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5．会員懇親会
日 時：2018 年 6 月 29 日（金） 19：00 ～ 21：00
会 場：パークウエストン ホテル＆ウェディング

〒 770︲0808 徳島県徳島市南前川町 3︲1︲22 TEL : 088︲624︲3333 
会 費：7,000 円（当日）
＊多数のご参加をお待ちいたしております

6．ランチョンセミナー
2018 年 6 月 29 日（金） 12：15 ～ 13：00
「広範囲顎骨支持型装置再建における StraumannⓇインプラントの有用性」
講 師：狩野 正明（島根大学医学部附属病院 講師）
共 催：ストローマン・ジャパン株式会社

2018 年 6 月 30 日（土） 12：30 ～ 13：15
「がん患者の栄養管理」
座 長：松山 美和（徳島大学大学院医歯薬学研究部 口腔機能管理学分野）
講 師：松村 晃子（徳島大学病院 栄養部 副栄養部長）
共 催：サンスター株式会社

7．ポストコングレス・ツアー＆ミーティング
日 時：2018 年 7 月 1 日（日）
目的地：大塚国際美術館と鳴門の渦潮
企 画：徳島県観光協会
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【質疑応答用紙について】
質疑応答時間に行われたディスカッションの要旨について，会場に用意する質疑応答用紙に記入して， 
6 月 30 日（土）14 時までに 1 階総合受付へ提出してください．

【口演発表の方へ】

■発表時間
・一般演題は発表 8 分，質疑応答 7 分（合計 15 分）です．
・時間厳守での発表・討論をお願いいたします．

■発表について
1．ご発表の 30 分前までに，PC センター（1 階）でデータの登録と試写をお済ませください．
2．口演発表は，Power Point による PC 発表のみとします．

 Windows の場合は CD-R または USB メモリーのメディアでお持ちください．
 動画のある方と Macintosh の場合は必ずご自身の PC をお持ちください．

■メディアをご持参される場合
1．データは Power Point にて作成してください．

 CD-R または USB メモリーに保存して，データをご持参ください．
2．今回ご用意しておりますコンピュータの OS と対応アプリケーションは以下のとおりです．

 OS：Windows 7 Professional
 アプリケーション：Power Point 2007/2010/2013/2016
 ※ Macintosh 版 Power Point でデータを作成された場合，Macintosh 本体をご持参ください．

3．液晶プロジェクタの解像度は XGA（1024 × 768 ピクセル）です．
4．データ表示における不具合を避けるために，下記の OS 標準フォントをお使いください．

 日本語：MS ゴシック，MSP ゴシック，MS 明朝，MSP 明朝
 英 語：Arial，Arial Black，Century，Century Gothic，Times New Roman
 英語表記の場合（推奨）：Symbol など

5．ビデオファイルなどスライドにリンクするファイルは，1 つのフォルダに入れてください．
  Windows の場合は，Windows Media Player，Macintosh の場合は，Quick Time Player で動作す

る形式で作成してください．
 ＊動画ファイルの注意点
  Windows の場合，Windows 7 および Windows Media Player 12 の初期状態に含まれるコーデッ

クで再生できる動画ファイルをお持ちください．（動画ファイル WMV 形式推奨）
6．Power Point 2013 をお使いの場合，下記にご留意ください．

 初期設定では，「スライドサイズが 16：9」，「発表者ツールが有効」になっています．
 “スライドショー”の項目で“発表者ツールを使用する”のチェックを外してください．

7．学術集会の終了後，お預かりしたデータは速やかに消去いたします．

■パソコンを持参される場合
1．電源アダプターを忘れずにお持ちください．外部出力端子は，Mini D-sub 15 ピンです．
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2．iPad や Surface，その他タブレット端末については，動作の保証はできかねます．
3． Macintosh などパソコン本体に Mini D-sub 15 ピン端子がない機種をお持ちになる場合，変換アダ 

 プターを忘れずにお持ち下さい．事務局でのご用意はございません．
4．スクリーンセーバーならびに省電力設定はあらかじめ解除してください．

 解除されていない場合，スライド受付にて設定を変更させていただきます．
5．故障などのトラブルに備えて，念のためバックアップデータをお持ちください．
6．PC センターにて動作確認後，ご自身で会場内左前方のオペレーター席まで PC をお持ちください． 

 発表終了後，オペレーター席にてご返却いたします．

【座長の方へ】
1．ご担当セッションの開始 10 分前までに口演発表会場内 次座長席にご着席ください．
2．発表時間，討論時間を厳守し，円滑な運営にご協力をお願いいたします．
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【Presentation Instructions】（For all presenters）

■ Declaration of conflict of interest （COI） disclosure
  At the presentation, declaration of conflict of interest （COI） state is required. Please refer to the conference 

home page for further information.（Japanese）
 http://jamp35.com
 Please find the attached document “COI 申告書（COI declaration）”

【Oral Presentations】
 Oral presentations will be held at the Hall 1st Floor, PC Center.
  You must use your own laptop PC, however please note we prepare only VGA interface. During the session, 

please follow the instruction of the chair persons.
 8 minutes will be allowed for each presentation, followed by 7 minutes discussion time.
 OS : Windows 7,  Software : Power Point 2007, 2010, 2013, 2016.
  At PC center you can check your slides. Please submit your Presentation to the PC center no later than 30 

minutes before your session to ensure enough time for review and test.
  The presentation file should be made by Microsoft PowerPoint. Please bring your date with CD-R or USB and 

put only your presentation data.
 File name : Presentation number-presenter＇s name Example O7-Dr. Aa Bb
  Please contact to conference secretatiat if you have any request ex）take the video or sound to your 

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

 Declaration of conflict on interest （COI） state

Title
Affiliation Presenter

「Conflict of Interest（COI）of the Principal

Presenter：No potential COI to disclose」
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11：00〜 11：30	 ポスター発表（Poster	Shotgun）	 ▶抄録P.69-86
 座長：市川哲雄（徳島大学大学院医歯薬学研究部 口腔顎顔面補綴学分野）

11：00 〜 P01	 多形腺腫切除後の軟口蓋欠損に対し顎顔面補綴治療を行った1症例
○乙丸貴史，エリケン エスボル，上柳安友子，谷口 尚
東京医科歯科大学（TMDU）大学院顎顔面補綴学分野

11：01 〜 P02	 	上顎半側切除後に骨造成を行いインプラントロケーターによる顎義
歯を用いて咬合再建を行った1例
○ 片岡良浩 1，2），高橋 哲 1，2），佐藤奈央子 3），加藤裕光 4），山内健介 1，2）， 

小山重人 2，3）

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

11：02 〜 P03	 口蓋粘膜を保存し上顎再建された無歯顎患者への顎補綴処置2例
○ 門田千晶 1，4），袴田 桂 2），近藤玄樹 3），福永暁子 1），吉岡 文 4）， 

尾澤昌悟 4），武部 純 4）

1）聖隷浜松病院歯科 
2）はかまだ耳鼻咽喉科医院 
3）聖隷浜松病院耳鼻咽喉科 
4）愛知学院大学歯学部有床義歯学講座

11：03 〜 P04	 上顎前歯部の顎骨腫瘍摘出術後の顎欠損に対し ISOを適応した1症例
○久保田ひろみ，久保田将史，島崎伸子，松木康一，鬼原英道，近藤尚知
岩手医科大学歯学部 補綴・インプラント学講座 補綴・インプラント学分野

11：04 〜 P05	 上顎の広範囲な顎欠損に対し補綴対応に苦慮した1症例
○久保田将史，原総一朗，島崎伸子，久保田ひろみ，松木康一，近藤尚知
岩手医科大学歯学部 補綴・インプラント学講座補綴・インプラント学分野

11：05 〜 P06	 	CAE導入による血管柄付き遊離腓骨皮弁を用いた下顎骨再建の取り
組み
○ 佐藤奈央子 1），宮下 仁 2），小山重人 1），原田貴之 3），水戸武彦 1）， 

泉田賢一 1），小坂 萌 1），加藤裕光 3），高橋 哲 2），佐々木啓一 4）

1）東北大学病院 顎顔面口腔再建治療部 
2）東北大学大学院歯学研究科 顎顔面・口腔外科学分野 
3）東北大学病院 歯科技工室 
4）東北大学大学院歯学研究科 口腔システム補綴学分野
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11：06 〜 P07	 	肩甲骨を用いた再建下顎骨に対してインプラントオーバーデン
チャーを適用した症例
○松木康一，島崎伸子，横田 潤，鬼原英道，近藤尚知 
岩手医科大学歯学部 補綴・インプラント学講座 補綴・インプラント学分野

11：07 〜 P08	 	メルケル細胞癌切除後のオトガイ部拘縮に対しフレンジテクニック
を応用した1症例
○島崎伸子，横田 潤，久保田将史，久保田ひろみ，鬼原英道，近藤尚知
岩手医科大学歯学部 補綴・インプラント学講座 補綴・インプラント学分野

11：08 〜 P09	 	術後の瘢痕収縮による口唇閉鎖不全に対し，下唇小帯および頬粘膜収
縮部位の切除で機能回復を図った1症例
○澤田俊輔，兒島由佳
関西医科大学耳鼻咽喉科頭頸部外科学講座歯科口腔外科

11：09 〜 P10	 顔面印象法と光学印象法による三次元顔面形状データの部位別比較
○大木明子 1），上條真吾 1），鈴木哲也 2）

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

11：10 〜 P11	 口腔内スキャナーを用いた下顎欠損の印象採得：模型を用いた比較研究
○ 服部麻里子，エルバシュティ マハムド，ケリム サジダ，隅田由香， 

谷口 尚
東京医科歯科大学（TMDU）大学院医歯学総合研究科顎顔面補綴学分野

11：11 〜 P12	 二種の義歯床用材料を用いて製作した鼻部栓塞子の比較
○小島規永，吉岡 文，秦 正樹，松川良平，尾澤昌悟，武部 純
愛知学院大学歯学部有床義歯学講座

11：12 〜 P13	 	当科における軟口蓋悪性腫瘍術後患者に対する軟口蓋挙上装置を用い
た鼻咽腔閉鎖機能の評価
○田村知丈，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

11：13 〜 P14	 人工歯列を付与した簡易型即時顎補綴装置の試作
○富塚 健 1），茂木立香 1），白井伶奈 2）

1）公益財団法人がん研究会有明病院 歯科 
2）東京大学医学部附属病院 口腔顎顔面外科・矯正歯科
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11：14 〜 P15	 	下顎骨再建における術前シミュレーションを活用したサージカルガイ
ドプレートの製作
○ 原田貴之 1），加藤裕光 1），小山重人 2），佐藤奈央子 2），宮下 仁 3）， 

高橋 哲 3），佐々木啓一 4）

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

11：15 〜 P16	 	交通外傷により熱傷，失明および両前腕を切断した患者に対し歯科衛
生士による口腔衛生管理を行った1例
○ 松本良恵 1），坂口由季 1），原口美穂子 2），乙丸貴史 2），隅田由香 2）， 

足達淑子 1），谷口 尚 2）

1）東京医科歯科大学（TMDU）歯学部附属病院歯科衛生保健部 
2）東京医科歯科大学（TMDU）大学院医歯学総合研究科顎顔面補綴学分野

11：16 〜 P17	 歯科衛生専門学校生の顎顔面補綴症例に対する意識調査
○ 武士幸美 1），大山哲生 1，2），眞田淳太郎 1，2），伊藤顕治 1，2），吉村美央 1，2）， 

田口麻璃子 3），橋本麻理 3），本橋 碧 3），福井沙矢香 3）

1）日本大学歯学部 歯科補綴学第Ⅱ講座 
2）日本大学歯学部付属歯科病院 顎顔面補綴科 
3）日本大学歯学部付属歯科病院 歯科衛生室

11：17 〜 P18	 福岡歯科大学医科歯科総合病院補綴科における顎補綴患者の実態調査
○平川直毅 1），杉本颯楓 2），吉田兼義 1），都築 尊 1），髙橋 裕 3）

1）福岡歯科大学咬合修復学講座有床義歯学分野 
2）福岡歯科大学医科歯科総合病院衛生士部 
3）福岡歯科大学

11：30〜 12：00	 会員総会	

12：15〜 13：00	 ランチョンセミナー 【小ホール】	 ▶抄録P.95

広範囲顎骨支持型装置再建におけるStraumannⓇインプラントの有用性
狩野正明
島根大学医学部附属病院 講師

共催：ストローマン・ジャパン株式会社
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13：15〜 14：15	 一般口演（2）：口腔機能評価	 ▶抄録P.44-47
 座長：堀 一浩（新潟大学大学院医歯学総合研究科 包括歯科補綴学分野）

13：15 〜 O2-1	 口腔癌術後患者の口腔機能評価 第3報
○栃原義之，山下徹郎，石山 司，細川周一，中嶋頼俊
恵佑会札幌病院 歯科口腔外科

13：30 〜 O2-2	 	Association	between	subjective	and	objective	
masticatory	evaluation	in	maxillectomy	patients	
wearing	dento-maxillary	prostheses
○エリケン エスボル，乙丸貴史，サイド モハメド，谷口 尚
東京医科歯科大学（TMDU）大学院顎顔面補綴学分野

13：45 〜 O2-3	 口腔腫瘍患者の治療前後における咀嚼機能およびQoL（第1報）
○ 槙原絵理 1），渡辺崇文 1），高橋 理 2），笹栗正明 2），宮嶋隆一郎 1）， 

津田尚吾 1），有田正博 1），冨永和広 2），鱒見進一 1）

1）九州歯科大学顎口腔欠損再構築学分野 
2）九州歯科大学顎顔面外科学分野

14：00 〜 O2-4	 CAT分類における下顎骨切除範囲別の咀嚼機能と口腔QOLの評価
○前田道徳，渋谷恭之
名古屋市立大学大学院医学研究科感覚器・形成医学講座口腔外科学分野

14：15〜 15：15	 一般口演（3）：舌運動評価・症例（1）	 ▶抄録P.48-51
座長：中島純子（東京都健康長寿医療センター研究所 社会科学系）

14：15 〜 O3-1	 	舌切除患者に対する320列面検出器型CTを用いた舌の運動評価の
試み
○ 石井悠佳里 1），石崎 憲 1），中島純子 2），竜 正大 1），齋藤寛一 3）， 

馬場 亮 4），中澤和真 1），櫻井 薫 1）

1）東京歯科大学老年歯科補綴学講座 
2）東京都健康長寿医療センター研究所 社会科学系 
3）東京歯科大学 オーラルメディシン・口腔外科学講座 
4）東京歯科大学市川総合病院 放射線科

14：30 〜 O3-2	 	モーションキャプチャと舌圧測定を用いた舌接触補助床製作のため
の新たな舌運動評価の試み
○藤原茂弘，兒玉匠平，設樂仁子，大川純平，堀 一浩，小野高裕
新潟大学大学院医歯学総合研究科包括歯科補綴学分野



― 23 ―

14：45 〜 O3-3	 舌亜全摘術後患者に人工舌装置を補填し咀嚼能率の改善を試みた症例
○秋浦覚視，山口能正，合島怜央奈，檀上 敦，山下佳雄
佐賀大学医学部歯科口腔外科学講座

15：00 〜 O3-4	 非再建下顎区域切除患者に対し舌接触補助床を適用した1症例
○ 橋本 栄 1），皆木祥伴 1），村上和裕 1），笠川尚彦 1），宮本哲郎 2）， 

山本雅章 1）

1）大阪大学大学院歯学研究科 顎口腔機能再建学講座 有床義歯補綴学・高齢者歯科学分野 
2）大阪大学歯学部附属病院 総合技工室

15：30〜 16：00	 特別企画	 ▶抄録P.37
座 長：松山美和（徳島大学大学院医歯薬学研究部 口腔機能管理学分野）

患者の声をきく ―口腔がんサバイバーの思い―

若狭信之 
あご ･ 顔 ･ 口の中のがん患者の会「えがおの会」 代表世話人

荒木貞宣
あご ･ 顔 ･ 口の中のがん患者の会「えがおの会」 事務局局長

16：00〜 16：45	 ポスター質疑応答 【ホワイエ】	

16：45〜 17：45	 一般口演（4）：再生医療・解析・症例（2）	 ▶抄録P.52-55
座長：関谷秀樹（東邦大学医学部 口腔外科学教室）

16：45 〜 O4-1	 顎顔面補綴における再生医療の応用
○生木俊輔，岩田 潤，秀真理子，古川明彦，米原啓之
日本大学歯学部臨床医学講座

17：00 〜 O4-2	 	下顎再建時に用いられるプレートの力学的解析	
―顎骨欠損部の大きさによる影響―

○ 安田裕康 1，2），大山哲生 1，2），中林晋也 1，2），加瀬武士 1），飯塚俊彦 1，2）， 
佐伯悦司 1，2），髙橋侑子 1，2），大谷賢二 1，2），月村直樹 1，2）

1）日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅱ講座 
2）日本大学歯学部付属歯科病院顎顔面補綴科
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17：15 〜 O4-3	 	下顎区域切除後に生じた嚥下困難に対しオーラルアプライアンスを
装着した1例
○勅使河原大輔，猪野照夫，藤澤政紀
明海大学歯学部機能保存回復学講座歯科補綴学分野

17：30 〜 O4-4	 	嘔吐反射のため顎義歯装着が困難な症例へのインプラント・オーバー
デンチャーの応用
○ 野中康平 1），伊藤 隼 1），池田敏和 1），金子良平 1），金 秀樹 2）， 

御代田駿 2），泉田玉磨美 3），田中義博 4），古澤正克 5），山森徹雄 1）

1）奥羽大学歯学部 歯科補綴学講座 
2）奥羽大学歯学部 口腔外科学講座 
3）奥羽大学歯学部附属病院 
4）宝来中央歯科 
5）あおば歯科クリニック

19：00〜 21：00	 懇親会 【会場：パークウエストンホテル＆ウェディング】	

6 月 30 日（土） 大ホール

 9：00〜 10：15	 特別シンポジウム	 ▶抄録P.33-34
 座 長：佐々木啓一（東北大学大学院歯学研究科 口腔システム補綴学分野）

『ここまで来た組織再生，臨床応用までの道程』

組織再生と細胞・足場・生理活性物質
鮎川保則
九州大学大学院歯学研究院口腔機能修復学講座 インプラント・義歯補綴学分野

骨補填材としての炭酸アパタイトの開発と骨再生医療に向けて
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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10：15〜 11：15	 一般口演（5）：症例（3）	 ▶抄録P.59-62
 座長：吉岡 文（愛知学院大学歯学部 有床義歯学講座）

10：15 〜 O5-1	 小児期の口腔腫瘍切除術後に顎義歯により機能回復を図った2例
○ 原口美穂子 1），原田浩之 2），向山 仁 3），隅田由香 1），道 泰之 4）， 

金崎彩子 1），谷口 尚 1）

1）東京医科歯科大学（TMDU）大学院医歯学総合研究科顎顔面補綴学分野 
2）東京医科歯科大学（TMDU）大学院医歯学総合研究科顎口腔外科学分野 
3）横浜市立みなと赤十字病院歯科口腔外科 
4）東京医科歯科大学（TMDU）大学院医歯学総合研究科顎顔面外科学分野

10：30 〜 O5-2	 顔面熱傷患者に対する気管内挿管チューブ固定用口腔内装置の製作
○田光 創，井手麻也香，鳥畑さやか，下出孟史，濱田 傑
近畿大学医学部附属病院 歯科口腔外科

10：45 〜 O5-3	 	3Dシミュレーションによる皮弁修正術後に顔面エピテーゼを装着し
た1症例
○ 加藤裕光 1），小山重人 2），原田貴之 1），山内健介 3），高橋 哲 3）， 

佐々木啓一 4）

1）東北大学病院診療技術部歯科技術部門 
2）東北大学病院顎口腔再建治療部 
3）東北大学大学院歯学研究科顎顔面・口腔外科学分野 
4）東北大学大学院歯学研究科口腔システム補綴学分野

11：00 〜 O5-4	 電撃性紫斑病に伴う中顔面欠損をエピテーゼで回復した一症例
○西川圭吾 1），前田 拓 2），横山敦郎 1）

1）北海道大学病院生体技工部 
2）北海道大学病院形成外科

11：15〜 12：15	 一般口演（6）：補綴装置製作	 ▶抄録P.63-66
 座長：大木 明子（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 口腔基礎工学分野）

11：15 〜 O6-1	 三次元顔面表情運動モデルを用いたエピテーゼ製作の試み
○松岡鮎美，吉岡 文，尾澤昌悟，武部 純
愛知学院大学歯学部 有床義歯学講座

11：30 〜 O6-2	 エピテーゼ装着用補助具の考案および製作方法
○遠藤春奈 1），加藤裕光 1），小山重人 2），佐藤奈央子 2），佐々木啓一 3）

1）東北大学病院 診療技術部歯科技術部門 
2）東北大学病院 顎口腔再建治療部 
3）東北大学大学院 歯学研究科口腔システム補綴学分野
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11：45 〜 O6-3	 中空型栓塞子にキャップ機構を備えた顎義歯の製作術式
○邑田歳幸 1），西山雄一郎 2），大貫昌理 2），櫻井敏継 2），大久保力廣 2）

1）鶴見大学歯学部歯科技工研修科 
2）鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座

12：00 〜 O6-4	 3Dプリンタを用いたPMMA製顎補綴装置の臨床応用
寒河江孝 1，4），小澤大輔 2），高木一世 2），堀江彰久 3，4），関谷秀樹 4）

1）寒河江歯科診療所 
2）口新デンタルソリューション 
3）関東労災病院歯科口腔外科 
4）東邦大学医学部口腔外科

12：30〜 13：15	 ランチョンセミナー 【小ホール】	 ▶抄録P.96
 座長：松山美和（徳島大学大学院医歯薬学研究部 口腔機能管理学分野）

がん患者の栄養管理
松村晃子
徳島大学病院 栄養部 副栄養部長

共催：サンスター株式会社

13：30〜 15：30	 一般社団法人 日本顎顔面補綴学会 第23回教育研修会	 ▶抄録P.89-92
座 長：小野高裕（新潟大学大学院医歯学総合研究科 包括歯科補綴学分野） 

西脇恵子（日本歯科大学附属病院 言語聴覚士室）

『PAPを用いたリハビリテーション』

口腔がん術後の構音障害に対する舌接触補助床を用いた	
リハビリテーションの実際
武井良子
昭和大学歯科病院口腔 リハビリテーション科

舌接触補助床（PAP）を用いた摂食嚥下リハビリテーション
古屋純一
 東京医科歯科大学地域・福祉口腔機能管理学分野

PAPを用いたリハビリテーションにおける歯科技工士の役割
宮本哲郎
大阪大学歯学部附属病院 総合技工室
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特別シンポジウム

骨補填材としての炭酸アパタイトの開発と 
骨再生医療に向けて

徳島大学大学院医歯薬学研究部 口腔外科学分野

宮本 洋二

Department of Oral Surgery, Institute of Biomedical Sciences, Tokushima University Graduate School

Youji MIYAMOTO

私たちは 15 年間に及ぶ九州大学との共同研究で低結晶性炭酸アパタイトの人工合成に成功し，臨床治験を
経て，昨年末に炭酸アパタイト顆粒の薬事承認を得た．この炭酸アパタイト顆粒はインプラント埋入を前提
とした骨増生術への適応が認められた日本では初めての骨補填材で，本年 2 月より株式会社ジーシー社から
市販されている．

骨欠損に対する治療法の gold standard は自家骨移植である．日本の歯学部では，骨の無機成分（骨アパ
タイト）はハイドロキシアパタイト（HA）であると教えられることが多い．HA は優れた生体親和性と骨
伝導性を示すため，骨補填材として古くから使用されてきた．しかし，生体内での HA の吸収性は極めて低
いため，長期にわたって体内に残存し，時に感染源となることがある．私たちは骨の再建や再生を考える場
合，最も優れた生体材料は「自家骨」であると言う観点から，自家骨に近い生体材料の開発を目指してきた．
骨アパタイトは，HA とは異なり生体内で吸収され骨と置換する．両アパタイトの吸収性に関する相違は何
に起因するのであろうか．実は，骨アパタイトは HA ではなく，炭酸アパタイトである．炭酸アパタイトは
HA と比較して溶解性が高いため，生体内で吸収され骨と置換する．われわれは焼結工程なしに，溶解析出
反応を利用して低温で炭酸アパタイトを作製することに成功した．

本シンポジウムでは，炭酸アパタイトの特徴を紹介すると共に，開発の経緯と臨床治験の成績，さらに再
生医療用のスキャフォールドとして応用するための多孔体化の研究について紹介する．

【略 歴】
1983 年 徳島大学歯学部歯学科 卒業
1987 年 徳島大学院歯学研究科 修了 歯学博士
1987 年 徳島大学歯学部 助手（口腔外科学第一講座）
1992 年 徳島大学病院 講師（第一口腔外科）
2003 年 秋田大学附属病院 准教授 歯科口腔外科科長併任
2004 年 秋田大学附属病院 教授
2007 年 徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔外科学分野 教授
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口演（1） 調査・変遷

O1-2� 下顎区域切除術後顎補綴例のVASを用いた患者満足度調査

○臼井秀治 1，2），臼井聡美 1，2），下郷和雄 2），大岩伊知郎 3），佐藤之信 1），飯田 進 3）

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

Patient’s VAS evaluation of prosthesis for segmental mandibular defect

○ Hideharu USUI1，2）, Satomi USUI1，2）, Kazuo SHIMOZATO2）, Ichirou OH-IWA3）,  
Yukinobu SATOH1）, Susumu IIDA3）

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

下顎区域切除後には，下顎弓の連続性の欠損や周辺軟組織の欠損に起因して，上気道の保持，咀嚼機能，整
容などに関する機能障害が継発し，これらの解決に向け種々の方策が施されている．機能回復に向けての顎補
綴装着にも難渋し，患者が十分満足しえる補綴処置もまた困難である．そこで，これまで経験した下顎区域切
除例に対する顎補綴 127 例中，経過観察ができ，調査可能な資料が揃っている 80 例を対象に，Visual Analogue 
Scale （VAS） を用いて，特に咀嚼機能を調査項目として患者満足度と瀬戸の咀嚼能力判定を行った．

下顎欠損の分類は Boyd の HCL 分類に再建による連続性の有無を加えた．HCL 分類では，C 型欠損：1 例，
H 型：1 例，HC 型：2，L 型：49，LC 型：20，LCL 型欠損：7 例で，下顎弓の連続性では，連続性なし 21
例，連続性保持例（硬性再建含む）は 59 例であった．

VAS の評点と瀬戸の咀嚼能力判定では , 下顎弓の連続性欠損例は 50.4,3.1, 連続性再建例で 51.2，3.1 であっ
た．床下粘膜が植皮は 76.3，3.9，二次治癒が 68.5，3.7，縫縮が 55.8，3.3，皮弁再建は 32.2，2.5 であり，HCL
分類では C：60.0，4，H：50.0，4，HC：67.5，4，L：50.4，2.9，LC：58.5，3.5，LCL：28.1，2.2 であった．

下顎弓の連続性の有無，欠損分類によって顎補綴に対する満足度に差は認めないものの，硬性再建の手法
と，粘膜上皮欠損に対する再建によっては差異を認めた．

 Mandibular segmental defect surely affect the masticatory, oral function through the loss of continuity of 
mandibular arch. This also brings difficulty of occulusal restoration. We have clinically reviewed their features as 
well as VAS scale in evaluable 80 cases out of our experienced 127 mandibular prosthetics. 
 In the cases of impaired mandibular arch, VAS for satisfaction for mastication was 50.4 and 3.1 by a 
masticatory scale, whereas 51.2 and 3.1 in arch-reconstructed cases respectively. 
 Most effective factors in these cases are suggested by the method of bony reconstruction and masticatory 
mucosa.
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口演（2） 口腔機能評価

O2-1� 口腔癌術後患者の口腔機能評価 第3報

○栃原義之，山下徹郎，石山 司，細川周一，中嶋頼俊

恵佑会札幌病院 歯科口腔外科

Evaluation of oral function in patients after operation for oral cancer 
―3rd report―

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

Dentistry, Oral and Maxillofacial Surgery, Keiyukai Sapporo Hospital

我々は第 33・34 回日本顎顔面補綴学会にて，口腔癌術後患者の口腔機能について報告したが，今回は舌圧
などの口腔機能を中心に調査を行った．調査内容は

1．JMS 社製舌圧測定器による舌圧測定
2．松永らによる舌運動機能評価表による舌運動機能評価
3．Rogers らによる評価方法を金城らが引用・改変したものによる口腔機能全般検査
4．佐藤らの食品 20 品目での評価表による咀嚼スコアの 4 種類とした．
対象は 1992 年から当科で口腔癌の診断にて腫瘍切除術を施行した患者の中で，上記の検査が施行できた

99 名とした．対象のうち，術前に舌圧測定が可能であった患者については術後の舌圧回復率も計測した．
対象を舌切除範囲に応じてグループ分けし，グループごとの調査結果を統計学的に比較検討し，若干の知

見を得たので報告する．

 We had reported the oral function in patients who had undergone tumor resection under the diagnosis of oral 
cancer at the 33th ＆ 34th Congress of Japanese Academy of Maxillofacial Prosthetics. This time, we investigated the 
oral function with tongue pressure, tongue movement evaluation, clinical oral function evaluation and masticatory 
score in 99 patients among who had undergone tumor resection under the diagnosis of oral cancer at our hospital 
since 1992, and analyzed the results stastiscally.
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口演（2） 口腔機能評価

O2-3� 口腔腫瘍患者の治療前後における咀嚼機能およびQoL（第1報）

○ 槙原絵理 1），渡辺崇文 1），高橋 理 2），笹栗正明 2），宮嶋隆一郎 1），津田尚吾 1），有田正博 1），
冨永和広 2），鱒見進一 1）

1）九州歯科大学顎口腔欠損再構築学分野
2）九州歯科大学顎顔面外科学分野

Masticatory function and quality of life before and after treatment of the patients with oral tumor 
―1st report―

○ Eri MAKIHARA1）, Takafumi WATANABE1）, Osamu TAKAHASHI2）, Masaaki SASAGURI2）, 
Ryuichiro MIYAJIMA1）, Shogo TSUDA1）, Masahiro ARITA1）, Kazuhiro TOMINAGA2）,  
Shin-ichi MASUMI1）

1）Division of Occlusion ＆ Maxillofacial Reconstruction, Kyushu Dental University 
2）Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Kyushu Dental University

口腔腫瘍と診断された場合，多くは外科的療法，化学的療法，放射線療法が選択されるが，術後は術前と
比較して口腔内環境が大きく変化するのみならず，開口障害，審美障害，発音障害，咀嚼障害等様々な障害
が生じる．今回は口腔内腫瘍を有し外科的手術後に補綴処置を計画している患者を対象に，術前，術後およ
び最終補綴装置装着後における生活変化を調査することとした．

対象者は，2015 年 12 月から 2017 年 4 月までに口腔腫瘍の診断を受け，術後の補綴装置について九州歯
科大学附属病院義歯科を受診した患者のうち，研究の趣旨を理解し同意が得られた 11 名（男性 4 名，女性
7 名，平均年齢 67.9 ± 6.95 歳）とした．各対象者の手術前，補綴治療開始時，補綴装置装着後（装置装着
後 3 回目来院時）における咀嚼スコア，栄養状態評価（MNA），口腔関連 QoL（GOHAI）について調査し
た．各調査項目の調査時期における比較検討は，一元配置分散分析後多重比較を行った．なお，有意水準は
p ＜ 0.05 とした．

咀嚼スコアおよび GOHAI は手術前と比較して補綴治療開始時に有意に低下した（p ＝ 0.012，p ＝ 0.002）．
咀嚼スコアは，補綴治療後に改善傾向を示したが，現時点では有意差は認められなかった．MNA はいずれ
の時期においても有意差は認められなかった．

今後さらに症例を増やすとともに，各項目について長期的な調査を行っていく所存である．

 The purpose of this study was to investigate the changes of scores including masticatory ability, MNA and 
GOHAI when before surgical operation, pre- and post- prosthetic treatment for the patients with oral tumor. 11 
patients （4 male and 7 female: 67.9 ± 6.95yrs） were enrolled in this study. While masticatory ability and GOHAI 
scores at before prosthetic treatment were significantly decreased （p ＝ 0.012，p ＝ 0002）, masticatory ability score 
had a tendency to improved after prosthetic treatment. There was no significant difference about MNA. 
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口演（3） 舌運動評価・症例（1）

O3-1� 舌切除患者に対する320列面検出器型CTを用いた舌の運動評価の試み

○ 石井悠佳里 1），石崎 憲 1），中島純子 2），竜 正大 1），齋藤寛一 3），馬場 亮 4），中澤和真 1），
櫻井 薫 1）

1）東京歯科大学老年歯科補綴学講座
2）東京都健康長寿医療センター研究所 社会科学系
3）東京歯科大学 オーラルメディシン・口腔外科学講座
4）東京歯科大学市川総合病院 放射線科

Evaluate the motion of the tongue using 320-row area detector CT for patients with tongue 
resection

○ Yukari ISHII1）, Ken ISHIZAKI1）, Junko NAKAJIMA2）, Masahiro RYU1）, Hirokazu SAITOU3）, 
Akira BABA4）, Kazuma NAKAZAWA1）, Kaoru SAKURAI1）

1）Department of Removable Prosthodontics and Gerodontology, Tokyo Dental Collage
2）Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology, Research on Social and Human Sciences
3）Department of Oral Medicine, Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Dental Collage
4）Department of Radiology, Tokyo Dental Collage, Ichikawa General Hospital

【緒言】舌切除患者の術後機能障害の改善のためには，患者各々の舌動態の把握・評価に基づく適切なリハ
ビリテーションの計画が重要である．現在，嚥下機能評価として嚥下造影検査（VF）が用いられているが，
VF の側方像では術後口腔器官の健側と患側の動態をそれぞれ評価することは難しい．そこで今回我々は，近
年当院に導入された諸器官の動きを任意の断面で観察可能な 320 列面検出器型 CT（320-ADCT）を用いて，
舌切除患者における舌運動の定量的評価を試みた．
【対象及び方法】東京歯科大学口腔がんセンターにて腫瘍切除術と皮弁再建を行った患者 2 名（65 歳男性・

舌亜全摘出，23 歳女性・舌半側切除）に対し，術前と術後 1 か月に 320-ADCT を用いて嚥下運動を評価し
た．5％ v/w バリウム（バリトップⓇ）4 ml を一回嚥下させた際の連続画像を，正中矢状断面と正中から左右
側 10mm の面を健側・患側として，舌・口蓋接触時間（S1）と舌根・咽頭後壁接触時間（S2）を計測した．
【結果】症例 1 では術後，患側の S1，S2 は 0.15 秒，0.60 秒短縮していた．一方，健側の S1，S2 は 0.45 秒，

1.55 秒の延長を認めた．症例 2 では S2 の差は認められなかったが，S1 の健側と患側で同程度の延長が認め
られた．
【考察】今回の症例では，舌と口蓋や咽頭後壁との関係を視覚的かつ定量的に観察することが可能であっ

た．本機器では，VF では困難であった口腔諸器官の健側と患側の機能運動に対する定量的評価が可能であ
り，今後は術後の代償的補綴治療やリハビリテーション計画の立案や評価への応用が期待される．

 Accurate evaluation of tongue function is necessary for dysphasia associated with tongue reconstruction. 
Videofluoroscopic （VF） study is presently the standard procedure for dysphagia evaluation. However, it was difficult 
to evaluate the tongue function. In this study, we tried to evaluate tongue function using 320-row area detector 
computed tomography （320-ADCT）.
 Evaluation subjects are two patients with tongue resection and free-flap reconstruction were performed 
in Oral Cancer Center, Tokyo Dental Collage. Evaluation was done before the operation and 1 month after the 
operation.
 In conclusion, It was possible to visually and quantitatively observe the relationship between the tongue and 
palate, and posterior pharyngeal wall．
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口演（3） 舌運動評価・症例（1）

O3-3� 舌亜全摘術後患者に人工舌装置を補填し咀嚼能率の改善を試みた症例

○秋浦覚視，山口能正，合島怜央奈，檀上 敦，山下佳雄

佐賀大学医学部歯科口腔外科学講座

An original tongue prosthesis for a patient who performed total glossectomy to improve 
masticatory functions

○ Satoshi AKIURA, Yoshimasa YAMAGUTI, Reona AIJIMA, Atushi DANJYO,  
Yoshio YAMASHITA

Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculity of Medicine, Saga University

【緒言】舌亜全摘術後の患者は腹直筋等を用いた舌再建術が行われたとしても咀嚼，嚥下，構音といった機
能障害が問題となる．特に咀嚼，嚥下に問題を生じた場合は胃瘻形成も考慮しなくてはならない．しかし，
患者の経口摂取に対する要望は強い．今回，咀嚼，嚥下に問題を抱えた舌亜全摘術後の患者に対して咀嚼補
助装置として人工舌を製作し，比較的良好な結果を得たので報告する．
【症例および処置】患者は 77 歳男性．右中咽頭癌（舌根部）cT4aN2bM0 の診断のもと 2018 年 1 月に当院

耳鼻咽喉科にて右頸部郭清術，喉頭摘出術，中咽頭腫瘍切除，舌全摘術，腹直筋皮弁による再建術が施行さ
れた．術後より経口摂取を試みるも頻回に食塊を咽頭に詰まらせたため，ミキサー食を摂取していた．摂取
量が安定せず，体重減少と脱水を繰り返すため胃瘻が造設された．患者の経口摂取に対する強い要望もあり
補綴装置の製作依頼を受けた．口腔内は，舌の欠損のため口底部に広い空隙を認め，口腔粘膜も脆弱化して
いた．経口摂取後には多量の食渣が口底部に残留し衛生状態は不良であった．口底部の空間，ならびに非可
動の皮弁よって食塊形成が困難であることが障害の原因と考え，食物の歯列への輸送を促す装置（人工舌）
の製作を行った．
【結果と考察】軟食における食塊形成が可能となり嚥下が比較的スムーズになったことで，摂食時のむせの

回数が減少した．装置外縁に斜面を設けたことで食塊を歯面に輸送が可能となり咀嚼効率が改善したと考え
る．また口底部の空隙を人工舌で補填したことで誤嚥も抑制された．今後装置の更なる調整を加え，患者の
咀嚼能力の回復を目指す予定である．

 Even if the tongue reconstructions were performed, functional disorder such as chewing or swallowing are 
occurred frequently. Especially if patients seriously suffer from these problems after the surgery, the gastrostomy 
must also be considered. However, most patients request intraoral intake. Here, we report an original tongue 
prosthesis for a tongue carcinoma patient who was performed total glossectomy. His dysfunctions were relatively 
improved by using this prosthesis. Our tongue prosthesis must be useful for the patients with defect of the tongue to 
prevent aspiration and to facilitate postoperative chewing and swallowing.
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口演（4） 再生医療・解析・症例（2）

O4-1� 顎顔面補綴における再生医療の応用

○生木俊輔，岩田 潤，秀真理子，古川明彦，米原啓之

日本大学歯学部臨床医学講座

Application of regenerative medicine in maxillofacial prosthesis

○ Shunsuke NAMAKI, Jun IWATA, Mariko HIDE, Akihiko FURUKAWA,  
Yoshiyuki YONEHARA

Deptartment of Clinical medicine, Nihon University School of Dentistry

悪性腫瘍等により広範囲な顎骨または歯槽骨欠損を有する症例に遊離骨移植，血管柄付き骨移植などが行
われている．さらに顎義歯や歯科インプラントを利用した義歯などが装着され咬合再建を行っている．現在
行われている骨移植は自家骨移植が主体であり，移植骨採取部に侵襲が加わることが問題である．この問題
の解決方法として，人工骨や足場素材の利用，PRP や生理活性物質の投与，各種培養細胞等に使用など各種
研究が行われている．現在，再生軟骨による治療は臨床応用されているが，再生骨は未だ臨床応用には至っ
ていない．現時点では顎骨再建には移植骨採取部に侵襲が加わる自家骨移植が第一選択となる．

一方，顎骨再建においてはインプラント埋入，義歯装着が可能となる条件を有した顎骨を再建することが
必要となるが，顎骨再建したものの義歯やインプラント治療が行えない症例が多くみられる．また，義歯装
着もしくはインプラント治療は再建顎骨のみならず口腔内の軟組織の状態によっても左右される．

現在まで歯の再生，顎骨の再生は実現されていないため，今後再生医療技術が臨床応用されるにあたり，
自家骨移植を行っての咬合再建を行っている現状と今後，咬合の回復に再生医療がどのように関わるか検討
する．

 Jaw bone defected in tumor is reconstructed by autologous bone but there is invasion of bone harvesting 
site. Regenerative medicine is applied to various clinical practices. Regenerated cartilage is used for nose correction. 
However, the regenerated bone has not been developed. We consider how regenerative medicine is used for 
occlusion recovery.
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口演（4） 再生医療・解析・症例（2）

O4-3� 下顎区域切除後に生じた嚥下困難に対しオーラルアプライアンスを装着し
た1例

○勅使河原大輔，猪野照夫，藤澤政紀

明海大学歯学部機能保存回復学講座歯科補綴学分野

Improving mandibular function after segmental mandibulectomy in a patient with 
dysphagia : A case report

○Daisuke TESHIGAWARA, Teruo INO, Masanori FUJISAWA

Division of Fixed Prosthodontics, Department of Restorative ＆ Biomaterials Sciences, School of Dentistry, Meikai 
University

【緒言】下顎区域切除などにより下顎骨の連続性が失われた場合，下顎の偏位や顎運動の障害を生じ，咀
嚼，嚥下および構音障害など顎口腔機能の著しい低下を認める．

今回，下顎骨離断に伴う下顎の偏位によって生じた嚥下困難に対し，オーラルアプライアンス（OA）を
用いて主訴の改善を図った症例について報告する．
【症例の概要】75 歳，男性．下顎歯肉の扁平上皮癌に対する下顎区域切除術後に，嚥下困難および寝苦し

さを訴え，当院摂食嚥下リハビリテーション科を受診した．基礎訓練を行うものの改善せず，舌接触補助床
製作の依頼を受け補綴科を受診した．

HCL 分類による下顎欠損は L，上顎歯列および切除範囲以外の下顎歯列は残存していた．外科的な再建は
行われておらず，下顎の患側への偏位は顕著であった．嚥下時，口唇閉鎖不全，舌と口蓋との接触不良が認
められた．

下顎の偏位，下顎残存歯によって舌房が狭小化し，舌の運動制限を生じていると考え，下顎位の修正を目
的とした OA を製作することとした．

上顎歯列に対し，鋳造鉤による維持装置をレジン床によって連結し仮床とした．口腔内で仮床の試適を行
い，残存歯の咬合接触状態を参考に手指にて咬頭嵌合位を誘導し，顎間関係を記録した．その後，口蓋側に
誘導板を付与した．
【考察】偏位した下顎位を可及的に復位することにより，主訴の改善が認められた．着脱が容易であったこ

と，誘導板によって多少の開閉口運動が許容されたことにより，患者の装置使用に対する抵抗は認められな
かった．下顎骨離断に伴う下顎の偏位によって生じた嚥下困難に対し，本装置の装着が有効であると考えら
れた．

 Loss of continuity of the mandible destroys the balance and symmetry of mandibular function.
 In this case report, a mandibular guidance plate was applied to a patient after segmental mandibulectomy.
 Clinical Report : A 75-year old man presented with a malignant tumor and underwent segmental 
mandibulectomy without surgical reconstruction. After surgery, he claimed sleeplessness. Swallowing disorder was 
developed and dysphagia rehabilitation was started.
 During swallowing the tongue motion was obstructed by mandibular deviation. In order to restore appropriate 
maxillomandibular relationship and obtain the space for the tongue, mandibular guidance plate was applied to the 
patient.
 The prosthesis was attached during sleeping. Swallowing disorder and sleeplessness were improved.
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口演（5） 症例（3）

O5-2� 顔面熱傷患者に対する気管内挿管チューブ固定用口腔内装置の製作

○田光 創，井手麻也香，鳥畑さやか，下出孟史，濱田 傑

近畿大学医学部附属病院 歯科口腔外科

Novel oral device for the fixation of endotracheal intubation tube in patients with facial 
burns : A case report

○ Hajime TAMITSU, Mayaka IDE, Sayaka TORIHATA, Takeshi SHIMOIDE,  
Suguru HAMADA

Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Kindai University Hospital

【緒言】顔面熱傷患者は，火災などで煙や水蒸気を吸入することにより気道熱傷を合併することが多く，救
命措置として気管内挿管が行われる．その際，挿管チューブの固定が必要となり，顔面皮膚にテープで固定
する方法やチューブホルダーを使用する方法がある．しかし，テープやチューブホルダーを用いて固定する
と顔面皮膚の創傷治癒の妨げとなる．今回，顔面および気道熱傷により挿管チューブの固定が困難な症例に
対し，気管内挿管チューブ固定用口腔内装置を製作した．
【症例】57 歳男性．火災による熱傷で当院に救急搬送された．顔面および両上肢の熱傷，気道熱傷，気道

浮腫を認めたため，経口的に気管内挿管行った．熱傷により顔面皮膚での挿管チューブ固定が困難なため，
救命救急科から当科へ口腔内に固定源を求める装置の製作依頼があった．
【製作方法】既製トレーで印象採得し，作業用模型を製作した．上下顎模型に 2.0mm 厚の熱可塑性樹脂シー

トを圧接した．トレーレジンを用い挿管チューブの把持部を製作し，上顎模型に圧接したシートの前歯相当
部に把持部を即時重合レジンで固定した．また，閉口時の挿管チューブの変形を防ぐために，下顎シートの
臼歯部咬合面に即時重合レジンを添加し，咬合拳上によりチューブのスペースを確保した．
【考察】口腔内装置を用いた固定法を用いることで，歯牙にかかる負担を分散でき，損傷皮膚の治癒を妨げ

ず人工呼吸器管理を行えた．熱傷による顔面での挿管チューブ固定が困難な症例では，口腔内装置を用いた
チューブ固定による人工呼吸器管理が有用である．

 Endotracheal intubation is generally performed when we use artificial ventilator for patients with inhalation 
burn. To fix the endotracheal intubation tube, the conventional methods using adhesive tapes or neck bands are 
generally adapted. However, these tools can＇t be used for patients with facial burn, because these are fastened 
around the patient＇s lower face and neck. In order to overcome this problem, we invented a novel device using dental 
splint which fix the endotracheal tube. Here we show a case report of a patient of facial and inhalation burn adapting 
the novel oral device.
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口演（5） 症例（3）

O5-4� 電撃性紫斑病に伴う中顔面欠損をエピテーゼで回復した一症例

○西川圭吾 1），前田 拓 2），横山敦郎 1）

1）北海道大学病院生体技工部
2）北海道大学病院形成外科

The use of a maxillofacial prostheses to restore mid-facial deficiencies caused by purpura 
fulminans

○Keigo NISHIKAWA1）, Taku MAEDA2）, Aturou YOKOYAMA1）

1）Hokkaido University Hospital Medical Dental Laboratory
2）Hokkaido University Hospital Plastic Surgery

電撃性紫斑病とは感染症により急速進行性に四肢末端優位の虚血性壊死とショック，播種勢血管内凝固を
呈する症候群であり，現時点ではその原因については十分に解明されてはいない．今回，電撃性紫斑病によ
り口蓋部および外鼻部壊死により欠損が生じた患者に対して，嚥下補助機能を持たせた顎義歯と中顔面の欠
損に対応したエピテーゼの製作を試みたので報告する．

 Purpura fulminans is an infectious disease that causes rapid progress of ischaemic necrosis and shock in limb 
extremities, due to disseminated intravascular coagulation syndrome, the cause of which is currently not sufficiently 
explained. This is a report of a trial to produce maxillofacial prostheses in the form of maxillary-prosthetic dentures 
to aid swallowing functions and mid-facial deficiency, with the aim of restoring the functions and aesthetics of 
a patient suffering from deficiencies due to hard and soft palate- and external nose necrosis caused by Purpura 
fulminans. 
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口演（6） 補綴装置製作

O6-2� エピテーゼ装着用補助具の考案および製作方法

○遠藤春奈 1），加藤裕光 1），小山重人 2），佐藤奈央子 2），佐々木啓一 3）

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

Digital design and fabrication of stereotactic apparatus for placement of facial prosthesis

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

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

【緒言】エピテーゼを患部に対して定位に装着することは必須であるが，患者自らがエピテーゼを正確な位
置に復位することは困難な作業であり，その難易度は高い．これによりしばしばエピテーゼ装着のずれによ
る審美性の低下や，さらには接着材を使用してエピテーゼを装着する際に，接着面積が減少し適切な維持が
得られない事例を経験する．そこで今回，頬部欠損患者に対し，患者自身による患部へのエピテーゼ装着を
容易にする補助具を考案し，良好な結果を得たので報告する．
【症例】60 歳女性で，2014 年 8 月に左上顎歯肉癌の診断のもと上顎全摘術，術後に放射線療法および化学療

法が施行された．2017 年 6 月に審美障害の主訴により顔面部陥凹に対するエピテーゼの製作を希望し，当院
の顎口腔再建治療部を受診した．通法により頬部エピテーゼを製作したが，患者自身でエピテーゼを装着した
際に，辺縁が浮いてしまうなど装着の困難性に対する訴えがあり，エピテーゼ装着の補助具製作を試みた．
【製作工程】非接触型 3D スキャナーを用いて顔貌を光学印象した後，STL データに変換する．
モデリングソフトウェアを使用し，顔貌の STL データ上にフレームとエピテーゼを固定する部分からなる

補助具を設計する．
3D プリンターを用い，補助具の 3D 形状を造形し，製作したパーツを組み合わせる．

【結果】3D プリンターで製作したエピテーゼ装着用補助具は，患部の正確な位置へのエピテーゼ装着を可
能にし，良好な欠損辺縁の適合が得られた．また患者単独での装着が可能となり，補助具の有用性が示唆さ
れた．

 It is important to apply the facial prosthesis to the stereotactic placement, however it is difficult for the 
patients themselves to place on the correct position. This has required highly skilled technique and sufficient 
experience. We frequently experience clinical cases in which aesthetic and proper retention decreases due to 
mismatching of the facial prosthesis. Therefore, we attempted to design and fabricate a stereotactic apparatus using 
digital dentistry. The stereotactic apparatus was applied for a concavity on the left midface of a 60-year-old woman 
with partial maxillectomy. This apparatus could help to apply the facial prosthesis to the stereotactic placement.
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口演（6） 補綴装置製作

O6-4� 3Dプリンタを用いたPMMA製顎補綴装置の臨床応用

○寒河江孝 1，4），小澤大輔 2），高木一世 2），堀江彰久 3，4），関谷秀樹 4）

1）寒河江歯科診療所
2）口新デンタルソリューション
3）関東労災病院歯科口腔外科
4）東邦大学医学部口腔外科

Case report of seamless hollow obturator using 3D printer by PMMA resin

○Takashi SAGAE1，4）, Daisuke OZAWA2）, Issei TAKAGI2）, Akihisa HORIE3，4）, Hideki SEKIYA4）

1）Sagae Dental Office
2）Koshin Dental Solution
3）Dentistry and Oral Surgery, kanto Rosai Hospital
4）Department of Oral Surgery, School of Medicine, Toho University

Ⅰ．緒言
我々は第 34 回本学会において，CAD システムと 3D プリンタを用いて舌接触補助床を製作した症例を報

告した．今回，装着 1 年経過の予後，並びに，上顎欠損症例に同システムを用いて顎義歯を製作し，良好な
結果を得られたので報告する．

Ⅱ．症例概要
1．症例 1
患者：59 歳 男性．
舌がんと診断され，舌亜全摘，DP 皮弁再建術を受けた．通法による食事用の中空型舌接触補助床と，そ

れ以外で審美性を維持するための部分床義歯と二つの顎補綴装置を製作し，使い分けていた．患者より新義
歯製作依頼を受けたため，本法に対する説明を行い，同意を得たうえで舌接触補助床を製作した．その後破
損などの大きな不具合もなく，1 年の経過を追った．

2．症例 2
患者：35 歳 男性．
上顎両側線維肉腫と診断され，左右上顎にサイバーナイフを施行した．その後腫瘍消失に伴い上顎全体に

及ぶ顎骨欠損を生じたため，通法通り顎義歯の製作を行った．長期使用に際して，義歯が汚れてきたことと，
度重なる調整により見た目が悪いとの訴えがあったため，本法に対する説明を行い，同意を得たうえで新顎
義歯を製作した．

Ⅲ．結果と考察
いずれの症例においても 3D プリンタを用いた顎補綴装置は，咀嚼，審美，構音障害の改善を得ることが

でき，患者の高い満足が得られた．両症例とも大きな不具合もなく機能し，順調に経過している．顎補綴装
置をデジタルデータとして残せたことは，患者に大きな安心感をもたらした．特に，若年時に発症された患
者では，デジタルデータを残すことが，より大きなメリットをもたらしたと考えられる．今後も注意深く経
過観察を続ける所存である．

 At the 34th Annual Meeting of JAMP, we reported a case of the fabrication and installation of a seamless 
Palatal Augmentation Prosthesis （PAP）. The device was fabricated using CAD system and 3D printer with a 
laminate shaping method utilizing PMMA material approved for medical use. Here, we report a one-year follow-up 
of this case as well as another case of fabrication and insertion of a prosthesis in a maxillary defect using the same 
system. 
 The prostheses using this system provided high levels of satisfaction of the patients and contributed to their 
great sense of security by digitally saving the data.
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P02 上顎半側切除後に骨造成を行いインプラントロケーターによる顎義歯を用
いて咬合再建を行った 1 例

○片岡良浩 1，2），高橋 哲 1，2），佐藤奈央子 3），加藤裕光 4），山内健介 1，2），小山重人 2，3） 

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

Implant supported prosthetic rehabilitation with locator type attachment for maxillary 
defect : A case report 

○ Yoshihiro KATAOKA1，2）, Tetsu TAKAHASHI1，2）, Naoko SATO3）, Hiroaki KATO4）,  
Kensuke YAMAUCHI1，2）, Shigeto KOYAMA2，3）

1） Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Department of Oral Medicine and Surgery, Tohoku University 
Graduate School of Dentistry

2）Dental Implant Center, Tohoku University Hospital
3）Maxillofacial Prosthetics Clinic, Tohoku University Hospital
4）Dental Laboratory, Tohoku University Hospital

上顎骨の欠損による咀嚼能力や構音障害の再建に対し顎義歯はよく用いられるが，その安定には骨欠損の
範囲や健側の残存歯数が重要である．今回，顎義歯の安定を図る為にブロック骨移植およびサイナスリフト
による骨造成後にサージカルガイドを用いてインプラントを埋入し，ロケーターによりオブチュレーターの
安定性が得られた症例を経験したのでその概要を報告する．

症例は 61 歳女性．歯原性粘液腫の確定診断を得た為，同院耳鼻科で右側上顎骨半側切除術が施行
された．術後に顎義歯の作製を行ったが，左上 1 の歯冠切断に伴い義歯の維持力が低下した為，イ
ンプラントによる治療を計画した．スキャンニングレジン使用のコピーデンチャーを用いて CT 撮
影を行った．SIMPLANTⓇによるシミュレーションを行い骨造成が必要と診断した．左側下顎枝よ
りブロック骨を採取し前歯部唇側骨に移植，臼歯部については上顎洞底挙上術を施行した．骨造成
後約 6 か月でサージカルガイドを用いてインプラント埋入術を施行した（ブローネマルクシステム 
Mk Ⅲ 4 本；Nobel Biocare 社）．その 6 か月後に 2 次手術を行い，さらに 2 週後ロケーターを用いて最終補
綴物を装着した．グミテストを用いた咀嚼能力検査は旧義歯に比べて約 3 倍であった．現在最終補綴後約 3
年が経過しているが，構音機能や咀嚼機能に患者の十分な満足が得られている．広範囲顎骨支持型補綴治療
は腫瘍患者の口腔機能回復に大きく貢献しているが，術前から各科と連携し欠損部の補綴を考慮した手術計
画がなされることが望ましいと考えられた．

 Maxillectomy cases are usually applied to rehabilitate the function of both mastication and speech using a 
dent-maxillary prosthesis combined with an obturator. We report the outcome of treatment an implant supported 
dent-maxillary prosthesis using a computed tomography surgical guide. A 61-year-old female wanted to implant 
rehabilitation for improve the stability of denture support and assistance with chewing difficulties after surgery. First 
operative procedure was performed block bone augmentation and sinus floor elevation. 6 month later, four dental 
implants were placed. After applying the implant-supported dent-maxillary prosthesis, She was highly satisfied with 
her oral functions including mastication, deglutition and speech.
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P04 上顎前歯部の顎骨腫瘍摘出術後の顎欠損に対し ISO を適応した 1 症例

○久保田ひろみ，久保田将史，島崎伸子，松木康一，鬼原英道，近藤尚知 

岩手医科大学歯学部 補綴・インプラント学講座 補綴・インプラント学分野

Application of immediate surgical obturator （ISO） for the ridge defect after maxillary 
tumor resection: A clinical report

○ Hiromi KUBOTA-OGUMA, Masafumi KUBOTA, Nobuko SHIMAZAKI, Koichi MATSUKI, 
Hidemichi KIHARA, Hisatomo KONDO

Department of Prosthodontics and Oral Implantology, School of Dentistry, Iwate Medical University

上顎前歯部の腫瘍切除後の顎欠損に対し，immediate surgical obturator （ISO） を装着し，術後早期に形
態および機能回復を図り，良好な結果が得られたので報告する．

患者は，35 歳男性．1 か月前から 1  の歯肉腫脹と疼痛を繰り返していた．症状が増悪したため，2017 年
2 月，近医より岩手医科大学附属病院歯科医療センター口腔外科外来を紹介され受診した．CT 検査の結果， 
4～4 唇側皮質骨が膨隆し，一部骨欠損を認め，鼻腔底と硬口蓋では皮質骨が消失していた．生検の結果，疣
贅癌（T2N0M0）と診断された．2017 年 7 月，術前診察のため本学顎顔面補綴外来を受診した．

口腔内所見は，残存歯は 8764321 1234678，7～7 であり，動揺はなく，習慣性閉口位における咬合は安定
していた．ただし，5 5 は残根であった．硬口蓋右側前方部に膨隆があり，1  唇側歯肉から排膿を認めた．
デンタルエックス線写真では 1  の歯根破折を認めた．治療方針として，腫瘍切除後の早期機能回復を図るた
め，ISO にて対応することとした．

同年 7 月に 764 467 にレストシートを形成，印象採得，咬合採得を行った．腫瘍の切除範囲を手術担当医
と確認し，ISO を製作した．その後，5321 125 抜歯および顎骨腫瘍摘出術を施行され，顎骨腫瘍摘出術の際，
術後の粘膜形態が理想的に回復するよう考慮した．上顎欠損の診断は，HS 分類で H5S0D0T0 であった．入
院中に ISO の装着を行った．ISO の適合状態は良好であった．術後 2 か月，硬口蓋と鼻腔の交通を認めたた
め，粘膜調整材にて粘膜面の適合を高めた．

現在，定期的な診察と粘膜の形態変化に応じた ISO の調整を行っている．咀嚼機能や審美性に対し支障な
く日常生活を送っており，早期の社会復帰を図ることができた．

 Immediate surgical obturator （ISO） was applied to a patient with ridge defect after tumor resection in the 
maxillary anterior region and its successful treatment process was reported.
 Main symptoms were repeated gingival swelling and pain around the maxillary right central incisor.  Biopsy 
revealed that it was verrucous carcinoma （T2N0M0）. After the tumor resection, ISO was installed to the ridge 
defect to prevent postoperative dysfunctions.
 It seemed that application of ISO could recover not only anatomical shape but also masticatory function, 
resulting in improvement of quality of life. 





― 74 ―

ポスター発表（Poster Shotgun）／質疑応答

P06 CAE 導入による血管柄付き遊離腓骨皮弁を用いた下顎骨再建の取り組み

○ 佐藤奈央子 1），宮下 仁 2），小山重人 1），原田貴之 3），水戸武彦 1），泉田賢一 1），小坂 萌 1）， 
加藤裕光 3），高橋 哲 2），佐々木啓一 4）

1）東北大学病院 顎顔面口腔再建治療部
2）東北大学大学院歯学研究科 顎顔面・口腔外科学分野
3）東北大学病院 歯科技工室
4）東北大学大学院歯学研究科 口腔システム補綴学分野

Introduction of CAE for mandibular reconstruction with vascularized fibular free flaps

○ Naoko SATO1）, Hitoshi MIYASHITA2）, Shigeto KOYAMA1）, Takayuki HARADA3）,  
Takehiko MITO1）, Takayuki IZUMITA1）, Moe KOSAKA1）, Hiroaki KATO3）,  
Tetsu TAKAHASHI2）, Keiichi SASAKI4）

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

頭頸部腫瘍による下顎骨区域切除に際して，顔貌や咬合の回復を目的として顎骨再建手術が行われている．
血管柄付遊離腓骨皮弁移植による硬性再建は，義歯や歯科インプラントによる咬合再建を可能とし，審美障
害，摂食・嚥下・咀嚼機能障害，QOL を改善することから，顎骨再建の第一選択とされている．しかし，再
建手術のプロセスは非常に複雑で多大な時間を要し，かつ術者の経験や感覚に委ねられてきた部分が多く，
しばしば誤った位置での腓骨固定が起こる．そのため外科医や患者の負担を軽減し，補綴歯科医が必要とす
る腓骨配置や下顎位を正確に具現化しうる効率的なプロセスが望まれてきた．

急速に医用応用が拡大している CT や光学スキャナによる形態計測，これらデータに基づく CAD，3D プ
リンティングを含めた CAM 等，一連のデジタルテクノロジーはその有用なツールとなり得る．この場合，手
術プラニングから再建のシミュレーションによる評価までを含むプロセスであり，CAE（Computer Aided 
Engineering）と言える．しかし現在の利用法は，院外へのアウトソーシングや外科医が CAD ソフトを操作
し手術プランニングなど行っている等，CAE としての利点が十分に活用されていない．

東北大学病院では，口腔外科医，形成外科医，頭頸部外科医，補綴歯科医，歯科技工士が参画するチーム
アプローチにより，コンピュータシミュレーションによる手術プランニング，CAD および 3D プリンティン
グによる再建模型や切除ガイドの設計と製作，さらにはシミュレーションによる再建後の評価等，CAE を導
入し，術式の効率化，高精度化を図っている．今回，これら取り組みについて報告する．

 The reconstruction with vascularized fibular free flaps following segmental mandibulectomy is considered 
the gold standard because of high success rate and improved QOL. However, it is challenging for surgeons to 
restore proper facial countour and occlusal relationship by fibular free flap reconstruction which requires long and 
complicated procedure. The computer-aided design （CAD） and computer-aided manufacturing （CAM） has been 
reported to facilitate effective mandibular reconstruction. This study will report fibular free flap reconstruction 
following segmental mandibulectomy using simulated model and cutting guides, which were fabricated by 3D printer 
based on virtual surgical simulation at Tohoku University Hospital.
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P08 メルケル細胞癌切除後のオトガイ部拘縮に対しフレンジテクニックを応用
した 1 症例

○島崎伸子，横田 潤，久保田将史，久保田ひろみ，鬼原英道，近藤尚知

岩手医科大学歯学部 補綴・インプラント学講座 補綴・インプラント学分野

A case report of complete denture using flange technique after resection of mental region 
melkel cell carcinoma

○ Nobuko SHIMAZAKI, Jun YOKOTA, Masafumi KUBOTA, Hiromi KUBOTA,  
Hidemichi KIHARA, Hisatomo KONDO

Department of Prosthodontics and Oral Implantology, School of Dentistry, Iwate Medical University

腫瘍切除後に生じる口腔周囲の機能障害のため，補綴処置に苦慮する場合ある．今回，メルケル細胞癌切
除術によってオトガイから下口唇におよぶ運動機能障害が生じた症例に対し，フレンジテクニックを用いて
義歯を製作し，良好な結果が得られたので報告する．

患者は 75 歳女性．2017 年 4 月頃より，オトガイ中央部に紅色結節と硬結をふれ，同年 5 月岩手医科大学
皮膚科を紹介受診した．皮膚生検を行ったところ，下顎部メルケル細胞癌と診断された．同年 6 月，口輪筋
を含む正中皮膚悪性腫瘍摘出術，人工真皮植皮術，皮弁形成術を施行した．また同年 7 月，デブリードマン，
分層植皮術を，同年 8 月から 9 月にかけて放射線療法（65.6Gy）を行った．術前に使用していた旧義歯が装
着不可能となったため，同年 10 月，補綴的機能回復を目的に当科受診となった .

当科初診時所見として，オトガイ部に直径 6 cm の人工真皮が施され，拘縮によるオトガイから下口唇に
およぶ運動機能障害が認められた．上下顎とも無歯顎であり，下顎前歯部の口腔前提は狭小であった．まず，
通法に従い筋圧形成，精密印象，咬合採得を行った．その後キールを付与した咬合床にてフレンジテクニッ
クを用いてデンチャースペースを記録し，人工歯排列位置と義歯床縁の設定を行った．オトガイ部の機能障
害を代償するため，上口唇により口唇閉鎖ができること，嚥下機能・構音機能に顕著な低下がないことを確
認した上で上下顎総義歯を装着した．現在，義歯の安定が得られ，日常生活に支障なく経過している．

 A patient was a 75-year-old female who underwent resection of mental region melkel cell carcinoma and 
reconstruction of the soft tissue defect. The severe scar contracture of the mental region with artificial dermis and 
limited function were observed.
 To solve postoperative problems concerning impaired lower lip movement, we applied the flange technique, 
recording the appropriate denture space. Enough retention and stability of complete denture was acquired during 
functional movement after insertion of the prostheses, resulting in recovery of oral functions.
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P10 顔面印象法と光学印象法による三次元顔面形状データの部位別比較

○大木明子 1），上條真吾 1），鈴木哲也 2）

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

Evaluation of facial regions of three-dimensional facial images obtained by conventional 
facial impressions and optical scanner

○Meiko OKI1）, Shingo KAMIJO1）, Tetsuya SUZUKI2）

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

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

顔面補綴装置（エピテーゼ）の製作には顔面印象法が用いられてきている．しかし，顔面印象法は印象採
得時に呼吸管理が必要など患者の身体的負担が大きく，また，印象材の重みにより顔面が変形するという問
題点が指摘されている．CAD/CAM 技術の進歩に伴い，CT やレーザースキャンから得られた三次元データ
を利用したエピテーゼの製作方法が紹介されている．ハンディタイプのスキャナーはスキャンしたデータを
順次結合していくため，データ合成時に形状が変形する可能性がある．本研究では，顔面印象法と三次元光
学スキャナーを用いた光学印象により顔面の三次元形状データを取得し，重ね合わせを行い，顔面の部位ご
との印象の精度を比較した．被験者は健常者 10 名で，通法どおりの顔面印象と，開眼，閉眼の光学印象を採
得した．顔面印象模型と閉眼光学印象顔面形状データ（比較 A），開眼状態で光学印象採得し 3D プリンタ―
で造形した光学印象模型と開眼状態の顔面形状データ（比較 B），さらに光学印象の開閉眼データ（比較 C）
をそれぞれ三次元形状編集ソフトで重ね合わせた．顔面全体の変位と誤差（RMS），眼部・鼻口唇部の部位
別変位量，眼部の二点間距離を計測した．その結果，RMS と部位別変位量において比較 A，C，B の順に変
位量が少なくなり，有意差が認められた．眼部・鼻口唇部の垂直方向の変位量は，比較 A では最大約 4 mm，
比較 B では最大約 1 mm 程度の差が認められた．眼部二点間距離では比較 A と B にあまり差は認められず，
眼の大きさを示す二点間距離では顔面印象法と光学印象法に大きな差が認められなかった．

 Various three-dimensional （3D） CAD/CAM systems have been used in dental and medical fields. The aim of 
this study was to compare the accuracy of facial regions of 3D images between optical scanning and conventional 
facial models. Ten healthy subjects were recruited in this study. Facial data were obtained by optical scanner, and 
3D models were printed. Facial models were fabricated using conventional technique. Both models were scanned and 
3D facial images were evaluated using measurement mapping. The results showed that the distances between 3D 
facial data and models by optical scanner were significantly lower than those by facial impression technique.
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P12 二種の義歯床用材料を用いて製作した鼻部栓塞子の比較

○小島規永，吉岡 文，秦 正樹，松川良平，尾澤昌悟，武部 純

愛知学院大学歯学部有床義歯学講座

Comparison of nasal prosthesis fabricated using two kinds of denture base materials

○ Norinaga KOJIMA, Fumi YOSHIOKA, Masaki HATA, Ryohei MATSUKAWA,  
Shogo OZAWA, Jun TAKEBE

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

鼻部栓塞子は審美性のみならず，構音や呼吸にも配慮した形態が必要である．今回，鼻中隔欠損患者に対
し，義歯床用レジン（アクロン，ジーシー社）ならびに義歯床用長期弾性裏装材（シルフィ，ジーシー社）
を用いて栓塞子を製作し，良好な結果を得たので報告する．

患者は，初診時 81 歳，女性．2017 年 4 月に栓塞子製作依頼で当科を受診した．幼児期に，ジフテリア罹
患による鼻背穿孔に対して閉鎖手術が施行され，40 年前には同部位に対して大腿皮弁移植術が施行されてい
る．外鼻は残存しているが，鼻中隔の欠損により外鼻が陥凹している．鼻腔と口腔前庭は交通しており，こ
れまで鼻背の高さを維持するために患者自家製の栓塞子を使用していた．

今回製作した栓塞子の形態は，患者自家製のものを参考にして，口腔前庭より欠損部の印象を行い作業用
模型を製作した．個人トレーを用いてワックスとシリコーンゴム印象材にて印象採得し，義歯床用レジンを
用いて栓塞子を製作した．装着後調整を行い安定した後に，栓塞子の取り込み印象を行い義歯床用長期弾性
裏装材を用いて同じ形態の装置を製作した．これまで定期的なリコールを行っているが，二種類の栓塞子は
良好に経過しており，患者も非常に満足している．

 The maxillofacial prosthetic treatment using nasal prosthesis should be conscious of esthetics and functions. 
We experienced a case of prosthetic reconstruction with nasal prosthesis using two kinds of materials for nasal 
septum defect in a 81 year-old female patient. We have compared Acron（GC Co.） with Silfy（GC Co.） in the same 
form of prosthesis.  The patient reported that there were satisfactory effects in both materials. 
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P14 人工歯列を付与した簡易型即時顎補綴装置の試作

○富塚 健 1），茂木立香 1），白井伶奈 2）

1）公益財団法人がん研究会有明病院 歯科
2）東京大学医学部附属病院 口腔顎顔面外科・矯正歯科

Simple immediate surgical obturator with artificial dentition

○Ken TOMIZUKA1）, Ritsuka MOGI1）, Rena SHIRAI2）

1）The Cancer Institute Hospital of Japanese Foundation for Cancer Research, Dentistry
2）The University of Tokyo Hospital, Oral-Maxillofacial Surgery and Orthodontics

上顎腫瘍切除後に生ずる欠損は，その範囲によっては咀嚼障害，嚥下障害，構音障害，審美障害などを生
じる．術後に装着される即時顎補綴装置は，創部の保護はもとより，これらの障害に対して機能的回復を目
指す口腔リハビリテーションに寄与するところは極めて大きい．また，とくに前歯を含む広範囲の組織欠損
を伴う場合には，術後早期に形態の回復を図ることで患者の精神的な安定も期待することができる．

がん専門病院の歯科である当科では，各診療科より，がん治療に関連した口腔機能管理の依頼を受けてい
るが，なかでも頭頸部腫瘍の症例は多い．上顎腫瘍の切除が予定されている症例においては，以前より創部
の保護を目的としたプレートを作製していたものの，必ずしも術後早期の口腔機能回復に対して有用である
とはいえないものであった．また，当科には歯科技工士が勤務しておらず，手術計画立案時から短期間のう
ちに歯科医師が装置を作製する必要に迫られることも少なくない．

我々は，ポリエチレンテレフタレートのプレートに即時重合レジンによる人工歯列を付与し , クラスプを
用いない即時顎補綴装置を試作した．本装置においても元来の咬合位を変化させることなく装着することが
可能であった．2017 年 1 月より，上顎切除が施行された 6 症例に適用した結果，装置の維持，操作性は良好
であり，術後早期からの口腔リハビリテーションを行うにあたり有効であると考えられた．今回，製作方法
と症例を供覧する．

 After maxillary resection, oral functions such as chewing, swallowing, articulation are obstructed. Immediate 
surgical obturator（ISO） applied after maxillary resection can get not only morphological recovery but also 
functional recovery early. Therefore, it plays an extremely important role in oral rehabilitation program after 
surgery.
 We produced the simple ISO fabricated from polyethylene terephthalate plate and artificial dentition made 
from immediate polymerizing resin. Six patients were applied the device. It could be worn without changing original 
occlusal position, and there was little discomfort and was easy to use for patients.
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P16 交通外傷により熱傷，失明および両前腕を切断した患者に対し歯科衛生士
による口腔衛生管理を行った 1 例

○松本良恵 1），坂口由季 1），原口美穂子 2），乙丸貴史 2），隅田由香 2），足達淑子 1），谷口 尚 2）

1）東京医科歯科大学（TMDU）歯学部附属病院歯科衛生保健部
2）東京医科歯科大学（TMDU）大学院医歯学総合研究科顎顔面補綴学分野

Oral hygiene management by dental hygienists for a patient with burns, blindness, and 
bilateral forearm amputation after car accident

○ Yoshie MATSUMOTO1）, Yuki SAKAGUCHI1）, Mihoko HARAGUCHI2）, Takafumi OTOMARU2）, 
Yuka SUMITA2）, Toshiko ADACHI1）, Hisashi TANIGUCHI2）

1） Department of Dental Hygiene, Tokyo Medical and Dental University （TMDU） / University Hospital of 
Dentistry 

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

交通外傷により熱傷，失明および両前腕を切断した患者に対し，歯科衛生士介入から 7 年間継続して良好
な口腔環境を維持することができたので報告する．

患者は 48 歳男性．2010 年 11 月，歯の痛みを主訴に，歯科医院より紹介され顎義歯外来を受診．
既往歴として，1996 年 10 月に自動車事故により全身の 72％に熱傷を受け，両前腕を切断したが，

Krukenberg 形成術で断端の感覚が残り，橈骨と尺骨との間で把持能力を有している．しかし，受傷後失明
や皮膚の移植による瘢痕拘縮，口唇閉鎖不全，両手の機能障害などの後遺症が残った． ADL は，独居で日
常生活はほぼ自立しているが，通院時はヘルパーの介助を必要とした．皮膚の瘢痕拘縮から口唇や頰粘膜が
伸びにくく，口唇閉鎖不全によりうがいが不可能なため，歯科治療が困難なことが予想され，口腔衛生状態
の維持・管理が重要であると考えられた．

2011 年 1 月の介入当初，患者は電動歯ブラシを使用したセルフケアを行っており，PCR 15.7％，BOP 1.2％
と口腔内は比較的良好な状態であった．その後，患者の話を聞き，実際に歯磨きを行ってもらい，患者のブ
ラッシング能力を確認した．患者の何でもチャレンジしてみたいという発言から，歯間ブラシやタフトブラ
シの清掃補助道具の導入や，電動歯ブラシから手用歯ブラシへ変更することが可能と判断し，指導した．口
唇周囲の瘢痕拘縮は強く，特に頰側臼歯部へのプロフェッショナルケアは困難だったが，細部の清掃が可能
となり，PCR 5％前後を維持し，BOP は 0％とセルフケア技術を向上させることができた．現在も定期的に
介入を継続し，患者自身のモチベーションの維持に繋がっている．

 As car accidents cause often severe aftereffects, oral hygiene instruction for permanently damaged patients 
may be challenging. We report here oral hygiene management for 7 years for a patient with burns, blindness, and 
bilateral forearm amputation after a car accident. A 48-year-old man, who had been injured in a car accident, was 
referred to the clinic for maxillofacial prosthetics due to toothache in November, 2010. Effective follow-up for 7 years, 
provided by dental hygienists, contributed to a positive outcome regarding his oral health condition.
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P18 福岡歯科大学医科歯科総合病院補綴科における顎補綴患者の実態調査

○平川直毅 1），杉本颯楓 2），吉田兼義 1），都築 尊 1），髙橋 裕 3）

1）福岡歯科大学咬合修復学講座有床義歯学分野
2）福岡歯科大学医科歯科総合病院衛生士部
3）福岡歯科大学

Survey of maxillofacial prosthesis patients in fukuoka dental college hospital

○ Naoki HIRAKAWA1）, Sayaka SUGIMOTO2）, Kaneyoshi YOSHIDA1）, Takashi TSUZUKI1）, 
Yutaka TAKAHASHI3）

1）Division of Removable Prosthodontics, Department of Oral Rehabilitation, Fukuoka Dental College
2）Department of Dental Hygienists, Fukuoka Dental College Medical and Dental Hospital
3）Fukuoka Dental College

福岡歯科大学医科歯科総合病院補綴科では 2003 年 4 月に顎補綴診療班を発足し，約 15 年にわたり外来診
療と並行して診療を行っている．現在に至るまでの診療実態を把握することは今後の診療体制を充実させる
うえで重要である．発足以降の 2 年 8 か月間（2003 年 4 月～ 2005 年 12 月）の実態調査については本学会第
23 回学術大会において報告を行った．今回，われわれはそれ以降の 12 年間（2006 年 1 月～ 2017 年 12 月）
について同様の実態調査を行った．対象は調査期間内に補綴科顎補綴診療班を初診となった 77 名とし，診療
録をもとに性別，年齢，原疾患，欠損部位，紹介元について分類，調査を行った．また，手術実施日を基準
に補綴科受診時期と，即時顎補綴装置（ISO）の装着有無で分類を行い，補綴装置装着までの日数，入院期
間を調査し比較検討を行った．

その結果，性別では男性 55.8％，女性 44.2％であり，平均年齢は 67.3 歳（男性：68.0 歳，女性 66.4 歳）で
あった．原疾患では歯肉癌（39.0％）が最も多かった．欠損部位は上顎欠損 51.9％，下顎欠損 16.9％，舌欠
損 14.3％であった．紹介元は当院口腔外科からが 67.5％，他医療機関からが 24.7％であった．また手術前に
補綴科を受診することや，ISO の早期装着を行うことにより入院期間が短縮傾向にあることが示唆された．

前回調査時と比較し，顎補綴装置を必要とする患者の高齢化が進み，紹介元が院外から院内の依頼受診へ
とシフトしてきたため，より病院内におけるチーム医療体制の充実を図る必要性があると考える．

 Our maxillofacial prosthetic medical team was established in 2003, and we already reported our first 3 years. 
In this study we report our recent survey of 77 patients throughout 12 years, from January 2006 to December 2017.
 Men and women ratio 56：44, average age 67.3. The most frequent origin disease was Gingival epithelial 
carcinoma, and the most frequent deficiency was maxilla. The origin introduction was in hospital 68％ and out 
hospital 25％. Prosthetic examination before operation and using immediate surgical obturator allows to reduce 
hospitalization.
 We need to enhance our medical system to adapt to the changes of sociality.
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口腔がん術後の構音障害に対する舌接触補助床を 
用いたリハビリテーションの実際

昭和大学歯科病院 口腔リハビリテーション科

武井 良子

Speech rehabilitation with palatal augmentation prosthesis in postoperative oral cancer patients 

Department of Oral Rehabilitation, Showa University Dental Hospital

Yoshiko TAKEI

舌接触補助床（PAP）あるいは同様の装置についての報告は 1969 年以来数多くあるが，本邦では平成 22
年に保険収載されたことを契機に舌機能改善補綴装置として広く普及してきた．PAP の適用に際しては，摂
食嚥下 ･ 構音機能の的確な評価を行い，装置による改善効果を予測し，装置の安定維持に影響する口腔内の
状態，装置受容についての患者の同意や希望を確認した上でその可否を決定する．PAP の効果を最大限に発
揮させるためには，患者の口腔形態と舌運動に適合した PAP を作製し，同時に適切なリハビリテーション
を実施することが必須であり，PAP の保険算定条件においても摂食機能療法との併用が前提となっている．
しかし，臨床現場では十分な機能訓練が行われていないケースに出会うことも少なくない．

頭頸部がん術後患者のリハビリテーションにおいては安全に十分な栄養を摂取することが治療予後にも大
きく影響するため，摂食嚥下機能を回復させる目的で PAP が適応されることが多い（植田ら，2010）．近年
の治療技術の進歩とともに，術後に職場復帰する患者も少しずつではあるが増加してきており，摂食嚥下障
害への対応だけでなく，円滑なコミュニケーションスキルを獲得するための構音障害への対応を希望する患
者を多く経験する．構音障害の改善には，例えばカ行音が発音しにくい場合には PAP の後方部を膨隆させ
るなど，改善させたい音に適した口蓋部形態を得るための細かい調整が必要となる．したがって，補綴装置
の専門家である歯科とリハビリテーションの専門家である言語聴覚士が協働することがこの分野でのリハビ
リテーションを成功させる上では非常に重要となる．

今回は，言語聴覚士の立場から，PAP を用いたリハビリテーションの実際について，特に口腔がん術後の
構音障害への対応を中心に報告する．当院での取り組みを示しながら歯科と言語の連携のあり方についても
考察したい．

【略 歴】
2002 年 ブリティッシュコロンビア大学文学部言語学科 卒業
2005 年 国立身体障害者リハビリテーションセンター学院言語聴覚学科 卒業
2005 年～ 2006 年 さいたま市心身障害総合センターひまわり学園 勤務
2006 年 昭和大学歯科病院口腔リハビリテーション科 ･ 言語聴覚療法室 勤務
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PAP を用いたリハビリテーションにおける 
歯科技工士の役割

大阪大学歯学部附属病院 総合技工室

宮本 哲郎

The role of dental technician in dysphagia rehabilitation with palatal augmentation prosthesis

Dental Laboratory, Osaka University Dental Hospital

Tetsuo MIYAMOTO

歯科技工士が，舌接触補助床（以下 PAP）を製作する際に最も重要なことは，歯科医師が処置を行い調整
した PAP の形態を，補綴装置として精密に再現することである．これを実現するために我々歯科技工士は，
歯科医師に限らず様々な職種と密接に連携をすることと，技工上の様々な工夫が必要と考えている．

PAP は装置の特性上，一般の補綴装置とは異なった使用方法がある．機能回復，機能維持，機能悪化防
止，を目的として，一時的な使用や維持的な使用，継続的な調整など様々である．ここで重要となってくる
のは，嚥下機能が経時的に変化する可能性があり，それに対応しなければならないという事である．そこで
歯科医師による処置後，経時的な変化に対応できる状態に仕上げることが歯科技工士に要求される．これら
は患者本人の要望や生活習慣をベースとして，医師，歯科医師，言語聴覚士などと連携することで必要なポ
イントが見えてくる．これらを踏まえて PAP 製作を行っている．

技工上の工夫としては基本的に一般の有床義歯製作と同じく，適合が良く安定する装置の製作を心掛けて
いるが，PAP は咀嚼機能以外の嚥下や構音に関わる口蓋形態への工夫が必要となってくる．これらは当院顎
顔面補綴外来との連携によって培ってきた顎顔面補綴装置の製作方法を利用して，最善の方法を見いだして
きた．

本シンポジウムでは，PAP の基本的な製作方法，充実型 PAP の中空化，材質置換などの方法と歯科医師
からの依頼に対してどのように考え対応して技工物製作に反映させているかを紹介し，摂食嚥下療法におけ
る他業種間との情報共有，連携，歯科技工士の果たす役割について会場の皆様と考えたい．

【略 歴】
2001 年 沼津歯科技工専門学校 卒業
2001 年 大阪大学歯学部附属病院 歯科技工研修生
2002 年 大阪大学歯学部附属病院 総合技工室 職員
2013 年 大阪大学歯学部附属病院 総合技工室 主任
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ランチョンセミナー

がん患者の栄養管理

徳島大学病院 栄養部 副栄養部長

松村 晃子

がん患者では，がんによる食欲不振のみならず，がん治療（手術，抗がん剤治療，放射線治療等）による
合併症から栄養状態の低下をきたしやすくなっています．

体重減少を示したがん患者では，治療に対する反応性の低下，生活の質（QOL）の低下，生存率の低下な
どが報告されており，適切な栄養管理を行うことは，治療効果，予後および QOL を改善することに繋がり
ます．

がん患者の栄養管理の目標として，以下の 4 つが挙げられます．①栄養不良を予防または改善すること．②
除脂肪体重（骨格筋量）を維持すること．③がん治療による副作用を最小限にすること．④生活の質（QOL）
を最大限にすること．

栄養管理の手順は，栄養スクリーニング→栄養アセスメント→栄養診断→栄養介入→モニタリングおよび
評価であり，モニタリングは繰り返し行い，その都度介入目標や計画の見直しを行います．

臨床におけるがん患者の栄養管理は，治療の影響，薬剤の影響，食事摂取にかかわる要素の変化や QOL な
どを多職種で多面的に対応するために，NST（nutrition support team）で行います．NST に参加する職
種は医師，歯科医師，看護師，管理栄養士，薬剤師，臨床検査技師，理学療法士，言語聴覚士などさまざま
であり，各職種が専門性を発揮することで患者利益を追求する提案が行われます．NST は可能な限り経口摂
取，経腸栄養を推進し，静脈栄養からの離脱や嚥下訓練による摂食改善に取り組みます．

徳島大学病院 NST では平成 28 年度に各診療科から栄養管理の依頼があった患者数は 556 人であり，その
うち歯科患者は 7 名でした．

ここでは当院 NST でこれまでに対応した口腔がん患者の栄養管理と，治療における副作用（悪心，嘔吐，
食欲不振，味覚異常，嚥下障害，口内乾燥，粘膜炎，下痢よび好中球減少など）に対する食事の工夫および
栄養補給法にについて提示します．

また，なによりも食の楽しみを取り戻していただくためには，口腔内の状態を良好に保ち，感染症を最小
限にし，摂食・嚥下機能を回復するための「口腔ケア」が重要となります．

【略 歴】
1981 年 徳島大学医学部栄養学科 卒業
1981 年 徳島大学医学部附属病院栄養管理室
2003 年 徳島大学医学部附属病院栄養管理室 副室長
2009 年 徳島大学医学部附属病院栄養管理室 室長
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