラントは 106 本で形状は，人工歯根タイプが 80 本，
ブレードタイプが 22 本，シリンダータイプが 3 本，骨膜
下インプラントが 1 本であった．埋入から除去までの期

間は 63 例中，1 年未満が 2 例，1 〜 5 年未満が 6 例，5
〜 10 年未満が 5 例，10 年以上が 30 例，不明が 20 例であっ
た．原因は，周囲炎 57 例，上顎洞迷入 3 例，破折が 3 例
であった．全身疾患を有しているのは 47 例で，その内訳
は循環器疾患が 25 例，糖尿病が 4 例，骨粗鬆症が 6 例，
その他 11 例であった．1 例に術後下唇部知覚鈍麻を認め
たが，6 か月以内に消失していた．

考察および結論
　除去部位は，大臼歯部が 59 例で他の部位より多く，長
期間の強い咬合力によるインプラント体の破折，清掃の
困難性が原因であると考えられた．形状は，人工歯根タ
イプが 80 本で多かった．過去の報告ではブレードタイプ
のインプラントの除去が多かったが，これはオステオイ
ンテグレーションの概念の定着により人工歯根タイプが
主流になったことや，ブレードタイプのインプラントの
症例の多くが除去されたことが原因と考えられる．埋入
から除去までの期間は 10 年以上が他の報告より多く，平
均 16 年と長期にわたりインプラントを使用できていた．

2O-3-2

インプラント除去症例に関する臨床的検討
―2011 年から 10 年間の検討―

○土橋隼巳 1），井上博貴 1, 2），古田浩史 1, 2）

前多雅仁 1, 2），村上　弘 2）　　　　 　
1）顎口腔外科学講座　　　　　　　　  　
2）口腔インプラント科診療部　　　　  　

Statistical Analyses of Dental Implants Removals: a Ten-year Investing from 2011

　　　  　○TSUCHIHASHI Hayami 1），INOUE Hiroki 1, 2），FURUTA Hiroshi 1, 2）

　　　　  　MAEDA Masahito 1, 2），MURAKAMI Hiroshi 2）

　　　　　　  1）Department of Oral Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Aichi Gakuin University
　　　　　　  2）Division of Oral Implantology, School of Dentistry, Aichi Gakuin University
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　歯科インプラント治療は予知性の高い優れた治療法と
認められ，増加傾向にある．治療中および治療後におい
て安全性の向上と専門性の高さが必要とされ，その中で
は開業医との連携に関してもより重要となる．今回われ
われは過去 5 年間の歯科インプラント治療について，後
ろ向き調査を行ったので報告する．

対象と方法
　2015 〜 2019 年までの 5 年間に当科でインプラントを
埋入した症例を対象として，診療録を用いて治療経過を
調査した．

結　　　果
　症例は 255 症例（性別は 93：162 で女性が多く，平均
年齢は 56 歳（20 〜 82 歳）であった．）でインプラント
体の総埋入本数は 415 本であった．他院からの紹介患者
は 186 症例，うちインプラント体埋入のみの依頼が 67 症
例，2 次手術までの依頼が 5 症例と，紹介患者の約 3 分
の 1 の割合で，歯科医院での補綴治療が行われていた．
部位別には上顎臼歯部の症例が多かった．骨造成を用い
る症例は 126 例，その中で上顎洞挙上併用症例は 72 例で

あった．局所麻酔下での手術症例が大半だが，恐怖心が
強い場合や多数の埋入症例などは静脈内鎮静法，全身麻
酔が用いられた．現在までに脱落したインプラント体は
3 症例 4 本であった .

考察および結論
　当科は紹介患者の割合が多く，上顎洞挙上法をはじめ
骨造成を行った症例の割合が高いことから，インプラン
ト埋入に対して骨量不足している場合などに治療が求め
られていることが推察できる．インプラント体埋入後に
歯科医院で補綴治療を行う症例は増加しており，紹介医
との情報共有と研鑽を重ねる事によって，今以上に患者
に有益な治療になると考えられる．

参考文献
1） 栗田　浩，酒井洋徳，等：Japanese Journal of Maxillo 

Facial Implants 6: 39-42, 2007.
2） 小池剛史，栗田　浩，等：日本口腔外科学会雑誌 61: 

102-109, 2015.
3） 西牧史洋，栗田　浩，等：日本口腔インプラント学会

誌 29: 186-191, 2016.

2O-3-3

当科におけるインプラント治療の臨床的検討

○甘利　景，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 implant in our department

○AMARI Kei，KONDO Eiji，SAKAI Hironori，KURITA Hiroshi　　　 　

Department of Dentistry and Oral Surgery, Shinshu University School of Medicine
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　わが国では平成 24 年度より歯科インプラント治療が

「広範囲顎骨支持型装置」および「広範囲顎骨支持型補綴」
等として保険導入され，その算定条件の中に外胚葉異形
成症等の先天性疾患があり，連続した 3 分の 1 顎程度以
上の多数歯欠損を有する場合がある．しかし，日常診療
の場において欠損歯数や欠損形態から適用の可否判断に
難渋することがある．今回われわれは当院歯科インプラ
ントセンターにおいて複数の先天欠損歯を有する患者に
対してインプラント治療を行った患者について調査を
行った．

対象と方法
　広範囲顎骨支持型装置が保険適用となった 2012 年以降
で当院歯科インプラントセンターを受診した患者で，複
数の先天欠損歯を認める部位に対してインプラント治療
を行った症例を対象とした．対象は広範囲顎骨支持型装
置の適用を行った群（以下 A 群）とそれ以外の私費診療
により治療を行った群（以下 B 群）に分けて調査を行った．

結　　　果
　全体の症例数は 15 例 55 本（男性 6 名，女性 9 名，平
均 27.7 歳）であり，A 群は 6 例，B 群は 9 例であった．
埋入前の平均先天欠損歯数：平均インプラント埋入本数
は A 群で 11.3 本：5.0 本，B 群では 2.7 本：2.7 本であった．
埋入前の骨造成に関しては A 群で 6 例中 4 例にて施行さ
れ，B 群では 9 例中 1 例のみであった．埋入後の補綴形
態に関しては，全 15 症例のうち 14 例で固定性装置を適
用し，A 群で 1 例のみ可撤性装置を適用していた．最終
上部構造装着後の経過に関しては，終診もしくは通院が
途絶えたものを除くとすべてのインプラントで脱落は認
めなかった．

考察および結論
　広範囲顎骨支持型装置を適用した症例は埋入前の骨造
成を要するものや，欠損歯数が多く，欠損部位が連続し
ているという特徴がみられたが，適用しなかった群にお
いても骨造成を要した症例があるなど，選択に苦慮する
ことがあった．今後は複数の先天欠損歯を認める症例の
保険適用拡大に期待したい．

2O-3-4

インプラント治療を行った複数の先天欠損歯症例に関する臨床的検討

○森島浩允 1, 2），武田裕利 1），野上晋之介 1），山内健介 1, 2）

小山重人 2, 3），髙橋　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）東北大学病院歯科インプラントセンター　  　　　　　　
3）東北大学病院顎顔面口腔再建治療部　  　　　　　　　　

A clinical study of multiple cases of congenitally missing teeth treated 
with dental implants

○MORISHIMA Hiromitsu 1, 2），TAKEDA Yuri 1），NOGAMI Shinnosuke 1）　　　　　　　　 　

YAMAUCHI Kensuke 1, 2），KOYAMA Shigeto 2, 3），TAKAHASHI Tetsu 1）　　　　　　

　　　　　  1）Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Tohoku University Graduate School of Dentistry
　　　　　  2）Dental Implant Center, Tohoku University Hospital
　　　　　  3）Maxillofacial Prosthetics Clinic, Tohoku University Hospital
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　炭酸アパタイト（CO3Ap）は骨の無機主成分とされ，
人工合成された CO3Ap は骨伝導性および骨置換性を示
す．緻密顆粒状の CO3Ap は既に骨補填材として臨床使
用されており，良好な治療成績を収めている．現在われ
われは，CO3Ap を用いた広範囲顎骨欠損の再建やインプ
ラント治療のための骨造成を目標として，新たに一方向
連通気孔を有する CO3Ap ハニカムブロックの開発に着
手している．今回は CO3Ap ハニカムブロックを用いた
ベニアグラフトの実験的検討についてその概要と有用性
について報告する．

対象と方法
　ワックス系バインダーを含む炭酸カルシウム粉末を押
出成形機で金型から押し出し，加熱脱脂することで炭酸
カルシウムハニカムブロックを調製した．これをリン酸
化し，形態を保ったまま組成を CO3Ap とした（孔径－
壁厚－ピッチ；150µm-150µm-300µm）．次いで，日本白
色ウサギの下顎骨頰側面に，φ6.0mm × 4mm の円柱状
で中央にスクリュー挿入用のホール（φ2mm）を形成し
た CO3Ap ハニカムブロックを気孔方向が骨面に対して
垂直になるようにφ2mm × 9mm のチタン製スクリュー
で固定した．その後，メンブレンなどによる被覆をせず
に閉創した．術後 6，12 週間後に屠殺し，µ-CT および非
脱灰切片による形態学的，組織学的観察を行った．

結　　　果
　CO3Ap ハニカムブロックは，術中に崩壊することなく
スクリュー固定することが可能であった．また，材料に
起因する炎症反応は観察されず，CO3Ap ハニカムブロッ
クは優れた組織親和性を示した．術後 6 週の段階で
CO3Ap ハニカムブロックは周囲骨と結合しており，内部
の気孔に沿って骨新生も認めた．術後 12 週でブロックは
吸収され始めていたが，材料による造成量は概ね維持さ

れていた．さらに，造成部への軟組織侵入は認めず，気
孔内の骨新生の亢進を認めた．

考察および結論
　本実験において，CO3Ap ハニカムブロックはベニアグ
ラフトのような外側性の骨造成に応用可能な材料となる
ことが示唆された．

参考文献
1） Koichiro Hayashi, Kunio Ishikawa, Honeycomb 

Scaffolds Fabricated Using Extrusion Molding and 
the Sphere-Packing Theory for Bone Regeneration: 
ACS Applied Bio Materials, 4: 721-730, 2021. 

2） Koichiro Hayashi, Melvin L Munar, Kunio Ishikawa, 
Effects of macropore size in carbonate apatite 
honeycomb scaffolds on bone regeneration: Materials 
Science and Engineering: C, 111: 110848, 2020. 

3） Keiko Kudoh, Naoyuki Fukuda, Shohei Kasugai, 
Noriko Tachikawa, Kiyoshi Koyano, Yasuyuki 
Matsushita, Yoichiro Ogino, Kunio Ishikawa, Youji 
Miyamoto, Maxillary sinus floor augmentation using 
low-crystalline carbonate apatite granules with 
simultaneous implant installation: First-in-human 
clinical trial: Journal of Oral and Maxillofacial 
Surgery, 77: 985.e1-985.e11, 2019.

4） Takayuki Nakagawa, Keiko Kudoh, Naoyuki Fukuda, 
Shohei Kasugai, Noriko Tachikawa, Kiyoshi Koyano, 
Yasuyuki Matsushita, Masanori Sasaki, Kunio 
Ishikawa, Youji Miyamoto, Application of low 
crystalline carbonate apatite granules in two-stage 
sinus floor augmentation: a prospective clinical trial 
and histomorphometric evaluation: Journal of 
Periodontal and Implant Science, 49: 382-396, 2019.

1P-1-1

炭酸アパタイトハニカムブロックを用いたベニアグラフトの実験的検討

○福田直志，秋田和也，髙丸菜都美，工藤景子，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　　　　　　　

Experimental evaluation of veneer graft using carbonate apatite honeycomb block

○FUKUDA Naoyuki，AKITA Kazuya，TAKAMARU Natsumi，KUDOH Keiko　　　　　
MIYAMOTO Youji　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Department of Oral Surgery, Institute of Biomedical Sciences, Tokushima University Graduate School
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　インプラント埋入後のインプラントと生体組織の界面
は，周囲に起こる創傷治癒のなかで形成され，治癒経過
の不良は，早期のインプラント喪失に影響を与える．一方，
タバコ主流煙に含まれる代表物質であるニコチンは，末
梢の毛細血管を収縮させ，創傷治癒に必要となる局所の
血流と酸素の運搬を不足させる．そのため，喫煙は創傷
治癒遅延やインプラント周囲炎を引き起こし，早期のイ
ンプラント喪失のリスク増加と関連していることが明ら
かとなっている．近年，非燃焼加熱式タバコ（Heat-not-
burn；HNB）が広く流通しているが，インプラント治療
における HNB のリスクに関する研究は少ない．本研究
では，燃焼式タバコおよび HNB の影響について，純チ
タン板上でのマウス線維芽細胞による創傷治癒モデルを
検討した．

対象と方法
　自動喫煙機を用い，市販の燃焼式タバコと HNB の主
流煙をそれぞれ 100ml の PBS Buffer に溶解捕集し，タ
バコ抽出液（Cigarette smoke extract；CSE）を作製した．
　Scratch assay として，直径 10mm に成形した純 Ti 板

中央に長さ 10mm 幅 2mm のテープを貼付した後，48 
well プレートに 2.0 × 105cells/ml のマウス線維芽細胞

（L929）を 200µl ずつ播種した．それぞれ MEM と濃度
を調整したタバコ CSE 添加培養液および HNB-CSE 添加
培養液により培養した．培養開始 3 日後にテープを剥が
し，創傷部位とみなした隙間部位への細胞増殖を経時的
に観察した．

結　　　果
　純チタン板上での Scratch assay において，コントロー
ル群と比較して，燃焼式タバコ群，HNB 群ともに細胞浸
潤の低下を認めた．

考察および結論
　 Scratch assay を使用した創傷治癒モデルにおいては，
HNB も燃焼式タバコと同様に創傷治癒の遷延が示され，
インプラント治療におけるリスク因子となる可能性が示
唆された．

参考文献
1）喫煙の健康影響に関する検討会編：喫煙と健康 .

1P-1-2

タバコおよび非燃焼加熱式タバコがインプラント創傷治癒に及ぼす影響

○鯉江　信 1），長谷川正午 1），森下佳学 1），宮部　悟 1）

渡邊　哲 1），後藤満雄 1），宮地　斉 1），林　達秀 2）

河合逹志 2），長尾　徹 1）　　　　　　 　　　　　
1）愛知学院大学歯学部顎顔面外科学講座　　　　　　　
2）愛知学院大学歯学部歯科理工学講座　　　　　　　　

Effect of Cigarette and Heat-Not-Burn Cigarette on Implant Wound Healing

○KOIE Shin 1），HASEGAWA Shogo 1），MORISHITA Yoshihisa 1），MIYABE Satoru 1）　　　
WATANABE Satoshi 1），GOTO Mitsuo 1），MIYACHI Hitoshi 1），HAYASHI Tatsuhide 2）

KAWAI Tatsushi 2），NAGAO Toru 1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　

　　　　1）Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Aichi Gakuin University School of Dentistry
　　　　2）Department of Dental Materials Science, Aichi Gakuin University School of Dentistry　  　
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　ARONJ（Antiresorptive agent-related osteonecrosis 
of the jaw）患者の再建手術でチタンプレートを用いた場
合，プレートの露出やプレート感染による ARONJ の再
発が懸念される 1）．また，歯科インプラント治療を行っ
た患者の ARONJ 発症も近年，問題となっている 2）．こ
れらの病態を解析し新たな治療法を開発するため，ラッ
トを用いた病態モデルを作製した．

対象と方法
　8 週齢の SD ラットに，実験群はゾレドロネート 66µg/
kg，デキサメタゾン 5mg/kg を，対照群は生理食塩水を
週 3 回皮下投与した．投与開始 1 週後に下顎骨オトガイ
孔付近を切開し，下顎骨表面をスチールバーで一層切削
してチタンミニプレート 1 穴分（直径 6mm，1mm 厚）
を留置した．留置 6 週後に下顎骨を摘出し組織学的およ
びマイクロ CT（R_mCT2，リガク）を撮影して解析を行っ
た．

結　　　果
　実験群では体重増加の抑制がみられた．術後 6 週のマ
イクロ CT 画像では実験群において骨表面の吸収像を認
めた．HE 染色では実験群の一部において，プレート留
置側の下顎骨に骨壊死領域が認められた．移植プレート
近傍の下顎骨の空洞化した骨小腔の割合は，実験群にお
いて対照群よりも有意に多かった（p ＜ 0.05）．TRAP 染
色において骨壊死領域の破骨細胞は，対照群と比較し顕
著に減少していた（p ＜ 0.05）．

考察および結論
　本研究結果から，ゾレドロネートとデキサメタゾンの
投与により，チタンプレートを留置したラット下顎骨に
炎症が惹起されることが示唆された．

参考文献
1） Sacco R, Umar G, et al.: Br J Oral Maxillofac Surg, 

59: 648-660, 2021.
2） de-Freitas NR, Lima LB, et al.: Med Oral Patol Oral 

Cir Bucal 21: 644-651, 2016.
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　骨再生誘導 （GBR）法は，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である．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 膜（P（LA/CL） Bilayer Membrane， 以 下 PBM）
を開発し，本邦初となる吸収性 GBR 膜として薬事認可を
得た（サイトランスⓇ エラシールド）．本研究では PBM
の GBR 性能評価を目的に実施した動物試験結果について
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後，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縫合した．比較対照として非吸
収性膜群，膜被覆なしの自家骨群および陰性対照として
欠損のみの無埋植群を設定した．12 週治癒後，µCT およ
び組織学的評価を実施した．

結　　　果
　PBM 群，自家骨群，無埋植群は 12 週の治癒期間にお
いて安全性に疑義が生じるような症状は認めなかったの
に対して，非吸収性膜群は一部の症例において部分的に
創部裂開を認めたため，比較評価は行わなかった．非吸
収性膜群を除く 3 群での µCT 評価では，PBM 群で最も
多くの石灰化組織量が観察され，次に自家骨群，無埋植
群という結果を得た．組織学的評価において，全例で
µCT の石灰化領域が骨であることを確認し，PBM 群は
他群と比較して新生骨形成が進んでいることを確認した．

考察および結論
　GBR 膜の露出は術者の力量により生じると考えられ，
欠損形態に合わせた賦形など手技依存度が高いことが知
られている．PBM 群は柔軟で閉創後に過度なテンション
がかかりづらく露出等が生じにくかったと思われる．
PBM 群は自家骨群と比較して良好な結果を示したことか
ら，骨再生に必要なスペースを確保し，骨形成を効果的
に促したと考えられた．以上の結果から PBM は吸収性
GBR 膜として手技依存度が低く，臨床上有用である可能
性が示唆された．
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P（LA/CL） 二層性メンブレンのビーグル犬を用いた GBR 使用模擬試験評価

○坂口祐亮，山中克之，伏島歩登志
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Evaluation of P（LA/CL） Bilayer Membrane for guided bone regeneration 
in a beagle bone defect model
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　インプラント周囲炎など炎症が生じた場合，骨の表面
では炎症性サイトカインの影響により破骨細胞が分化誘
導され，骨吸収が進むことが知られている．近年，炎症
性サイトカインにより生成が亢進する一酸化窒素（NO）
の下流に新規シグナル分子として 8-nitro-cGMP が同定さ
れたが，これまで骨における生成や機能は不明であった．
そこで今回，8-nitro-cGMP の骨代謝における役割を解析
した．

材料と方法
　初代培養マウス骨芽細胞は，生後 1 日齢のマウス頭蓋
骨より単離した．また，マウス骨髄細胞を M-CSF 存在
下に 3 日間培養して得られたマクロファージを，M-CSF
および RANKL 存在下に 3 日間培養することで破骨細胞
分化を誘導した．8-nitro-cGMP 特異抗体を用いた免疫染
色により骨芽細胞，破骨細胞における 8-nitro-cGMP の生
成を検出した．8-nitro-cGMP を添加し骨芽細胞の培養を
行い，アルカリホスファターゼ（ALP）活性および石灰
化物形成に及ぼす 8-nitro-cGMP の影響を解析した．また，
破骨細胞分化に対する 8-nitro-cGMP の効果を酒石酸抵抗
性酸ホスファターゼ（TRAP）活性で評価した．骨芽細胞，

破骨細胞ともに分化マーカーの遺伝子発現を定量 PCR で
評価した．

結　　　果
　骨芽細胞，破骨細胞は，抗 8-nitro-cGMP 抗体によって
染色された．培地に添加した 8-nitro-cGMP は，骨芽細胞
の増殖には影響を及ぼさず，ALP 活性と石灰化を抑制し
た．cGMP の膜透過誘導体である，8-bromo-cGMP は逆
に骨芽細胞分化を促進した．8-nitro-cGMP と反応し不活
性化する，活性イオウ分子種の生成に必要な酵素 CARS2
をノックダウンしたところ，8-nitro-cGMP 添加と同様の
結果が得られた．また，8-nitro-cGMP は破骨細胞分化を
有意に促進した．8-nitro-cGMP は，RANKL によって誘
導される破骨細胞分化と RANK の発現を促進した．

結　　　論
　炎症性サイトカインが破骨細胞の前駆細胞および骨芽
細胞における NO の生成を亢進することから，炎症環境
下では 8-nitro-cGMP の生成が亢進し，生じた 8-nitro-
cGMP は，骨吸収促進と骨形成抑制による骨の脆弱化を
引き起こす原因物質のひとつである可能性が考えられた．
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新規内因性シグナル分子 8-nitro-cGMP は炎症において骨吸収を促進させる

○金子児太郎，杉崎リサ，近津大地
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8-Nitro-cGMP, a novel signaling molecule, promotes bones resorption in inflammation

○KANEKO Kotaro，SUGISAKI Risa，CHIKAZU Daichi　　　　　

Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Medical University



215
日本顎顔面インプラント学会誌
Vol. 20, No. 3, 2021

目　　　的
　好中球は血液中の最も豊富な白血球で，感染病巣で活
性酸素種やエラスターゼなどのプロテアーゼを放出する
ことで病原体を破壊し感染防御作用を発揮する．しかし，
これらの因子に選択性はなく，組織障害にも関与する．
好中球は骨吸収を伴うインプラント周囲炎などの炎症性
疾患の病巣に集積するが，その役割は十分に解明されて
いない．また骨吸収を担う破骨細胞の分化は，骨芽細胞
などに代表される細胞に発現する RANKL と破骨細胞分
化阻害因子であるオステオプロテゲリン（OPG）の発現
のバランスにより制御されると従来から考えられてきた．
しかし近年，プロテアーゼが OPG を分解することによる
新たな破骨細胞分化制御機構が存在することが示され
た 1, 2）．そこで今回，炎症部位に集積する好中球エラスター
ゼによる OPG の分解と破骨細胞分化に対する影響を解析
した．

対象と方法
　骨芽細胞・骨髄細胞の共存培養系に好中球を加え，活
性型ビタミン D3 で刺激し破骨細胞分化を誘導した．また
好中球エラスターゼの OPG の分解をウエスタンブロット
法で検出した．さらに，OPG 分解断片の N 末端アミノ酸
配列をエドマン法で分析し，エラスターゼによる OPG の
分解部位の同定を試みた．

結　　　果
　好中球は破骨細胞分化を促進した．この作用はエラス
ターゼ阻害剤により抑制された 3）．また好中球エラスター
ゼは OPG（分子量 56k）を分解し 37k の分解断片を形成
した．この分解断片の N 末端アミノ酸配列は OPG のそ
れと一致したことから，エラスターゼは OPG の RANKL
結合領域より C 末側のデスドメイン様領域を切断すると
考えられた 3）．

考察および結論
　インプラント周囲炎などの骨吸収を伴う炎症性骨疾患
では，好中球エラスターゼが OPG を分解し，破骨細胞分
化を促進する可能性が考えられる．このことからエラス
ターゼ阻害剤により骨吸収の抑制作用が期待できる可能
性が示唆された．

参考文献
1） R. Yasuhara, Y. Miyamoto K Yoshimura et al.: 

Biochem J, 419: 159–166, 2009.
2） T. Akiyama, Y. Miyamoto K. Yoshimura et al.: J Biol 

Chem, 289: 15621–15630, 2014.
3） R. Sugisaki, Y. Miyamoto, K. Yoshimura et al.: Bone, 

132: 115216, 2020.
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エラスターゼによるオステオプロテゲリンの分解と炎症性骨破壊との関連
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Relation between osteoprotegerin degradation 
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　インプラント周囲炎は長期予後を脅かす重篤な疾患で
あることは広く周知されているものの，具体的な治療方
法に関してはコンセンサスが得られていないのが現状で
ある．したがって，インプラント周囲炎の予防が最も重
要であり，メインテナンスは必要不可欠な要件となって
いる．メインテナンスにおいて，プロービングが最も重
要な診断ツールであり，上部構造形態による周囲組織の
損傷およびチタンへの接触の問題からプラスチック製プ
ローブが推奨されているが，さまざまなプローブに関す
る理工学的な検討はなされていない．今回，われわれは
各種プローブの形状および先端のプローブ圧の分析から，
インプラント周囲組織に対する検討を行ったので報告す
る．

対象と方法
　プラスチック製プローブ 4 種（A：ペリオワイズ，プ
レミア社，B：カラーコードプローブカラービュー，Hu-
Friedy，C：クリックプローブ，KerrHawe，D：コンタ
クトプローブ，日本歯研工業），および金属製プローブ 2
種（E：チタン製プローブ，YDM，F：ステンレス製プロー
ブ，Hu-Friedy）の合計 6 種類のプローブを用いた．先
端の形状を電子顕微鏡で強拡大および弱拡大で観察した．
プローブの柄を固定しプローブ先端に垂直方向にかかる
応力を万能試験機（インストロン，島津）で測定した．

結　　　果
　電子顕微鏡像では各プローブの先端部の形状に大きな
違いが認められた．プラスチック製プローブは，特徴的
な先端形状を有するものがあり，表面はバリが観察され
粗造なものが多かった．金属製プローブはプラスチック
製プローブと比較すると滑沢であったが，ステンレス製
プローブでは一部粗造な面が観察されえた．チタン製プ
ローブは最も滑沢な表面であった．金属製プローブの方
が先端のプローブ圧は高かった．プラスチック製プロー
ブは先端の応力は低いもののある一定のひずみ以上で大
きな応力が生じることが明らかになった．

考察および結論
　プローブ先端は粗造なものもあり，周囲組織への影響
を考える必要がある事が分かった．プローブの変位量と
先端の応力はプローブの種類によって異なり，使用に関
しては留意しなければならないことが示唆された．

参考文献
1） Meyle J: J Clin Periodontol, 35 （8 Suppl）: 282-5, 2008.
2） Abrahamsson I, Soldini C: Clin Oral Implants Res, 17

（6）: 601-605, 2006.
3） Etter TH, Håkanson I: Clin Oral Implants Res, 13（6）: 

571-580, 2002.
4） 弘岡秀明，石川　基：歯界展望, 116: 630-640, 840-853, 

2010.

インプラント周囲組織検査に使用する各種プローブの物性評価
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Properties of Various Probes to Use for an Examination of Implant Surrounding Tissue
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　インプラント周囲炎は，インプラント周囲の細菌叢を
構成する細菌種のバランスが崩れることにより生じると
考えられており 1），上部構造の清掃性や歯周炎など，口
腔内局所の環境が影響することが明らかとなっている 2）．
これ以外にも，インプラント周囲における角化粘膜の有
無がインプラント周囲炎の発生率と相関することが報告
されている 3）が，これまでに角化粘膜の有無が細菌叢菌
種構成に与える影響を細菌学的に検討した研究はない．
そこでわれわれはインプラント周囲粘膜における遊離歯
肉移植術（FGG）が及ぼす細菌叢の変化について検討し
た．

対象と方法
　本研究では，インプラント周囲の角化粘膜が乏しい 2
症例において，インプラント周囲炎を伴わない 2 部位と
伴った 5 部位に対して FGG を施し，治療前後におけるイ
ンプラント周囲細菌叢の変化を調べた．
　7 本のインプラント周囲溝から治療前後でサンプルを
採取後，高速シーケンサーにて細菌 DNA の塩基配列を
取得した．取得データの解析により，構成細菌とその存
在比率を門レベルで同定した．

結　　　果
　総じて，全サンプルで存在比率の上位を占めていたの
は Firmicutes，Proteobacteria，Actinobacteria，
Fusobacteria，Bacteroidetes であったが，各部位とも治
療前後で存在比率は異なっていた．また，同一口腔内でも，
部位や炎症の有無で細菌叢構成に差が生じていた．特に，
骨吸収の顕著な部位は，術前では Spirochaetes の存在比
率が高値を示したが，術後に減少していた．さらに，同
一口腔内にある 4 本のインプラントにおいて，術後一様
に Actinobacteria が減少していた．

考察および結論
　以上より，FGG により角化粘膜を付与することで，イ
ンプラント周囲細菌の生息環境が変動し構成菌種に影響
している可能性が示唆された．

参考文献
1） Berglundh, T., Armitage, G., et al.: J Periodontol., 89: 

S313-S318, 2018.
2） Dreyer, H., Grischke, J., et al.: J Periodontal Res., 53: 

657-681, 2018.
3） Rokn, A., Aslroosta, H., et al.: Clin Oral Implants Res., 

28: 314-319, 2017.

インプラント周囲粘膜における遊離歯肉移植術が及ぼす細菌叢の変化
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Free gingival graft on peri-implant mucosa alters sub-mucosal bacterial composition
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　歯槽骨の骨密度（Bone Mineral Density, BMD）を簡
便に計測できれば，インプラント埋入部位の骨質の評価
に応用可能である．顎骨横断面の解剖学的な大きさや形
態が BMD 値に与える影響を調べるため，新しく開発さ
れたデジタル口内法エックス線画像上で歯槽骨の BMD
を計測するシステムを用いて，生体のエックス線画像上
で計測した歯槽骨の BMD 値と，歯科用コーンビーム CT

（CBCT）画像上で求めた顎骨の寸法および画像濃度に関
する計測値を比較検討した．

方　　　法
　BMD 計測には DentalSCOPE システム（メディア）を
用いた．下顎の小臼歯〜大臼歯部を撮影した口内法エッ
クス線画像で歯間部の歯槽骨に幅約 1mm，長さ約 10mm
の ROI を設定して BMD を計測した．CBCT 撮影には
Alphard vega（朝日レントゲン）を用いた．口内法エッ
クス線画像と同じ部位を撮影した CBCT 画像データから
DentalSCOPE の ROI に相当する部位の顎骨横断面を表
す MPR 像を構築して以下の値を求めた．
　1）顎骨の頰舌幅径
　2）頰側皮質骨の厚さ
　3）舌側皮質骨の厚さ

　4）頰舌側合計の皮質骨厚さ
　5） 顎骨の頰舌幅径に対する頰舌側合計皮質骨厚さの割

合（皮質骨率）
　6）海綿骨部の画素値
　7）海綿骨部の総体的画像濃度（％）
　統計ソフトウエア（SPSS）を用い，BMD を結果変数，
CBCT による顎骨の計測結果を説明変数とする重回帰分
析をおこない，ステップワイズ法で最適モデルを選択し
た．

結果および考察
　顎骨の BMD に影響する説明変数として，顎骨頰舌幅
径および皮質骨率が採択された．重回帰分析の結果，分
散分析より顎骨幅径は p<0.001 で，皮質骨率は p<0.005
で有意であった．顎骨幅径の偏回帰係数から，顎骨の頰
舌幅が 1mm 増加すると BMD 値が約 90mg/mm2 上昇す
ると考えられた．BMD 値は骨の CT 値と相関することが
予想されていたが，本研究の結果では，CBCT 画像にお
ける海綿骨部の画素値および総体的画像濃度と BMD 値
の間に有意な相関を認めなかった．これには，CBCT 画
像では水を基準とした CT 値（ハンスフィールド値）が
不正確となる事が影響していると考えられた．
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下顎骨解剖形態が歯槽骨の骨密度に与える影響
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　われわれは，インプラント埋入部位の骨質評価に応用
できる歯槽骨の骨密度（Bone Mineral Density, BMD）
計測を検討している．口内法エックス線画像から計測す
る BMD の値に影響する因子として，顎骨の解剖学的な
大きさや形態に加えて，口内法エックス線撮影の手技や
使用するエックス線発生・画像取得装置の特性が考えら
れる．そこで，新しく開発されたデジタル口内法エック
ス線画像上で歯槽骨の BMD を計測するシステムを用い
て，口内法エックス線撮影の技術や機器が顎骨 BMD 計
測に与える影響について検討した．

材料と方法
　BMD 計測には DentalSCOPE システム（メディア）を
用いた．DentalSCOPE は，エックス線画像濃度から骨密
度を求める MD（Micro Densitometry）法を基に，IP（イ
メージングプレート）によるデジタル口内法エックス線
画像から BMD を求める．
　複数のエックス線発生装置および IP デジタルエックス
線システムの画像を用いて BMD 値が既知の骨塩定量
ファントム（京都科学，京都）を撮影した． 骨塩定量ファ
ントムの BMD 値は，200，400，600 および 800 mg/cm2

である．DentalSCOPEのソフトウエアが備える較正（キャ
リブレーション）機能で BMD 値計算の較正係数を求め，
用いた撮影システムの間で比較検討した．また，撮影時
の水平的エックス線入射方向を意図的に変化させ「参照
体」の画像がどのように変化するかを検討した．

結果および考察
　BMD 計測に影響する因子として以下の項目が挙げら
れる．
　①デジタルエックス線画像システムの特性
　②照射するエックス線量（照射時間）と電圧
　③参照体に対するエックス線入射方向
　④ IP の劣化や汚れ，不十分な初期化
　①および②に対しては，DentalSCOPE ソフトウエアの
キャリブレーションを行った時と同じエックス線照射条
件および画像作成パラメータで患者の撮影をおこなう事
で 影 響 を 最 小 化 で き る と 考 え る． ③ に 関 し て は，
DentalSCOPE 付属インジケータの指示にしたがってエッ
クス線を入射することが重要となる．③の影響をなくす
ためには，できるだけ新しい IP を用い，IP 表面に汚れ
や傷が付かないようにメンテナンスを心がける事が必要
と思われた．
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口内法エックス線撮影の技術や撮影機材が歯槽骨の骨密度計測に与える影響
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　1 ピースインプラント（OPI）はインプラントとアバッ
トメントが一体型となったデンタルインプラントである．
OPI は 2 次手術が不要であり，印象用コーピングやアバッ
トメント等の必要な部品が少ないため，簡便かつ安価に
治療を行うことが可能である．さらに，OPI は 2 ピース
インプラントと比較して，スクリューの緩みや破折がな
く力学的強度に優れている．しかしながら，OPI が破折
した場合は再補綴が不可能となるため，抜去が必要不可
欠となる．本研究では，OPI破折症例の臨床的検討を行い，
破折の原因やリスク因子を探索した．

対象と方法
　2012 年 1 月から 2021 年 7 月までに東京駅前歯科口腔
外科を受診し OPI（AQB インプラントシステム）の破折
と診断された 18 例 20 本を対象とした．検討項目は，年齢，
男女比，インプラントの種類，埋入部位，咬合支持の状態，
最終補綴装着からインプラント体破折までの日数，骨隆
起の有無等とした．

結　　　果
　39 歳以下で 5 例 6 本，40 － 59 歳で 7 例 7 本，60 歳以
上で 6 例 7 本の OPI 破折を認めた．最終補綴装着からイ
ンプラント体破折までの平均日数は，39 歳以下で 662 日，
40 － 59 歳で 1467 日，60 歳以上で 1239 日と若年者では
破折までの期間が有意に短い傾向を認めた．インプラン
ト体の破折部位は，すべての症例において骨縁下での破
折を認めた．OPI の外径は 3mm が 11 本，4mm が 9 本
であり，5mm の破折例は認めなかった．埋入部位は前歯
5 本，小臼歯 5 本，大臼歯 10 本であり，39 歳以下の破折
症例の 80％が大臼歯部であった．

考察および結論
　若年者での OPI の破折は大臼歯部に多く，破折までの
期間が短かった．若年者では高齢者よりも咬合力が強く，
インプラント体への負荷が大きいと考えられ，年齢や埋
入部位は OPI 破折を引き起こすリスク因子であると考え
られた．また，すべての症例で骨縁下でのOPI破折を認め，
OPI の破折は支台部では生じず骨内のフィクスチャー部
で生じることが示唆された．
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　下顎のインプラント埋入窩の形成時に舌側皮質骨を穿
孔することによって，歯槽部舌側近傍を走行する，ある
いは歯槽骨に進入する動脈を損傷した場合に，口底部異
常出血を生じる可能性がある．歯科インプラント埋入時
に，神経や血管の損傷によるさまざまな偶発症が報告さ
れており，解剖学的位置関係の把握は必須である．特に
下顎前歯部や小臼歯部へのインプラント埋入手術では，
異常出血によって致死的な呼吸障害を引き起こした報告
がある．本発表では，下顎前歯部インプラント埋入時に
発生した比較的重篤な口底部出血のために当科受診し，
緊急で処置を要した 1 例および渉猟をし得たインプラン
ト埋入時の口底部出血報告例に対して，臨床的検討をお
こなったので報告する．

対象と方法
　患者は 64 歳，女性，近歯科医院で両側下顎 2 番抜歯後
即時インプラント埋入術を施行したが，術直後に口底部
の腫脹および出血を認めたために同日当科緊急受診と
なった．初診時，口腔底から拍動性出血・呼吸苦・喘鳴
を認めた．口腔底を圧迫止血すると同時に，経鼻挿管を
行い気道確保した．そして全身管理目的に ICU 入室管理
となった．

結　　　果
　初診日より 2 日後，口底部血腫に対し全身麻酔下にて

血腫除去術を施行した．手術時，正中部裂創より口腔底
内部に血餅および血腫が認められた．口底部の血腫を除
去後，創部の縫合処置を行った．術後 10 日目，口底部腫
脹は改善し，経過良好となったため退院となった．

考察および結論
　本症例は下顎 2 番部インプラント埋入窩形成時に，舌
側皮質骨を穿孔することによって動脈を損傷することが
原因で発症したと考えられた．気道管理の後に後遺症の
軽減や感染回避のために血種除去を施行したが，報告例
でも血腫に対し同処置の施行が多かった．口底部出血予
防のためには，術前の正確な診査および診断，適切な手
技とともに近隣の基幹病院と連携が取れるようにしてお
く配慮も重要であると考えられる．

参考文献
1） 勝見祐二：口底部の動脈分布の多様性とインプラント

手術における血管損傷の可能性．新潟歯学会誌 44: 45-
46, 2014．

2） 梯　裕恵，田島暢祟：下顎犬歯部のインプラント埋入
窩形成時に口底出血をきたし緊急気管切開術を行った
1 例．日口腔インプラント誌 25: 717-722, 2012．

3） 上田秀朗，野村隆祥：下顎へのインプラント体埋入時
に発症した口底出血の 2 例．日口腔インプラント誌 
25: 468-475, 2012．
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緒　　　言
　近年，インプラント治療は広く普及している．またイ
ンプラント材料の進歩ならびに手技の向上により，顎骨
囊胞や腫瘍などの術後に骨欠損を生じた症例においても
インプラントが応用されることが増えている．
　今回われわれは，上顎前歯部の歯根囊胞摘出後に生じ
た骨欠損へ骨移植を行い，インプラントにて咬合再建し
た一例について，6 年の経過報告をする．

症　　　例
　患　者：46 歳　男性．
　主　訴： 1 歯根囊胞摘出後のインプラント治療希望．
　既往歴および家族歴：喫煙 20 本 / 日× 26 年．
　現病歴：2015 年 1 欠損にインプラント治療を希望し
て近在歯科を受診し，歯根囊胞の指摘にて当科を紹介受
診した．
　現　症： 12 根尖端部に拇指頭大の境界明瞭な囊胞を認
めた．唇側皮質骨は囊胞により吸収．上顎洞との交通は
認めなかった．
　診　断： 1 歯根囊胞（残留性）．
　治療および経過：局所麻酔下にて 1 部の歯根囊胞摘
出および 2 歯根端切除術を行なった．その後患者は禁
煙を承諾し，3 か月感染のないことを確認した後に，全
身麻酔下にて 12 骨欠損部の腸骨による骨造成を行なっ

た（ 567 部上顎洞底挙上術併施）．6 か月後の CT にて骨
生着を確認した後に 2 抜歯を行い，その 2 か月後に 12

部に 2 本のインプラント体（Nobel Biocare 社）を埋入し
た．上部構造体装着後 5 年が経過し，骨の異常吸収等を
認めず，経過良好である．

結　　　果
　歯根囊胞摘出後の骨欠損部に骨移植を行い，5 年間の
良好なインプラント治療経過を得たので報告した．

参考文献
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2016.
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56, 2020.
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　大臼歯における慢性上顎洞炎術後の原因歯の抜歯後の
補綴に関して，機能的・審美的な回復が困難になるケー
スが多い．
　本症例では，原因歯を抜歯後に口腔上顎洞瘻孔が生じ
た．骨による完全閉鎖，インプラント埋入を目的に閉鎖
術の際に通常では行わない骨造成を行った．
　閉鎖術後三か月で，サイナスリフトおよびインプラン
トの埋入を行った．
　上顎洞炎の完治とインプラント埋入による機能的回復
を得られたので報告する．

対象と方法
　患者は 59 歳男性．耳鼻科からの紹介で左側慢性上顎洞
炎を主訴に 2019/12/19 に本外来に来院した．症状として
は，鼻閉感，鼻汁，27 の咬合痛等上顎洞炎の急性症状を
呈していた．
　初診時の CT 画像にて，27 根尖病巣が上顎洞と交通し
ていることを確認した．25 〜 27 までのブリッジを 25 遠
心で切断し，27 の抜歯を計画した．
　2020/1/17 に事前に準備した止血床を用い抜歯した．
抜歯後に口腔上顎洞瘻孔ができたため，洗浄を繰り返し
た．
　洗浄の結果，大部分の瘻孔は消失したが，ピンホール
上に残存した．
　そのため，2020/3/13 に自家骨，人工骨，チタンメッシュ
を用いた閉鎖術を施行した．術後チタンメッシュが露出
してきたため除去した．
　その後，粘膜および骨の治癒を待ち，2020/8/7 にサイ

ナスリフトおよびインプラント埋入術を行った．

結　　　果
　2021/9/20 に 26, 27 部にインプラント最終補綴物を装
着した．インプラントと骨との結合は良好で，患者も機
能的・審美的にも十分満足している．

考察および結論
　慢性上顎洞炎後のインプラント治療は骨量が少なく，
困難になることが多い．
　本症例では，患者が早期のインプラント治療を希望さ
れたので，それに準じた治療計画を立案した．
　一般的な口腔上顎洞瘻孔閉鎖術としては，頰側粘膜骨
膜弁，口蓋粘膜骨膜弁法，頰脂肪体有茎弁閉鎖法などが
挙げられる．その中で，頰側粘膜骨膜弁が最も多用される．
　瘻孔部分の上皮を切除し，骨膜の減張切開による弁の
完全閉鎖を促す術式である．
　今回行った閉鎖術は，患者が最終補綴にインプラント
を希望されていたため，骨造成も同時に行った．
　今回のような閉鎖術を行わなくても，待機期間を長期
にすれば，骨の回復も期待できたと考える．しかし，早
期の咬合獲得，インプラント治療前提であれば本症例は
有効ではないかと考える．
　骨造成部位へのインプラント治療によって，造成した
骨は維持されると考えられる．その結果，口腔機能の維
持が長期的に期待できる．
　また，本症例は初診時に慢性上顎洞炎の急性症状を呈
していたが，現在は消失した．
　今後ともインプラントの予後観察は必要である．

1P-4-2

口腔上顎洞瘻孔閉鎖術後にサイナスリフトおよびインプラント埋入した一例

○新家　亨，大塚友乃，小飼英紀　 　　
山王病院歯科・口腔インプラントセンター

A case of sinus lift and implants after closure of the oral fistula
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　歯牙の喪失後の骨吸収は，歯科インプラント治療を制
限する要因である．そのため，骨造成術が前処置と同時
に行われている．しかし，骨造成術では軟組織形態の回
復を図ることは困難となることが多い．これでは，歯科
インプラント治療後の上部構造で歯冠長の増大や清掃性
が不良な状態になる．一方で，骨延長術では吸収した硬
組織と軟組織を回復することできるが，医療者が器具の
延長操作をするため患者，医療者ともに負担が大きい．
そのために持続的な力により骨延長を行う器具の開発が
求められる．
　この研究の目的は，持続的に力を及ぼす形態の形状記
憶メッシュシートを用いて，骨膜伸延術を行い，メッシュ
内の新生骨について評価をすることである．

対象と方法
　日本白色種家兎 16 羽（雄，12-16 週齢，2.5-3.0kg）を
使用した．緩徐に伸展する形態の弱圧群（N ＝ 8）と早
期に伸展する強圧群（N ＝ 8）に分け，それぞれの群に
対して弱圧メッシュと強圧メッシュ形状記憶メッシュ
シートを使用した．術後 4，8 週間で屠殺し，組織切片を
H-E 染色，トルイジンブルー染色，BMP-2 染色を行い，
組織学的，免疫組織化学的に評価を行った．
　観察範囲は，形状記憶メッシュシートに接する母骨よ
りメッシュの断端から反対側メッシュ方向に 3mm であ
りメッシュ頂点方向に 2mm に囲まれた範囲直線に囲ま
れた範囲とした．その観察範囲における新生骨の割合を
H-E，トレイジンブルー染色により骨面面積として算出
した．また，BMP-2 は観察範囲内の陽性細胞数の比を算

出した．

結　　　果
　組織学的所見では，弱圧群，強圧群ともに骨添加を認
めた．骨面積比は，4 週間（P ＜ 0.005），8 週間（P ＜ 0.002）
で弱圧型が有意に新生骨の多さを認めた．トルイジンブ
ルー染色においても，4週間（P＜0.001），8週間（P＜0.001）
で弱圧型が有意に骨添加を認めた．

考察および結論
　本研究では，弱圧型の形状記憶メッシュの方が強圧型
と比較して骨添加をすることが認められた．
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改良型形状記憶 Ni-Ti シートを用いた骨膜伸展術による骨の形成に関する検討
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　口腔癌切除に伴う口腔機能障害に対しては，インプラ
ント義歯を固定源とした顎顔面補綴が有用とされている．
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
　1996 年から 2020 年までの 25 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 31
例（男性 19 例，女性 12 例，平均年齢 63.7 歳）を対象と
した．28 例で顎骨切除を伴い，そのうち 18 例で顎骨再
建を含む骨移植を併用し，24 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 147 本であり，
インプラント残存率と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埋
入後の骨縁の減少量（Marginal bone loss：MBL）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 19
例，平均照射量は 44.9Gy であった．照射群の埋入総数
91 本中，脱落本数は 18 本で残存率は 80.2％であった．
非照射群は埋入本数 53 本中，脱落本数は 5 本で残存率
90.5％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 MBL は照射群で有意に多く，特に
骨移植部で多かった．また，下顎に比べ上顎で有意に多
かった．放射線量や皮弁の有無，化学療法の有無で MBL
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，長期的観察においてもMBLは比較的少なく，
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た．よって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．
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口腔癌切除後のインプラント義歯症例における臨床的検討
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　顎骨腫瘍に対する顎骨再建手術において近年 CAD/
CAM 技術を用いた手術支援が行われている．しかしな
がら，術後の精度検証まで行っている報告は少ない．今
回私たちは下顎骨エナメル上皮腫に対して，下顎区域切
除術と腸骨移植術に TruMatch Ⓡ CMF Reconstruction
システム（Depuy Synthes 社）を使用した 2 例に対し術
後精度検証を行い良好な結果を得たため報告する．

対象と方法
　症例 1）39 歳の男性．20 ××年 1 月に右側顔面の腫脹
を主訴として来院．画像所見では右側下顎犬歯から下顎
枝部にかけて low density 領域を認め，頰側への骨の膨
隆を認めた．生検の結果，エナメル上皮腫の診断下に 
TruMatch Ⓡ CMF Reconstruction システムを用い切除範
囲を決定後，カスタムメイドのオステオトミーガイドと
チタンプレートを準備した．手術は下顎区域切除術およ
び腸骨移植術，大耳介神経移植術を施行した．顎下部切
開を行い，オステオトミーガイドを用い区域切除を行っ
た．腸骨はオステオトミーガイドを用い骨切りを行った．
大耳介神経による神経修復を行い，腸骨を顎骨に適合し
カスタムメイド再建プレートおよびスクリューで固定し

た．
　症例 2）49 歳の女性．20××年 7 月に右側下顎枝部の膨
隆を主訴として来院．画像所見では右側下顎の下顎枝前
縁部と大臼歯部 2 か所に low density 領域を認め，頰舌
的膨隆を認めた．生検後，エナメル上皮腫の診断下に下
顎区域切除術および腸骨移植術を行った．症例 1 と同様
に，切除範囲を決定後，カスタムメイドのオステオトミー
ガイドとチタンプレートを用い手術を行った．
　術後の精度検証は GOM Inspect（GOM 社）を用い，
術前ヴァーチャルオペレーションから作製した STL デー
タと術後 3 か月の CT から作製した STL データを重ね合
わせ，再建プレート部の誤差の範囲が 2mm 以内の精度
を検証した．

結　　　果
　症例 1 と 2 において誤差の範囲が 2mm 以内の精度は
約 80% と良好であった．

考察および結論
　本症例はともに術後再発所見はなく経過は良好である．
TruMatch Ⓡ CMF Reconstruction システムを用い，高精
度な顎骨再建を行うことが可能であった．
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TruMatchⓇ CMF Reconstruction システムを用いて下顎骨再建術を行った 2 例の精度検証
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　頭頸部癌に対する放射線治療後の晩期有害事象である
顎骨壊死（ORN）は下顎骨に好発し，疼痛を伴う骨露出
や持続する排膿，開口障害を生じる．保存的治療が奏功
しない場合には下顎区域切除などの外科療法が適応とな
り，当科では腓骨皮弁による下顎骨再建を行っている．
しかし，喪失された咀嚼咬合機能の回復に際して，残存
歯を鉤歯とした顎義歯では十分な安定性を得ることが難
しい．
　今回，われわれは ORN に対する腓骨皮弁再建後に，
移植骨に対してインプラント埋入を行い，インプラント
義歯で咬合回復した症例を報告する．

症　　　例
　患者は 65 歳男性，2009 年に右中咽頭癌に対して化学
放射線治療を施行された．2011 年に左下顎に骨露出を生
じ，インプラントが脱離したが，高気圧酸素療法で自然
軽快した．一方，2016 年に右下顎インプラント周囲の広
範囲な骨露出と排膿を認め，ORN の制御が困難なため右
下顎区域切除と左腓骨皮弁による即時再建術を施行した．
ORN の再燃なく経過したが，顎義歯の安定不良を主訴と

されたため移植骨へのインプラント埋入術を計画した．

処置および経過
　2019 年，全身麻酔下で右下顎移植骨へインプラント埋
入術を施行した．なお，患者の希望により，再建用プレー
トの抜去は行わず，京セラ社製の EMINEO RPφ3.75mm
を計 3 本（10mm 1 本，11.5mm 2 本）埋入した．一次手
術 4 か月後に皮弁を貫通させる軟組織処理を行い，10 か
月後にロケーター付きカスタムバータイプアバットメン
トを併用した広範囲顎骨支持型インプラント義歯を装着
した．現在装着から 1 年半経過しているが，インプラン
ト周囲炎を生じず経過は良好である．

考察および結論
　顎骨再建部に対するインプラント治療では軟組織処理
が必要となり，特に腓骨皮弁では顎堤の高さが低い点が
課題となる．本症例では口蓋粘膜移植や皮弁減量術を行
わずに，デジタルデザインを利用したカスタムアバット
メントを作製し，インプラント義歯の維持安定が得られ
た．
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放射線性下顎骨壊死に対する腓骨皮弁再建後に
インプラントによる咬合回復を行った 1 例
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　歯原性粘液腫（Odontogenic myxoma: OM）は WHO
分類で良性間葉性歯原性腫瘍に分類され，歯原性腫瘍の
3-20％を占める比較的まれな疾患である．発育は緩慢で
あるが，局所浸潤がみられることから，周囲組織を含め
た切除が望ましいとされ，治療後には広範な顎骨欠損を
生じる症例が多い．今回われわれは，57 歳女性の下顎前
歯部に発生した歯原性粘液腫に対して，下顎骨辺縁切除
術を行った後，顎骨欠損部に対し腸骨移植を用いた骨造
成術と広範囲顎骨支持型装置埋入術および広範囲顎骨支
持型補綴による欠損部補綴治療を行った 1 例を経験した
のでその概要を報告する．

症例概要
　患者は 57 歳，女性．2010 年より下顎前歯部の違和感
を自覚していた．2015 年 3 月に下顎前歯部に歯列不正と
歯肉の腫脹が出現したため，近歯科より精査・加療を勧
められ，同年 4 月当科を紹介により受診した．画像検査
にて下顎前歯部の顎骨腫瘍が疑われ，病理組織学的検査
を実施し，診断は歯原性粘液腫であった．同年 6 月，下
顎骨腫瘍の診断下，下顎骨辺縁切除術を施行した．術後
再発はなく，2016 年 3 月に顎骨欠損部に対して腸骨移植

による骨造成術を施行した．その後，同年 12 月に広範囲
顎骨支持型装置埋入手術（1 次手術），2017 年 4 月に広範
囲顎骨支持型装置埋入手術（2 次手術）および遊離粘膜
移植を施行した．同年 10 月，最終上部構造を装着した．
下顎骨腫瘍摘出後約 6 年以上経過し，再発なく咬合状態
も安定しており，経過は良好である．

結　　　語
　顎骨腫瘍摘出後に生じた広範囲顎骨欠損に対し，腸骨
を用いた顎骨再建と，広範囲顎骨支持型装置埋入術およ
び広範囲顎骨支持型補綴による欠損部補綴治療を行い，
機能的，審美的回復により患者の QOL が向上した 1 例
を経験したのでその概要を報告した．
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466, 1995.

歯原性粘液腫摘出後に顎骨再建および広範囲顎骨支持型装置による補綴治療を行った 1 例

○福井暁子，多田美里，二宮嘉昭，小野重弘　
中川貴之，奥田哲史，深田翔平，石田扶美
武知正晃　　　　　　　　　　　　　　　
広島大学大学院医系科学研究科口腔外科学　  　

A Case of Mandibular Reconstruction using Implant Supported Maxillofacial Prostheses 
for Wide Edentulous Area after Resection of Odontogenic myxoma

　　　　 ○FUKUI Akiko，TADA Misato，NINOMIYA Yoshiaki，ONO Shigehiro
　　　　　 NAKAGAWA Takayuki，OKUDA Satoshi，FUKADA Shohei，ISHIDA Fumi
　　　　　 TAKECHI Masaaki

　　　　　　Department of Oral and Maxillofacial Surgery, 
　　　　　　Graduate School of Biomedical and Health Sciences, Hiroshima University
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緒　　　言
　口腔癌の術後の機能回復においてインプラント治療は
有用である．しかしながら，埋入位置の制限や軟組織の
対処が困難であることが多いためインプラント周囲炎を
起こしやすく，ときに口腔癌の再発の一因となりうる．
顎骨再建後に埋入したインプラント周囲に再発した下顎
歯肉癌の症例を供覧する．

症例および経過
　症例は 48 歳，男性．1994 年 6 月上旬に左側下顎第一
小臼歯が自然脱落し，疼痛のため某総合病院歯科口腔外
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，某病院頭頸部外科に紹介された．6 月下旬に左
側下顎歯肉癌（cT2N0M0）に対し左側下顎区域切除術，
遊離腓骨皮弁移植術，インプラント埋入術（腓骨上に 4 本）
を受けた．1995 年 6 月に術後の経過観察のため当科を紹
介され受診した．1998 年に 44，45 が重度慢性辺縁性歯
周炎のため抜去され，1999 年 6 月に 41，43，45 相当部
にインプラント埋入術を実施した．スクリュー固定性の
最終補綴装置の装着後より定期的に上部構造を撤去して

経過観察していたが，2003 年 10 月頃から 41 および 31
相当部のインプラント体周囲に炎症が生じるようになっ
た．局所洗浄や抗菌薬の投与により消炎されたが，断続
的に繰り返した．2008 年 6 月，41 相当部インプラント体
から口底にかけて 30 × 20 mm 大の弾性硬の腫瘤が出現
し，病理組織学的検査で扁平上皮癌と診断された．各種
検査より右側下顎歯肉癌（rT2N1M0）と診断し，7 月よ
り術前化学療法（5-FU 5500 mg，CDDP 130 mg），8 月
に右側頸部郭清術，下顎区域切除術，遊離腓骨皮弁移植
術を実施した．術後 13 年経過した現在，再発を疑う所見
などはなく経過している．

考察および結語
　昨今，インプラント周囲炎が口腔癌の再発のリスク因
子となる可能性が報告されている．顎骨再建症例に対し
てインプラント治療を適用する場合は周囲の環境を整備
し予知性の高い治療を計画すべきであると考えられた．
そして，口腔癌の再発が疑われる場合は躊躇なく検査し，
迅速に治療する必要がある．

顎骨再建後にインプラント体の周囲に再発した下顎歯肉癌の 1 例

○佐世　暁 1），岡部一登 2），上嶋伸知 1）　　　　 　

外山直人 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 
the dental implant body after jawbone reconstruction

○SAYO Akira 1），OKABE Kazuto 2），UEJIMA Shinji 1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

TOYAMA Naoto 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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緒　　　言
　広範囲な下顎欠損の再建には，前腕皮弁などを用いた
軟組織再建を併用せざるを得ないことが多い．しかし，
皮弁再建部にインプラントを適用する際には，皮弁が厚
く可動性を有することや，毛や皮脂腺，汗腺，落屑上皮
などの影響からインプラント周囲組織炎を合併すること
があり，しばしば対応に苦慮することがある．今回われ
われは，3DS（Dental Drug Delivery System）を適用す
ることで，難治性のインプラント周囲組織炎をコントロー
ルすることができた症例を経験したので報告する．

症　　　例
　患者は 54 歳，男性で，左側下顎エナメル上皮腫に対し
て，2016 年 7 月に他院で下顎骨辺縁切除術を施行された．
その後，術後感染と病的骨折を来たし当院紹介受診となっ
た．当科では，2016 年 11 月に，救済手術として左側下
顎骨区域切除 + 左側前腕皮弁および再建プレートによる
即時再建手術を行い，2017 年 6 月，二次的にチタンメッ

シュトレーおよび自家 PCBM による下顎骨再建を行っ
た．しかし，再建骨量が不十分なため，2017 年 12 月に
追加の PCBM 移植を施行し，最終的に良好な再建下顎骨
を得ることができた．その後インプラントによる咬合再
建を念頭に，2018 年 12 月に皮弁減量術を施行し，2019
年 7 月にインプラント埋入，2019 年 12 月に 2 次手術を
施行した．しかしながら，ヒーリングアバットメント周
囲に炎症性肉芽組織の増殖を認めたため，インプラント
周囲炎に準じた処置ならびにデヌードを行ったが，改善
を認めなかった．そこで，歯周炎などに応用されている
3DS に着目し，インプラント周囲に義歯を利用した 3DS
を施行したところ，周囲組織炎の改善を認めた．現在，
最終補綴物装着まで終了し経過良好である．

結　　　語
　前腕皮弁周囲の難治性インプラント周囲組織炎に対し
て，3DS を適用し良好な治療結果を得たので報告した．

前腕皮弁と腸骨 PCBM を用いて再建した下顎に生じた難治性インプラント周囲組織炎の 1 例

○石塚忠利，中岡一敏，武山真由，山田秀典
長谷部充彦，川口浩司，濱田良樹　　　
鶴見大学歯学部口腔顎顔面外科学講座　  　　

A case of refractory inflammation of the peri-implant tissue developed 
in the reconstructed mandible with a forearm flap and iliac PCBM

○ISHIZUKA Tadatoshi，NAKAOKA Kazutoshi，TAKEYAMA Mayu，YAMADA Shusuke
HASEBE Mitsuhiko，KAWAGUCHI Koji，HAMADA Yoshiki　　　　　　　　　　　　

Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tsurumi University School of Dental Medicine　　　 　
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目　　　的
　喫煙とインプラントの喪失を含む口腔疾患との関係を
調査するために，全国的な横断的アンケート調査を実施
した．

対象と方法
　調査は日本顎顔面インプラント学会，日本口腔外科学
会，日本口腔インプラント学会，日本口腔内科学会の研
修施設・准研修施設に郵送し，158 施設（32%）からイン
プラントの喪失に関する回答を得た．喫煙状況，インプ
ラントの喪失数，およびその他の関連変数は，二次デー
タとして参加施設から収集した．調査期間中に参加歯科
医療施設で歯科インプラントの治療を受けた合計 1,966
人の患者を分析した．

結　　　果
　全サンプルのうち，90 例（5％）が早期のインプラン
ト喪失（≤ 12 か月）で，153 例（8％）が後期のインプラ
ント喪失（>12 か月および≤ 120 か月）であった．Pack-
year は，インプラント喪失なしのグループ（26.1 ± 18.1）
よりも，インプラント喪失あり（初期および後期）グルー
プ（31.2 ± 15.9）で有意に高かった（P = 0.026）．多変
量解析では，埋入されたインプラントの数，喫煙，およ

び Pack-year が，インプラント脱落に関連するリスク因
子であった．非喫煙者と比較した現在喫煙者のインプラ
ント脱落の調整オッズ比は，早期インプラント喪失で 2.07

（95％ CI: 1.19–3.62），後期インプラント喪失で 1.48（95％
CI: 0.92–2.37）であった．

考察および結論
　2018 年のメタアナリシスで，インプラント喪失に対す
る喫煙のリスクは 2.92（95％ CI，1.76-4.83）と報告され
ている 1）．また，受動喫煙においても喫煙がインプラン
トのオッセオインテグレーションに有意に悪影響を与え
ることがメタアナリシスで確認されている 2）．
　今回の研究結果は，現在の喫煙習慣が喫煙曝露の期間
に関係なく，インプラント喪失のリスク増加と関連して
いることを再確認した．

（Nagao et al., Int J Oral Maxillofac Surg. 10: S0901-5027
（21）00025-4, 2021.）

参考文献
1） Alfadda SA et al.: J Oral Implantol. 44: 390-399, 2018.
2） Javed F et al.: Int J Oral Maxillofac Surg. 47: 764-772, 

2018.
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喫煙者における早期および後期インプラント喪失の有病率

　　　　　　　○長尾　徹 1），福田仁一 2），河奈　裕正 3），松尾　朗 4）　
　　　　　　　　菅井敏郎 5），宮部　悟 1），後藤満雄 1），濱田　傑 6）　
　　　　　　　　川合道夫 7），三浦一恵 8），瀬戸晥一 9）　　
　　　　　　　　 　1）愛知学院大学歯学部顎顔面外科学講座，2）大分歯科専門学校
　　　　　　　　 　3）神奈川歯科大学歯学部歯科インプラント学講座顎・口腔インプラント学分野
　　　　　　　　 　4）東京医科大学茨城医療センター歯科口腔外科，5）医療法人社団 UC 会
　　　　　　　　 　6）近畿大学医学部歯科口腔外科，7）日本オーラルクリニック
　　　　　　　　 　8）大森・東京歯科口腔外科，9）総合南東北病院歯科口腔外科

Prevalence of early and late oral implant loss among smokers: a nationwide survey in Japan

　 　○NAGAO Toru 1），FUKUTA Jinichi 2），KAWANA Hiromasa 3），MATSUO Akira 4）

　　 　SUGAI Toshiro 5），MIYABE Satoru 1），GOTO Mitsuo 1），HAMADA Suguru 6）

　　 　KAWAI Michio 7），MIURA Kazue 8），SETO Kanichi 9）

　　　  1）Department of Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Aichi Gakuin University
　　　  2）Oita College of Dental hygiene
　　　  3）Department of Oral and Maxillofacial Implantology, Kanagawa Dental University
　　　  4）Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Medical University Ibaraki Medical Centre
　　　  5）Ginza UC Dental Implant
　　　  6）Department of Oral and Maxillofacial Surgery Kindai University Faculty of Medicine
　　　  7）Japan Oral Clinic，8）Omori Tokyo Oral and Maxillofacial Surgery
　　　  9）Department of Oral and Maxillofacial Surgery Southern Tohoku General Hospital, Fukushima, Japan
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目　　　的
　インプラント治療の進展とともに，インプラント治療
を取り扱う医療機関は増加し，国民によるインプラント
に対する認知度も高くなった．その反面，インプラント
埋入後の経過年数が長くなるにつれ，偶発症や問題とな
る事象が生じた例も報告されるようになった．また，イ
ンターネットの普及やメディアの報道などにより，患者
のインプラントに対する認識も変化してきており，イン
プラント治療をとりまく環境は大きく変わってきている．
　今回われわれは，総合大雄会病院口腔外科におけるイ
ンプラント埋入患者の動向とその背景を明らかにするこ
とを目的として，臨床統計を行ったので報告する．

対象と方法
1991 年 4 月から 2021 年 3 月の間に当科にてインプラン
ト治療を施行した患者 370 名に対して 5 年間ごと（1996
年 度，2001 年 度，2006 年 度，2011 年 度，2016 年 度，
2021 年度）に以下の項目について調査した．1）新規患
者総数と性別患者数，2）年齢別患者数，3）インプラン
ト埋入件数と埋入本数，4）部位別埋入本数，5）骨移植
術について検討を行った．

結　　　果
① インプラント埋入新規患者数，埋入手術件数および本

数の年次推移は 2011 年度をピークに減少をたどった．
② 年齢別患者数の分布推移をみると，どの年度においても

新規患者の最多年代のピークは 50 〜 60 歳代であった．
③部位別埋入数は下顎臼歯部が圧倒的に多くなった．
④骨移植の件数は 2011 年度をピークに減少をたどった．

考察および結論
2008 年のリーマンショック，2011 年の東日本大震災，
2019 年の新型コロナウイルス感染症の影響等，経済活動
の停滞およびマスコミのネガティブな報道による国民の
インプラントに対する認識の変化のような社会的要因に
より新規患者の動向に変化が起きており，経済情勢，国
民の意識や口腔内環境，歯科診療体制の変化等と密接な
関わりがあると考えられた．

総合大雄会病院歯科口腔外科における過去 30 年間のインプラント患者の臨床統計

○牧原弘幸，前田早苗，鈴木陽子，早瀬理納
伊藤久徳，水野　進　　　　　　　　　
総合大雄会病院歯科口腔外科　　　　　　  　

Clinical statistics of implant patients in Daiyukai General Hospital for the past 30 years

○MAKIHARA Hiroyuki，MAEDA Sanae，SUZUKI Yoko，HAYASE Rina
ITO Hisanori，MIZUNO Susumu　　　　       　　　　　　　　　　　

Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Daiyukai General Hospital　　　 　
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目　　　的
　本研究は，2020 年までの 10 年間において，2011-2015
年および 2016-2020 年の各 5 年間における生物学的およ
び機械的合併症の発症を比較し，その傾向を分析するこ
とを目的とした．

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 2011-
2020 年に初診にて受診した患者 4761 名（2011-2015 年：
1948 名，2016-2020 年：2813 名）を対象とした．生物学的
合併症は，インプラント周囲粘膜炎およびインプラント
周囲炎とした．インプラント周囲炎は，AAP/EFP 2017 
World Workshopの基準に従い，BOP（+）, PD>6mm, 骨
吸収 >3mm とした．また，機械的合併症は，スクリュー
の緩み，スクリューの破折，前装材料の破損，インプラ
ントの破折，フレームワークの破折，セメント固定にお
ける維持の喪失を評価した．各 5 年間の比較には，
Student-t 検定を用いた．（倫理審査委員会番号 11000736
承認　承認番号 635 号）

結　　　果
　初診患者 4761 名のうち，インプラント埋入済の患者は

2011-2015 年：395 名（20%），2016-2020 年：706 名（25％）
であり，各 5 年間を比較すると，その割合は有意に増加
していた（p<0.05）．また各 5 年間における機械的合併症
の発症割合について，有意差は認められないものの，生
物学的合併症の発症割合は有意に減少していた（p<0.05）．
また，機械的合併症の発症において，それぞれ 58%

（2011-2015 年）37%（2016-2020 年）と，高い割合で生物
学的合併症を併発していた .

考察および結論
　2011-2015 年および 2016-2020 年を比較すると，機械的
合併症の発症に変化はないが，生物学的合併症は減少し
ていた．しかし，機械的合併症の発症における生物学的
合併症の併発割合は依然として高く，合併症を予測する
ための病因を特定することが重要である .

参考文献
1） Pjetursson BE et al. A systematic review of the 

survival and complication rates of implant-supported 
fixed dental prostheses （FDPs） after a mean 
observation period of at least 5 years. Clin Oral 
Implants Res. 2012; 23 Suppl 6: 22-38.

2020 年までの過去 10 年間における生物学的および機械的合併症の発症傾向分析

○鈴木　航 1），小田由香里 1），鈴木玲也 1），長友香菜子 1）

大津雄人 1），野本冬歌 1），平野友基 1），佐々木穂高 1）

矢島安朝 1），関根秀志 2）　　　　　　　　　　  　　
1）東京歯科大学口腔インプラント学講座　　　　　　　 　
2）東京歯科大学クラウンブリッジ補綴学講座　　　　　 　

Changes of biological and technical complication prevalence 
over the last decade up to 2020

○SUZUKI Kou 1），ODA Yukari 1），SUZUKI Reiya 1），NAGATOMO Kanako 1）　　    　

OTSU Yuuto 1），NOMOTO Fuyuka 1），HIRANO Tomoki 1），SASAKI Hodaka 1）

YAJIMA Yasutomo 1），SEKINE Hideshi 2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             　

　　  　　  　1）Department of Oral and Maxillofacial Implantology, Tokyo Dental College
　　  　　  　2）Department of Fixed Prosthodontics, Tokyo Dental College
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目　　　的
　囊胞摘出後の骨欠損の大きい瘢痕組織へのインプラン
ト埋入は，瘢痕組織への血液の供給が微小血管のみであ
ることから，治療の遅延やインプラントの生着を妨げる
など難渋する場合が多い．われわれは囊胞摘出後の骨欠
損部に骨移植を併用したインプラント治療を応用し，一
旦は感染したが収束させその後 3 年間良好に経過した症
例を以前本学会で報告した．今回さらに 7 年経過し，10
年間良好に経過したのでその概要を報告する．

症　　　例
　56 歳男性，右側下顎臼歯部のブリッジの違和感を主訴
に 2008 年 2 月に当院を受診した．当院初診の約 1 年前に
他院にて下顎骨囊胞手術の既往があった．パノラマエッ
クス線写真では，近遠心的に第二小臼歯から第二大臼歯
にかけて下顎管に至る囊胞の摘出後と思われる低石灰化
像がみられ，第二小臼歯，第二大臼歯は歯根端切除術が
施行されていた．経過観察後，同年 4 月，違和感の原因
は右側第二小臼歯の歯根破折と診断し，同歯を抜歯し，
第二小臼歯，第一大臼歯の欠損補綴をインプラントにて
行う治療計画を立案し，患者の承諾を得た．
　術前 CBCT 写真で，インプラント埋入部の頰側皮質骨
および海綿骨が欠損しているのが確認された．同部の歯
肉歯槽粘膜に瘢痕形成がみられた．下顎枝外側から皮質
骨および海綿骨を採取し，インプラント埋入手術と同時

に骨移植を計画した．
　2009 年 11 月にインプラント埋入術および骨移植手術

（べニアグラフト）を施行した．術後 1 週間目に，創の一
部が哆開して移植骨を固定していたスクリューが露出し
た．以後，同部の洗浄と搔把を繰り返したが，創の閉鎖
を認めず，3 か月後にスクリューを除去した．移植骨は
母骨と一体化し動揺は見られなかったが血行は不良で
あった．
　2010 年 10 月，表層の腐骨化した移植骨と周囲の不良
肉芽組織を除去した．その後，創は二次治癒して上皮化
が認められたため，同年 11 月にインプラント二次手術を
行い，ヒーリングアバットメントを装着し，その 1 か月
後に最終補綴物を装着した．現在，埋入後約 10 年経過し，
感染所見なく経過良好である .

考察および結語
　下顎臼歯部の 3 歯にわたる囊胞摘出部にべニアグラフ
トを併用したインプラントによる欠損補綴を行った．創
の哆開と感染が長期にわたり持続したが，創の洗浄と搔
把，一部腐骨除去を行い，創部感染は収束し得た．術後
の画像検査で，インプラント体周囲骨の石灰化の亢進が
認められた．移植骨部位の感染が限局している場合，早
急な移植骨やインプラント除去は必要なく，洗浄と部分
的な搔把で埋入インプラントを温存することは可能であ
ると考えられた．
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囊胞摘出後の欠損にインプラントを埋入した 1 例　第二報
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目　　　的
　骨誘導再生において，GBR による骨造成は骨移植と比
較して誘導される骨量に限界がある．そのため多くの骨
造成を必要とする場合，ブロック骨の移植や骨延長が選
択される．一方，骨延長術の応用には適応限界があり，
何よりも患者の身体的・精神的苦痛が大きい上，ディバ
イスも高価である．その点，ブロック骨移植は骨延長と
比較して簡便であり , ほとんどの症例で口腔内より十分
な骨量を採取可能であるが，移植部位の骨形状を整える
ことや，ブロック骨間や母床骨との間隙には粉砕骨や吸
引骨の充填や添加が必要とされる．しかし，これらの移
植骨は術後骨吸収を来してしまうことが多い．本報告の
目的は，吸収性バリアメンブレンの移植骨吸収防止効果
をコンビーム CT（以下 CBCT）画像より計測し統計学
的に検討することにある． 

対象と方法
　2008 年 1 〜 2 月の間に，上顎前歯部にブロック骨移植
を併用したインプラント埋入術を 3 症例に計 10 本のイン
プラントを埋入した．このうちバリアメンブレンを全く
使用しない症例，骨移植部の全面に使用した症例，骨移
植部の 1/2 に使用した症例を対象として骨吸収の程度を

CBCT で検討した．なお，研究に対して患者の同意を得
ている．
　CBCT 装置は，Alphard-2520（朝日エックス線，京都）
を用いた．今回は，インプラント埋入後の経過観察を目
的としたため，線量低減を重視して直径 50mm の D モー
ドで撮影した．CBCT 撮影は，術直後，6 か月，1 年，4
年で行い，画像を分析した．経時的な骨量変化の計測は，
各インプラントの長軸に平行な歯列・顎骨の横断面の

（MPR）像を作成し，ウインドウ値／ウインドウ幅（WL/
WW）に設定した画像上で厚みと幅を計測し，バリアメ
ンブレンを使用したインプラント（5 本）と使用しなかっ
たインプラント（5 本）について計測値を Wilcoxon（正確）
検定にて検討した．

結果および考察
　CBCT 画像で吸収性バリアメンブレン使用群と未使用
群で計測値を検討した結果，メンブレン使用群の方が幅
径，長径ともに統計的に有意に骨吸収が少ない傾向を認
めた．二次手術時の肉眼的所見では両群とも炎症を認め
ず粘膜の性状に差は見られなかった．
　吸収性メンブレンの使用は，移植骨の吸収防止の観点
から有用であると考えられた．
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細胞遮断膜を応用した上顎前歯部欠損に対するべニアグラフトの臨床的検討
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Background and aim
　In dental implant patients treated with maxillary 
sinus augmentation techniques, it is important to 
confirm the course of vascular vessels in the osseous 
wall of the maxillary sinus, because the branches of the 
alveolar arteries often pass transversely across the 
surgical approach point in the anterior wall of the 
maxillary sinus. In addition, previous reports have 
demonstrated variations in the pathways of the superior 
alveolar arteries.
　The superior alveolar arteries are observed as 
radiolucent grooves in the wall of the maxillary sinus 
by X-ray imaging. However, it is difficult for dentists to 
observe these radiolucent grooves in conventional 
panoramic or intraoral radiographs. On the other hand, 
it is possible to observe grooves in the osseous wall of 
the maxillary sinus in axial, sagittal, and coronal views 
of dental CBCT images. Although sliced CT images are 
useful to identify vascular vessels, it is not easy to 
observe their entire course through the wall of the 
maxillary sinus by sliced CT images. There are several 
popu lar  bas ic  three -d imens iona l  （3D） image 
reconstruction techniques available for CBCT images. 
However ,  3D imaging techniques suitable for 
observation of vascular vessels have not yet been 
investigated.
　The aim of this study was to identify the 3D CT 
imaging technique most suitable for observation of the 
entire course of the arteries in the wall of the maxillary 
sinus.

Methods
　Dental CBCT image data including 40 hemi-maxillary 
sinuses were utilized in this study. Based on the 

d i agno s t i c  impre s s i o n s  f r om  mu l t i  p l a nne r 
reconstruction （MPR） images, the diagnostic accuracy 
and the kappa coefficient of surface rendering （SR）, 
volume rendering （VR）, and maximum intensity 
projection （MIP） images were calculated.

Results and conclusion
　The overall diagnostic accuracy was 55.7 % in SR, 
70.0 % in VR, and 91.4 % in MIP. Cohen's kappa was 0.03 
in SR, 0.14 in VR, and 0.73 in MIP images. Only MIP 
images revealed significant agreement with MPR 
findings.
　MPR images are able to display CT slices in any 
direction, including orthogonal and curvilinear planes. 
MPR is useful for observation of the osseous wall of the 
maxillary sinus, which is necessary to identify grooves 
or holes that may represent the existence of vascular 
vessels. Results from the present study suggested that 
SR imaging is not adequate for observation of vascular 
vessels from frontal or lateral views. In the present 
study, the visibility of vascular vessels was not high in 
VR images with default rendering parameter settings.
　MIP is used to create angiographic images from CT 
and MR imaging data. In this technique, the intensity of 
each voxel in the resulting image is the maximum 
intensity encountered along a line from the viewer's eye 
as it traverses across the volume. In the present study, 
MIP is useful for observation of vascular vessels on the 
anterior wall of the maxillary sinus.
　In conclusion, the vascular vessels on the anterior 
wall of the maxillary sinus were observed using various 
3D reconstruction techniques. The results suggested 
that MIP 3D images are useful for observation of the 
entire course of the arteries in the maxillary sinus wall.
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Visibility of vascular vessels on anterior wall of maxillary sinus 
in 3D reconstructed CBCT images
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目　　　的
　交通事故に伴う顎顔面領域の外傷は，軟・硬組織の機能・
審美的障害をもたらすことが多い．また前歯部歯牙なら
びに顎堤欠損に対する口腔インプラント治療においては，
その治療は長期にわたることも少なくない．今回，交通
外傷によって上顎前歯部の歯牙脱落・破折および歯槽骨
欠損の生じた患者に対し，ステージドアプローチにより
骨移植後にインプラント治療を行うことで，良好な結果
が得られたので報告する．

対象と方法
　患者は 17 歳女性．2012 年 1 月に交通事故のため近在
歯科での応急処置を受けたが，その後前歯部の審美およ
び咬合状態の改善を希望し，精査加療目的で当科紹介来
院となる．来院時，11・13 脱落，12 嵌入を認め暫間補綴
物が装着されていた．また CT 画像にて上顎前歯部には
著明な骨吸収を認めた．21 は歯根破折を認めるも感染所
見がないため抜歯による骨吸収を防止するため一時的に
保存することとした．同年 8 月に上顎前歯部に対し 38 部
より自家骨を採取，GBR を施行した． 2013 年 3 月上顎

前歯欠損部および 21 に抜歯即時埋入を行った（11，13，
21 部：Nobel Active Ⓡ φ4.3×15mm　3 本　12 部：
Nobel Active Ⓡ φ3.5 × 15mm　1 本）．同年 10 月 2 次手
術を経て，2014 年 3 月最終補綴物装着となった．

結　　　果
　2017 年 7 月（3 年 4 か月後），口腔内に異常所見は認め
ず， エックス線画像においても骨吸収やインプラント周
囲炎を疑う所見は認めず，患者は機能的，審美的に満足
しており，とくにトラブルなく，現在まで経過良好である．

考察および結論
　上顎前歯部は外傷によって歯牙の喪失を最も招く部位
であり，それに伴う骨吸収はインプラント治療を困難に
する原因である．とくに前歯部欠損は機能的・審美的に
QOL を著しく損ねる．本症例では保存不可能と判断した
前歯部の感染制御をし，骨量保存を図りながら周囲への
骨造成後に抜歯と同時にインプラント埋入を行うことで
周囲骨吸収を最小限にし良好な結果を得ることができた．

交通外傷による上顎前歯部審美・機能不全に対して staged approch により
骨移植・インプラント治療を行った 1 症例

○園川拓哉 1），田村暢章 2），龍田恒康 1），竹島　浩 2）　　
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2）明海大学歯学部病態診断治療講座高齢者歯科学分野　　
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A case of maxillary anterior esthetic and functional failure due to traffic trauma treated 
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緒　　　言
　永久歯の先天性欠損の発生頻度は 10.1％であるとの報
告があり，下顎側切歯の先天性欠損の発現頻度は下顎第
二小臼歯の次に多い．前歯部は審美性が要求される領域
であるため先天性欠損の場合には欠損部に対する補綴治
療などの処置が必要である．今回，下顎側切歯の先天性
1 歯欠損に対しインプラント治療を行い，審美的・機能
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 18 歳女性，2014 年頃から下顎左側側切歯の先
天性欠損のため歯間空隙を認めていたが，成長期である
ことから紹介元医院では経過観察を行っていた．その後，
歯科矯正治療にて下顎左側犬歯を近心へ移動し，犬歯小
臼歯間にインプラント埋入可能な近遠心幅径を確保した
後，2020 年 2 月に当科紹介受診した．その後診断用ワッ
クスアップを行い，シミュレーションソフトウエア
Simplant Ⓡを使用してサージカルガイドを作製し，2020

年 7 月インプラント埋入術を実施した．5 か月後にアバッ
トメント連結手術を実施し，その後プロビジョナルレス
トレーション（PVR）を装着した．PVR 装着中に周囲軟
組織の状態，清掃性に問題がないことを確認した．2021
年 4 月口腔内スキャナを使用して光学印象を行い，2021
年 6 月上部構造を装着した．上部構造装着後 2 か月経過
時点での口腔清掃状態は良好で，インプラント周囲組織
および残存歯の歯周組織は安定しており，審美的にも患
者の十分な満足が得られている．

考察および結論
　先天性欠損歯の欠損部治療として，ブリッジでは健全
歯質を切削することになり有髄歯の場合は歯髄に対する
影響も考慮する必要がある．今後，先天性欠損部のイン
プラント治療における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
チで治療に取り組み，長期的な経過観察を行っていくこ
とが重要と考えられる．

下顎前歯の先天性欠損に対しインプラント治療と歯科矯正治療を併用した 1 例
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宗像花楠子 1），小高利絵 1），河奈裕正 2），中川種昭 1）
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A case of congenital missing teeth in the mandibular anterior region managed
with orthodontic treatment followed by prosthodontic treatment using an implant
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緒　　　言
　歯科インプラントと骨吸収抑制薬関連顎骨壊死の発生
に関して，薬剤投与開始前のインプラント埋入は，十分
な口腔管理が行われている場合には発生のリスクにはな
りにくいとされている．しかし，がん治療で骨代謝調節
薬を使用する患者は，疾患の状態と年齢的な問題から，
口腔症状がなければ歯科医院でのメンテナンスを自己中
断する場合があり管理は困難となる．今回，ゾレドロン
酸投与後，歯科インプラント周囲に生じた顎骨壊死と，
その後の保存治療において長期経過を追った 1 例を経験
したので報告する．

症　　　例
　患者：72 歳，女性．主訴：右下顎歯肉の腫脹と疼痛．
既往歴：腎癌術後，多発骨転移．現病歴：過去に他歯科
医院で埋入した右側下顎インプラント埋入部歯肉が，2
か月前から腫れてきた．消炎加療を受けているが改善を
認めなかった．泌尿器科主治医がゾレドロン酸投与中で
あるため顎骨壊死を懸念し当科へ紹介に至った．処置お
よび経過：初診時は歯肉腫脹と歯肉瘻孔を認めたが明ら
かな骨露出は認めなかった．CT において明らかな骨髄
変化や骨膜反応は認めなかった．経過と症状からステー
ジ 0 の ARONJ として経過観察を行った．その後 2 年間，
通院中断があったが同部の骨露出と疼痛のため再診した．
インプラントに動揺はなく壊死骨に嵌合していた．疼痛
緩和と局所洗浄を行い，経過観察を行った．初診から 3

年を経過し，インプラントの動揺を認め腐骨と併せて摘
出した．

考察および結論
　分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬の登場によ
りがん患者の予後延長が期待され悪性腫瘍患者への骨代
謝調節薬の長期投与例が増加し，その結果として顎骨壊
死の増加が予想される．医科・歯科連携にて顎骨壊死の
情報共有は一般的になり，治療前の口腔内スクリーニン
グは行われている．しかし本件のように骨代謝調節薬の
投与開始前に埋入した歯科インプラントから発生する事
も考慮し，その後の口腔管理を検討すべきである．
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after Intraveinous zoledronic acid

○NAKAI Shingo，KAMAMOTO Munefumi，TAKAGI Junichiro，MIYATA Masaru

Department of Dentistry and Oral Surgery, Ishikawa Prefectural Central Hospital  　　　　 　
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　唇顎口蓋裂患者の顎裂部に対しては，骨移植術後に矯
正治療や補綴治療が行われるが，まれに顎裂未手術で成
人する症例を認める．このような成人顎裂未手術患者の
補綴治療においては，う蝕や歯周炎の併発により顎裂部
と臨在歯を含めた補綴治療計画が必要となり難渋する．
近年，唇顎口蓋裂患者に対するインプラント治療は，隣
在歯への侵襲を回避できるばかりか，移植骨の吸収を抑
制する利点からも補綴治療の選択肢として注目されてい
るが，多くは顎裂部に対する単独歯欠損の報告である．
今回われわれは，顎裂のみ未手術であった成人の片側性
唇顎口蓋裂患者の両側上顎前歯部に対して二回の骨移植
術を併用しインプラント治療を行った 2 例を経験したの
で報告する．

症　　　例
　症例 1：患者は 47 歳女性．2018 年 5 月に上顎前歯部ブ
リッジの動揺を主訴に当科初診となった．右側上顎 1 お
よび左側上顎 1，3 重度歯周炎，両側上顎 2 欠損，左側顎
裂の診断で，二回の骨移植術を併用したインプラント治
療を計画し，左側上顎 3，右側上顎 1，3 部にインプラン
ト埋入を行った．初回手術から 2 年後にボーンアンカー

ドブリッジを装着した．症例 2：患者は 66 歳女性．2017
年 9 月に上顎前歯部の審美障害を主訴に当科初診となっ
た．右側上顎 1-5 および左側上顎 1，2 欠損，右側顎裂お
よび口腔鼻腔瘻の診断で，二回の骨移植術を併用したイ
ンプラント治療を計画し，右側上顎 4，左側上顎 2 部に
インプラント埋入を行った．初回手術から 3 年 6 か月後
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
　成人においては，顎裂部の移植骨の生着率は低下する
ため，それを併用したインプラントの治療期間は長期に
及ぶ．本報告では，初回手術では骨架橋の形成を，次手
術では歯槽骨形成を目的に骨移植を行い，両側上顎前歯
部にインプラント治療を行った．治療期間が長期におよ
んだことから，慎重な経過観察が必要と考えている．

参考文献
1） 代田達夫，松井義郎，他：日口腔インプラント会誌．

21: 32-38, 2002.
2） Takahashi T, Inai T, et. al.: Oral Surg Oral Med Oral 

Pathol Oral Radiol Endod. 105: 297-302, 2011.
3） 松井桂子，高橋　哲，他：日口蓋誌．41: 201-211, 2016.
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成人顎裂未手術患者に二回の骨移植術を併用しインプラント治療を行った 2 例

　　　　　　　　○森　亮介 1），立浪秀剛 1），藤原久美子 1），津野宏彰 1），石戸克尚 1, 2）

　　　　　　　　　今上修一 1），高塚団貴 1），石坂理紗 1），佐渡忠司 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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Dental implant prothesis combining two-stage bone augmentation 
for adult unoperated alveolar cleft: Repot of two cases

○MORI Ryosuke，TACHINAMI Hidetake，FUJIWARA Kumiko，TSUNO Hiroaki
SEKIDO Katsuhisa，IMAUE Shuichi，TAKATSUKA Danki，ISHIZAKA Risa
SADO Tadashi，NOGUCHI Makoto　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　

　　　　　 　1）Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Medicine, Academic Assembly, 
　　　 　　　 　University of Toyama
　　　　　 　2）Department of Dentistry and Oral Surgery, Toyama Red Cross Hospital
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　フルアーチ固定性インプラント上部構造を装着し長期
経過した上下顎無歯顎患者において，唾液中に歯周病関
連細菌が検出されるのか，また , インプラント治療の前
後で唾液中の歯周病関連細菌検出レベルに変化があるの
かを，後ろ向きに明らかにすることを目的とした．

対象と方法
　東京歯科大学口腔インプラント科において，2006 〜
2012 年にフルアーチ固定性インプラント上部構造を用い
てインプラント治療を行った上下顎無歯顎患者 18 名を対
象とした．インプラント治療前および治療後において，
各被験者より刺激全唾液 5mL を採取した．歯周病関連細
菌定量測定方法は，リアルタイム PCR 法を用いて，
Aggregatibacter Actinomycetemcomitans （A.a.），
Porphyromonas gingivalis （P.g.），Tannerella forsythia 

（T.f.），Treponema denticola （T.d.），Prevotella 
intermedia （P.i.）の 5 菌種において定量測定を行った．
なお，本研究は東京歯科大学倫理審査委員会の承認（倫
理審査委員会番号 11000736 承認　承認番号 838 号）を得
て実施した．

結　　　果
　対象患者 18 名のうち，8 名が追跡不可能であった．10
名は定期的なメインテナンスに継続して通院しており，
その内訳はインプラント 132 本，年齢 73.5 歳，経過年数
は 9~15 年であった．10 名において，インプラント治療
前に歯周病所見を認めたが，インプラント治療後にはイ
ンプラント周囲炎は認められなかった．また，インプラ
ント治療前と比較して，治療後に，A.a. P.g. T.f. T.d. P.i. 
総菌数は有意に減少していた（p<0.05）．さらに，インプ
ラント治療前と比較して，治療後に，すべての歯周病関
連細菌の検出レベルが有意に減少した（p<0.05）．

考察および結論
　フルアーチ固定性インプラント上部構造を装着した上
下顎無歯顎患者において，インプラント周囲炎が存在し
ない場合，唾液検査による歯周病関連細菌の検出レベル
は少なかった．インプラント治療前に唾液中に歯周病関
連細菌が検出されていても，9 〜 15 年経過後で歯周病関
連細菌の検出レベルが減少した．

2P-3-4

固定性インプラント上部構造を装着した無歯顎患者における歯周病関連細菌検出量の変化

○鈴木玲也 1），小田由香里 1），宮崎創太 1），安岡はるか 1），平野友基 1）

佐々木穂高 1），古谷義隆 1），伊藤太一 1），関根秀志 2），矢島安朝 1）

1）東京歯科大学・口腔インプラント学講座　　　　　　　　　　　　　 　
2）東京歯科大学・クラウンブリッジ補綴学講座　　　　　　　　　　　 　

Changes of periodontal bacteria levels before and after implant treatment in edentulous 
patients who worn full-arch implant-supported prostheses

○SUZUKI Reiya 1），ODA Yukari 1），MIYAZAKI Sota 1），YASUOKA Haruka 1）　　　

HIRANO Tomoki 1），SASAKI Hodaka 1），FURUYA Yoshitaka 1），ITO Taichi 1）

SEKINE Hideshi 2），YAJIMA Yasutomo 1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　 　1）Department of Oral and Maxillofacial Implantology
　　　　　 　2）Department of Fixed Prosthodontics
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緒　　　言
　骨粗鬆症等の骨代謝疾患や悪性腫瘍の骨転移に対して
ビスフォスフォネート製剤や抗 RANKL モノクロール抗
体製剤などの骨吸収抑制薬が多く使用されている．一方，
副作用である骨吸収抑制薬剤関連顎骨壊死（ARONJ）症
例の報告は年々増加している．今回われわれはインプラ
ント埋入後に骨吸収抑制薬投与が行われ，インプラント
周囲に ARONJ を発症したと考えられた 2 例を経験した
ので報告する．

症例の概要
　症例 1：79 歳の男性．2000 年に右下 5, 6, 7 部にインプ
ラント埋入を行った．前立腺癌および骨転移のため，
2016 年からデノスマブ使用していた．デノスマブ投与か
ら 3 か月後に右下 7 周囲歯肉の腫脹を自覚，紹介歯科受
診し右下インプラント埋入部の骨露出を認めた，精査加
療目的に当科受診された．洗浄投薬を継続し，2019 年 2
月に右下 7 部インプラントから腐骨分離を認めたため，
局所麻酔下に腐骨除去術を施行した．その後経過良好で
あったが，2021 年 1 月に右下 6 部インプラントが自然脱
落した．現在症状なく経過しており，経過観察中である．
　症例 2：60 歳男性．2019 年 11 月に多発性骨髄腫の診
断を受けたが，経過観察となっていた．2020 年 4 月に近

歯科医院で左上下 7 部にインプラント埋入術を施行した．
同月に多発性骨髄腫のため，2020 年 6 月からデノスマブ
開始した．8 月から左側下顎部の疼痛を自覚，症状の改
善がないため，他院口腔外科受診し下顎骨骨髄炎の診断
を受ける．
　その後洗浄投薬を行っていたが，症状の悪化を認め当
院へ紹介受診となった．骨シンチグラフィで下顎左側全
域に集積を認め，2021 年 4 月に全身麻酔下に下顎骨半側
切除を施行した．現在は症状の再発を認めず，咬合滑面
板を装着し顎位を調整中である．

考察および結論
　インプラント埋入時点で骨吸収抑制薬を使用する可能
性を完全に予測することは困難ではあるが，今後も骨吸
収抑制薬を投与されるインプラント埋入患者は更に増加
が見込まれる．
　インプラント埋入患者に対する骨吸収抑制薬により生
じたインプラント周囲の顎骨壊死に関する症例の集積が
まず必要であり，顎骨壊死発症の修飾因子等の解明が必
要と思われる．骨吸収抑制薬投与とインプラント治療に
関するガイドラインの作成や開始前に適切な対応をする
ことが求められる．

インプラント埋入後の骨吸収抑制薬投与により顎骨壊死を生じた 2 例

○武田祥治 1），青木勇介 1），齋藤大幹 1），伊藤泰隆 1）

　吉田佳史 2），中島純子 2），酒井克彦 2），古谷義隆 3）

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　　　　　　

Anti-resorptive agent-related osteonecrosis of the jaw after dental implant placement:
a report of two cases

○TAKEDA Yoshiharu 1），AOKI Yusuke 1），SAITOU Daiki 1），ITO Yasutaka 1）　　　　     　　　　　　　　

YOSHIDA Yoshihumi 2），NAKAJIMA Junko 2），SAKAI Katsuhiko 2），FURUYA Yoshitaka 3）

KIZU Yasuhiro 1），MATSUURA Nobuyuki 2），NOMURA Takeshi 1）　　　　　　　　       　　　　　　　　 　

　 　 1）Department of Oral Oncology , Tokyo Dental College, Chiba, Japan
　 　 2）Department of Oral Medicine and Hospital Dentistry, Tokyo Dental College, Chiba, Japan
　 　 3）Department of Oral and Maxillofacial Implantology, Tokyo Dental College, Tokyo, Japan
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緒　　　言
　エナメル上皮腫に対し下顎区域切除術と，チタンフレー
ムによる咬合再建を行ったが，再建プレートの変形によ
り チ タ ン フ レ ー ム の 適 合 不 全 を き た し，Sliding 
osteotomy による再架橋術を行なった 1 例を報告する．

症　　　例
　61 歳，男性．

現　病　歴
　2016 年 2 月，エナメル上皮腫の診断にて下顎区域切除
術（ 7 から 5 まで）と腸骨移植術，プレート再建術を
施行した．術後に，移植骨の感染をきたし一部移植骨の
除去を行った．2017 年 2 月，広範囲顎骨支持型インプラ
ント埋入を行った．残存下顎骨の両側臼歯部にそれぞれ
2 本ずつ，アストラ Osseo speed TX Ⓡ 直径 4.5mm を計
4 本埋入した．2018 年 5 月，感染移植骨の除去により骨
欠損をきたした部分を架橋する目的に，補綴はアトラン
ティス 2 in 1 ハイブリッドチタンフレームにて製作し，
可撤式義歯を装着した（第 22 回顎顔面インプラント学会

にて報告）．以降，チタンフレームとアバットメントとの
連結スクリューの緩みと破折を繰り返し，顎骨偏位，プ
レート変形が疑われたため骨架橋を行うこととした．

所　　　見
　口腔内所見：チタンフレームは装着できず，74 47 部
にヒーリングアバットが装着されていた．インプラント
体の動揺は認めなかった．画像所見；パノラマエックス
線画像にて傍正中部にて骨の連続性の消失を認めた．再
建用プレートの破折，固定用スクリューの脱離，破折は
認めなかった．

処置および経過
　 下 顎 プ レ ー ト 再 建 術， 下 顎 骨 下 縁 部 の Sliding 
osteotomy による架橋術を施行した．変形した再建用プ
レートを除去し，口腔内にチタンフレームを適合させた
状態で下顎骨をチタンプレートにて再固定，さらに下顎
骨下縁を用いた sliding osteotomy による再架橋を行なっ
た．術後 13 か月経過するも，チタンフレームの適合は良
好で，患者の満足を得られている．

2P-4-2

下顎エナメル上皮腫切除後に顎骨支持型インプラントを用い咬合再建を行った 1 例

○篠﨑勝美，喜久田翔伍，安陪由思，関　直子，楠川仁悟
久留米大学医学部歯科口腔医療センター　　　　　　　　  　

A case of functional reconstruction using bone-anchored implant after
resection of mandibular ameloblastoma

○SHINOZAKI Katsumi，KIKUTA Shogo，ABE Yushi，SEKI Naoko，KUSUKAWA Jingo

Dental and Oral Medical Center, Kurume University School of Medicine　　　　　　　　　  　　  　
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目　　　的
　インプラントの術後合併症としては，インプラント周
囲粘膜炎・周囲炎，上部構造の破損・破折，インプラン
ト体の動揺・脱落・破折，知覚異常などが挙げられる．
今回われわれはインプラント体の動揺を主訴に当科を受
診され，インプラント体周囲に発生した囊胞の 1 例を経
験したので報告する．

対象と方法
　患者は 72 歳の女性で，インプラント体の動揺を主訴に
近在歯科医院を受診したところ，パノラマエックス線写
真で右側上顎側切歯相当部のインプラント体周囲に透過
像を認め，精査・加療目的に当科を紹介受診した．イン
プラント体は，初診 15 年前に，右側下顎枝部からの自家
骨ブロック骨移植後に他院で埋入されたものであった．
口腔内所見は，唇側にサイナストラクトを認め，動揺度
はⅠ度であった．C T 所見は，インプラント体先端部を
含むように，境界明瞭な類円形のエックス線透過像を認

め，唇側および口蓋側の皮質骨は一部欠損していた．臨
床診断はインプラント周囲炎であった．全身麻酔下でイ
ンプラント体摘出術および囊胞様病変の摘出術および自
家骨移植術を施行した．摘出した病変の病理組織学的所
見は，好中球を主体とした中等度の炎症細胞浸潤と肉芽
組織を認め，囊胞の診断であった．

結　　　果
　現在術後 2 年以上経過しているが，再発所見はなく経
過は良好である．インプラント体摘出部に対しては，再
インプラント治療は望まれず，義歯補綴による咬合再建
となった．

考察および結論
　インプラント体周囲に発生する囊胞に対する治療法の
報告は未だ少なく，コンセンサスは得られていない．今
後症例の蓄積を重ね，適切な診断および治療法の確立が
望まれる．

インプラント体周囲に発生した囊胞の 1 例

○水野　肇，齊藤昌樹，澤木佳弘  　
総合病院中津川市民病院歯科口腔外科

A case report of cyst occurred around dental implant

○MIZUNO Hajime，SAITO Masaki，SAWAKI Yoshihiro　　　　　　　　　　

Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Nakatsugawa Municipal General Hospital
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緒　　　言
　口腔癌に対する外科的治療において，手術後の機能障
害の軽減を目的とした再建術は重要な検討要素である．
下顎骨の辺縁切除による腫瘍切除に対し，軟組織再建を
施行した場合，顎堤の平坦化および付着歯肉の消失によっ
て義歯の維持と安定を得ることは困難となるため，それ
らの症例において歯科インプラント治療が果たす役割は
大きい．今回われわれは，口腔癌に対し，下顎骨辺縁切
除を伴う歯肉口底腫瘍切除術と下顎遊離前腕皮弁再建術
を施行した領域に歯科インプラント体を埋入し，咀嚼機
能の回復と維持に寄与した 1 例を経験したので報告する．

症　　　例
　患者：76 歳男性．初診：20XX 年 10 月．主訴：口底部
の腫脹．現病歴：20XX 年より左側下顎臼歯部歯肉の腫
瘤を自覚．20XX+1 年に精査加療目的に当科を受診した．
口腔内所見：左側下顎臼歯部歯肉から口底にかけて，表
面顆粒状の腫瘤を認めた．経過：各種検査にて，口底部
疣贅癌（T2N0M0）の診断を得た．初診 4 か月後に全身
麻酔下に左側上頸部廓清術，下顎骨辺縁切除による腫瘍

切除術を施行し，右前腕皮弁を用いて再建した．手術後
の経過は良好であり，再発の所見もなく経過した．前腕
皮弁により下顎義歯の安定が得られなかったため，歯科
インプラントによる補綴治療を行うこととし，20XX+4
年に下顎に歯科インプラント体を 4 本埋入し，固定性の
上部構造にて咀嚼機能の回復を図った．患者は高齢であ
り口腔内の清掃が不十分な点も見受けられたため，頻回
にメンテナンスを行い，経過観察を継続した．患者は
20XX+15 年に他病死した．

考　　　察
　本症例は，軟組織再建を施行した無歯顎患者の咀嚼機
能の回復に歯科インプラントを用いた補綴治療が有用で
あることを示唆した．

参考文献
1） 福田雅幸，高野裕史：顎顔面領域の再建治療における

インプラントの役割．顎顔面インプラント 15: 3-15, 
2016.

2P-5-1

遊離前腕皮弁により再建した領域に歯科インプラントを用いた 1 例

○松田慎平，吉田寿人，吉村仁志　　　　　　　　　　　　　　　　 　
福井大学学術研究院医学系部門医学領域感覚運動医学講座歯科口腔外科学分野

A case of dental implant treatment for a reconstructed region 
by free forearm flap after mandibular marginal resection

○MATSUDA Shinpei，YOSHIDA Hisato，YOSHIMURA Hitoshi　　　　　

　　　　　　　　Department of Dentistry and Oral Surgery, Unit of Sensory and Locomotor Medicine, 
　　　　　　　　Division of Medicine, Faculty of Medical Sciences, University of Fukui



246
日本顎顔面インプラント学会誌

Vol. 20, No. 3, 2021

目　　　的
　従来の欠損補綴治療がブリッジ，可撤性義歯のみの時
代からインプラント治療が加えられて半世紀以上が経ち，
現在多くの医療機関でインプラント治療を行うように
なった．しかし，その普及に伴ってさまざまな併発症が
多く報告されるようになってきている．当外来でも，他
院で治療したインプラントの不調やインプラント治療途
中の相談を目的として来院する患者も少なくない．そこ
で今回，他院にて受けたインプラント治療に関連する主
訴を持ち，当外来を受診した新規来院患者の実態を調査
したので報告する．

対象と方法
　2018 年 1 月から 2020 年 12 月までの 3 年間に当外来に
来院した新規来院患者のうち，他院にて治療を受けたイ
ンプラントに関する来院理由をもつ患者を対象とした．
その症例の臨床診断ごとに，要加療所見なし（メインテ
ナンス希望），生物学的併発症（主にインプラント周囲炎），
補綴学的併発症（スクリューの緩み，破折など），外科的
併発症（神経損傷，上顎洞穿通など）の 4 項目に大別し
その内容を検討した．

結　　　果
　3 年間の新規来院患者 2667 名中，他院にて治療を受け
たインプラントに関する来院理由をもつ患者は 380 名

（14.2%）であった．臨床診断ごとの集計としては，要加
療所見なし（メインテナンス希望）が 22 名（5.78%），生
物学的併発症が 207 名（54.5%），補綴学的併発症が 112
名（29.5%），外科的併発症が 39 名（10.3%）であった．

考察および結論
　他院にてインプラント治療を受けた新規来院患者の併
発症は，過去の報告と同様，生物学的併発症，補綴学的
併発症，外科的併発症の順に多かった．生物学的併発症は，
ほとんどがインプラント周囲炎であり，施術した医療機
関での定期的なメインテナンスと患者自身のホームケア
の徹底が求められる．また，補綴学的併発症に関しても
定期的な咬合診査の必要性を患者に認知させ，変化があ
れば施術医が早めに対応することが重要である．さらに，
外科的併発症を未然に防ぐためには，術前の診査より外
科的な問題点を把握した上で，併発症のリスクを最大限
に減らすよう治療計画を立案することが必要である．

参考文献
1） 高橋一寿，立川敬子，下岸将博，春日井晃平，塩田　

真：インプラント手術時に生じた外科的合併症を有す
る新来院患者の臨床的検討：当外来における 10 年間
の後向き研究．日本顎顔面インプラント学会誌 20: 21-
28, 2021.

2） 今北千春，渡邉　武，塩田　真，三田　稔，宗像源博，
黒田真司，立川敬子，春日井晃平：インプラント外来
における新来院患者の 15 年間の動向．日口腔インプ
ラント誌 26: 281-284, 2013.

3） 田子内道徹，塩田　真，今北千春，渡邉　武，中田秀
実，黒田真司，立川敬子，春日井晃平：インプラント
外来への新来患者における過去 20 年間の臨床統計的
調査．日口腔インプラント誌 31: 72-76, 2018.

2P-5-2

他院でのインプラント治療の既往を有する新来院患者の臨床的検討：3 年間の後向き調査

○安達和可奈，立川敬子，高橋一寿，川上紗和子
横田香織，丸川恵理子　　　　　　　　　　
東京医科歯科大学口腔再生再建学分野　　　　　　

A Clinical Investigation of New Patients with A History of Implant Treatment 
at Other Clinics; A 3-year Restrospective Study

○ADACHI Wakana，TACHIKAWA Noriko，TAKAHASHI Kazuhisa，KAWAKAMI Sawako
YOKOTA Kaori，MARUKAWA Eriko　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　  　

Regenerative and Reconstructive Dental Medicine, Tokyo Medical and Dental University　　　　　　　
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