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日本歯科審美学会第 32 回学術大会のご案内

第 32回学術大会
大会長　宮崎　真至

日本大学歯学部保存学教室修復学講座

　一般社団法人日本歯科審美学会第 32 回学術大会は、あくまでも対面式の開催を目指してお
ります。とはいいながらも、日々の PCR陽性反応率の推移とともに，実効再生産数をネットで
確認しながら、ヤキモキとしているのが実情ではあります。もちろん、オンライン開催の学会
では、これまでの学術大会以上に参加者が増加したなどの話も聞き及んではいるのですが、や
はり対面式の学術大会と比較すると，いわゆる熱量が異なるものと感じており、祈るような気
持ちで開催できることを願っています。
　ワクチン接種が広く行われたこともあり、8月下旬をピークとして検査陽性者数は減少傾向
を示し、全国における実効再生産数も 0.68 ほどになってきました（9月 14 日現在）。これま
での検査陽性者数の推移をみると、その数は増加と減少を繰り返すことが示されていますが、
“いつもの日常”に近い生活を送ることができることを期待しているものです。いずれにしても、
11 月には、ほとんどの国民がワクチン接種を終え、COVID-19 に対する治療薬を用いること
が可能となり、陽性反応であっても軽症であれば“隔離”ではなく、医師による治療を選択で
きるようになっている可能性があります。まだ、いくつかの条件はあろうかとは思いますが、
日常生活あるいは日ごろの行動に対する制限も、一部は緩和するものと期待しているところで
す。

　もちろん、開催にあたっては、以下の事項に留意いたします。
・十分な距離の確保
　会場では、参加者同士の十分な距離の確保をいたします。
・会場の十分な換気
　機械的換気は十分ですが、これに加えた措置を実施いたします。
・マスクの着用
　常時マスクの着用をお願いいたします。
・質疑応答について
　飛沫感染防止のため、質疑応答は予定しておりません。
・検温について
　参加者のチェックシートを提出願います。
・消毒と手洗いについて
　消毒液や手洗い所を設置します。こまめな手洗いと消毒をお願いいたします。
・飲食エリアについて
　学会会場内での飲食は想定しておりません。近隣施設の利用をお願い申し上げます。
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・学術大会開催会場の衛生面の徹底
　消毒専門のスタッフが巡回をし、定期的に消毒を行います。
　これら以外にも考えられる対策を講じる予定です。感染対策の行き届いた会場で、安心して
学術講演会を開催できるように、スタッフ一同、全力で対応いたします。

　さて、第 32回を数える学術大会におけるメインテーマは「Challenge：歯科における審美の
可能性を探る！」としました。このような状況だからこそ、新たな方向性にChallenge すると
いう強い意志を含んでいます。そして、その方向として皆さんに考えていただきたいものとし
て「歯科における審美の可能性を探る」ことを提案するものです。また、この提案は会員であ
る歯科医師、歯科技工士そして歯科衛生士の全てに投げかけるものです。もちろん、診療にお
ける立ち位置の違い、専門性の違いあるいは地域の違いなどがあろうかと思いますが、多様性
を重んじながらも「可能性を探る」ことによって歯科審美の将来性、可能性あるいは方向性を
論じることができればと考えています。

　会員の不利益にならないように、一般演題であるポスター発表の形式の変更とともに、各種
認定に必要な単位等につきましては、学会執行部と折衝することでその条件について柔軟に対
応することとしております。もちろん，多くの会員を現地でお迎えすることを最大の目標とし
ていることは、冒頭に述べました。多くの参加者が、ニューノーマル的学会開催の中で、学術
的交流ができるよう、スタッフ一同努力する所存であります。
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11 月 13 日（土）

第１会場（TFTホール1000）
9：40 ～ 10：00　開会式

10：00 ～ 12：00
◇ �アドバンストセミナー 1：審美歯科治療のカッティング・エッジ

座長：山本　一世（大阪歯科大学歯科保存学講座）
「審美性と機能性を考慮したデジタル歯科治療」

植松　厚夫（日本臨床歯科学会 東京支部）
「低侵襲な前歯部欠損補綴〜ジルコニアセラミックスを用いた接着ブリッジの可能性を探る〜」

大谷　一紀（大谷歯科クリニック）

12：10 ～ 13：00　会務報告会・表彰式

14：00 ～ 17：00
◇ �アドバンストセミナー 3：ホワイトニングアドバンスト

座長：金子　潤（明海大学保健医療学部口腔保健学科）
「ホワイトニングにおける最近のトレンド」

椿　知之（ティースアート）
「ホワイトニング　臨床における勘所」

大森　かをる（鶴見大学歯学部保存修復学講座）
「ホワイトニングにおけるカウンセリングとコンサルテーションの実際」

永瀬　佳奈（松尾歯科医院）
◇ �日本歯科医学会会長ご挨拶動画（会場にて適宜ご案内）

住友　雅人（日本歯科医学会会長）

第2会場（TFTホール500）
10：00 ～ 11：30
◇ �学術講演委員会企画：ピンクエステティックスを補綴学的観点から極める

座長：石浦　雄一（昭和大学歯科病院インプラント歯科学講座）
　　　坂本　奈津季（昭和大学歯科病院歯科衛生室）

「歯間乳頭再建への多角的アプローチ〜文献レビューからひもとく各治療法の適応症〜」
髙岡　亮太（大阪大学大学院歯学研究科 顎口腔機能再建学講座　クラウンブリッジ補綴学教室）

「審美領域におけるガム補綴や可撤性義歯の応用」
佐藤　洋平（鶴見大学歯学部歯学科有床義歯補綴学講座）

14：00 ～ 17：00
◇ �アドバンストセミナー 2：歯科審美治療のこれからを探る

座長：吉山　昌宏（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科歯科保存修復学分野）
「保存的アプローチからの歯科審美治療 -Good balance of “MI” and “ESTHETIC”-」

田代　浩史（田代歯科医院院長・国立大学法人 東京医科歯科大学 臨床教授（う蝕制御学））
「補綴的アプローチからの歯科審美修復治療」

北原　信也（TEAM 東京 ノブレストラティブデンタルオフィス）
「スマイルデザインを考慮した審美的矯正治療」

橋場　千織（はしば矯正歯科）

企業展示会場（TFTホール300）
10：00 ～ 17：00
◇ 企業展示
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11 月 14 日（日）

第１会場（TFTホール1000）
9：30 ～ 10：00
◇ �理事長講演

座長：宮崎　真至（日本大学歯学部保存学教室修復学講座）
「美しい口元を　―日本歯科審美学会の挑戦―」

大槻　昌幸（東京医科歯科大学大学院う蝕制御学分野）
10：10 ～ 12：10
◇ �アドバンストセミナー 4：メタルフリー修復の最前線

座長：中村　隆志（大手前短期大学歯科衛生学科）
「補綴治療における審美的および生物学的調和を目指して」

土屋　賢司（土屋歯科クリニック＆ワークス）
「メタルフリー修復を可能とするマテリアルテクノロジー」

新谷　明一（日本歯科大学生命歯学部歯科理工学講座）
13：00 ～ 15：00
◇ �歯科衛生士セッション：チームワークアプローチの実際

座長：酒井　麻里（昭和大学歯科病院歯科衛生室）
「サステナブルなセルフケアとエナメル年齢」

加藤　正治（高輪歯科）
「プロケアのアート＆サイエンス」

片山　章子（プレミアムデンタルケア恵比寿・代官山）
15：00 ～　閉会式
◇ �日本歯科医学会会長ご挨拶動画（会場にて適宜ご案内）

住友　雅人（日本歯科医学会会長）

第2会場（TFTホール500）
10：00 ～ 12：00
◇ �大会長主催セミナー（共催：ULTRADENT�JAPAN株式会社）

司会：真鍋　厚史（昭和大学歯学部歯科保存学講座美容歯科学部門）
「オパールエッセンス Go によるホワイトニングの一層の普及」

田上　順次（徳真会 先端歯科センター）
「新規ホームホワイトニング材の臨床評価とトリセツ」

新妻　由衣子（昭和大学歯学部歯科保存学講座美容歯科学部門）
「新規ホームブリーチ材（オパールエッセンス Go）の漂白効果について」

大槻　昌幸（東京医科歯科大学大学院 う蝕制御学分野）
「新しいホームホワイトニング治療を取り入れた Smile Enhancement 戦略」

保坂　啓一（徳島大学大学院医歯薬学研究部再生歯科治療学分野）
「審美歯科治療におけるホワイトニングの新たな潮流」

宮崎　真至（日本大学歯学部保存学教室修復学講座）
13：00 ～ 15：00
◇ �歯科技工士セッション：デジタルデンティストリーの現在と未来

座長：髙田　恒彦（たかだ歯科クリニック）
「材料特性を生かした補綴装置の製作」

小峰　太（日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座）
「ラボサイドとの連携によるセラミック修復」

天川　由美子（天川デンタルオフィス外苑前）
◇ �日本歯科医学会会長ご挨拶動画（会場にて適宜ご案内）

住友　雅人（日本歯科医学会会長）

企業展示会場（TFTホール300）
9：30 ～ 14：30
◇ 企業展示
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◇ e―ポスター発表
P―1 � 側貌形態を考慮して矯正治療を行った叢生を伴う骨格性上顎前突

岡　志央理，川鍋　仁，村上　彩乃，福井　和徳
奥羽大学成長発育歯学講座歯科矯正学分野

P―2 � 上顎右側第一大臼歯の先天性欠如を伴う骨格性Ⅲ級反対咬合症例
齊藤　久絵 1），三浦　実生子 2），瀬戸　淑子 1），小林　義樹 1），遠藤　敏哉 2）

1）日本歯科大学新潟病院矯正歯科，2）日本歯科大学新潟生命歯学部歯科矯正学講座

P―3 � 上顎両側矮小側切歯を伴うAngleⅠ級歯槽性上下顎前突症
三浦　実生子 1），齊藤　久絵 2），吉井　大貴 3），瀬戸　淑子 2），小林　義樹 2），遠藤　敏哉 1）

1）日本歯科大学新潟生命歯学部歯科矯正学講座，2）日本歯科大学新潟病院矯正歯科，3）日本歯
科大学新潟生命歯学部歯科保存学第二講座

P―4 � AI 活用による新しい口腔健康管理システム構築に関する研究―予備解析結果について―
藤澤　政紀 1），三浦　賞子 1），磯貝　知範 1），新谷　明一 2），前野　雅彦 2），小峰　太 3），
保坂　啓一 4），峯　篤史 5），佐藤　洋平 6），大久保　力廣 6），大槻　昌幸 7）

1）明海大学，2）日本歯科大学，3）日本大学，4）徳島大学，5）大阪大学，6）鶴見大学，7）東京医科
歯科大学

P―5 � 光学印象におけるブリッジ支台歯間距離と口腔内スキャナーの正確度の相関性
南里　綾乃 1），黒田　祥太 1），佐藤　亨 2），露木　悠 1），酒井　貴徳 1），四ツ谷　護 1）， 
野本　俊太郎 1），関根　秀志 1）

1）東京歯科大学クラウンブリッジ補綴学講座，2）東京歯科大学短期大学

P―6 � インレー窩洞スライスカット幅が口腔内スキャナーの再現性に及ぼす影響
油井　知雄 1），伊藤　修一 2），松田　康裕 1），疋田　一洋 3），斎藤　隆史 1）

1）北海道医療大学歯学部 口腔機能修復・再建学系 う蝕制御治療学分野，2）北海道医療大学歯
学部 総合教育学系 歯学教育開発学分野，3）北海道医療大学歯学部 口腔機能修復・再建学系 
デジタル歯科医学分野

P―7 � 支台築造窩洞に対する口腔内スキャナーの有用性の検討―第 2報―
川崎　貴裕，四ツ谷　護，黒田　祥太，南里　綾乃，関根　秀志
東京歯科大学クラウンブリッジ補綴学講座

P―8 � �分光イメージング装置を用いた歯肉の光学特性の解析―第一報　ガム模型シリコーンの計測
による本装置の有用性の検討―
田宮　紳吾 1），若林　一道 1），大住　雅之 2），中野　環 1），工藤　博貴 1），西山　貴浩 1），
姫　芳芳 1），王　展越 1），田中　美裕 1），中村　隆志 3），石垣　尚一 1）

1）大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座クラウンブリッジ補綴学分野，2）オフィ
ス・カラーサイエンス，3）大手前短期大学歯科衛生学科

P―9 � 表面滑沢材を塗布したCAD/CAMレジンブロックの表面性状と耐久性
新谷　明一 1，2），小川　匠 3），井川　知子 3），勅使河原　大輔 4），佐藤　和朗 5），四ツ谷　護 6），
三浦　賞子 4），藤澤　政紀 4）

1）日本歯科大学生命歯学部歯科理工学講座，2）トゥルク大学，3）鶴見大学歯学部クラウンブリッ
ジ補綴学講座，4）明海大学歯学部機能保存回復学講座クラウンブリッジ補綴学分野，5）岩手
医科大学歯学部口腔保健育成学講座歯科矯正学分野，6）東京歯科大学クラウンブリッジ補綴
学講座
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P―10 � CAD/CAM用二ケイ酸リチウムガラスセラミックスブロックの耐酸性評価
村田　祐輔，小野寺　瑞穂，秋山　茂範，伏島　歩登志
株式会社ジーシー

P―11 � コア用コンポジットレジンに対する唾液汚染除去法がレジンセメントの接着性に及ぼす影響
石井　亮 1，2），笠原　悠太 1），廣兼　榮造 1），髙見澤　俊樹 1，2），宮崎　真至 1，2）

1）日本大学歯学部保存学教室修復学講座，2）日本大学歯学部総合歯学研究所生体工学研究部
門

P―12 � エアブローの強さがセルフエッチングボンディング材のせん断接着強さに与える影響
星加　知宏，西谷　佳浩
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科歯科保存学分野

P―13 � ユニバーサルアドヒーシブの 2度塗りが初期象牙質接着強さに及ぼす影響
横山　宗典，髙見澤　俊樹，崔　慶一，石井　亮，田村　友彦，宮崎　真至
日本大学歯学部保存学教室修復学講座

P―14 � 各種積層充填法による 2級コンポジットレジン直接修復の接着実態
岡田　美里，前野　雅彦，奈良　陽一郎
日本歯科大学生命歯学部接着歯科学講座

P―15 � �異なるタイプのエッチ＆リンスシステムにおける象牙質接着疲労耐久性および接着界面の
SEM観察
笠原　悠太 1），髙見澤　俊樹 1，2），廣兼　榮造 1），石井　亮 1，2），宮崎　真至 1，2）

1）日本大学歯学部保存学教室修復学講座，2）日本大学歯学部総合歯学研究所生体工学研究部
門

P―16 � 二ケイ酸リチウムプレスセラミックスの耐酸性評価
小野寺　瑞穂，村田　祐輔，秋山　茂範，伏島　歩登志
株式会社ジーシー

P―17 � �ユニバーサルアドヒーシブのエッチングモードの違いが未切削エナメル質の接着疲労耐久性
に及ぼす影響
高宮　寛，髙見澤　俊樹，嶋谷　祐輔，横山　宗典，陸田　明智，宮崎　真至
日本大学歯学部保存学教室修復学講座

P―18 � 助触媒担持酸化チタン系ナノマテリアルの光触媒特性
西田　尚敬 1，2），保尾　謙三 2），六人部　慶彦 3），中村　隆志 4），山本　一世 2）

1）大阪大学産業科学研究所，2）大阪歯科大学歯科保存学講座，3）むとべデンタルクリニック，
4）大手前短期大学歯科衛生学科

P―19 � コンポジットレジンのユニバーサルシェードにおける色調適合性の評価
廣原　周，伏島　歩登志
株式会社ジーシー

P―20 � ユニバーサルシェード・コンポジットレジンのカメレオン効果
山口　耀平 1），新海　航一 1，2），鈴木　雅也 2），大野　寛 1），髙橋　天佑 1）

1）日本歯科大学大学院新潟生命歯学研究科硬組織機能治療学，2）日本歯科大学新潟生命歯学
部歯科保存学第 2講座
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P―21 � 各種コンポジットレジンの色調適合性評価
三枝　眞 1），黒川　弘康 1，2），髙橋　奈央 1），宮崎　真至 1，2）

1）日本大学歯学部保存学教室修復学講座，2）日本大学歯学部総合歯学研究所生体工学研究部
門

P―22 � 試作光重合型コンポジットレジンの色調に背景色が与える影響について
伊藤　誠之 1），西谷　佳浩 1），星加　知宏 1），梶村　幸市 2）

1）鹿児島大学大学院医歯学総合研究科歯科保存学分野，2）ユアーズ歯科 柏クリニック

P―23 � �構造色コンポジットレジンの曲げ特性および研磨面性状
新井　由依子，髙見澤　俊樹，柴崎　翔，石井　亮，黒川　弘康，宮崎　真至
日本大学歯学部保存学教室修復学講座

P―24 � ペーストタイプの充填用コンポジットレジンの耐着色性の評価
神　聖史，伏島　歩登志
株式会社ジーシー

P―25 � MI コンセプトに基づき主訴に応じた審美改善を図った症例
髙木　仲人 1），髙木　香 1），田代　浩史 2）

1）門前仲町髙木歯科，2）田代歯科医院

P―26 � 分割ポリリン酸は各種ホワイトニング剤の漂白効果を高める
小安　正洋 1，2），川添　由美 3，4） ，寺島　実華子 2），星野　睦代 2，5），山本　美穂 1）， 
荒畑　久美子 1），村田　愛子 1），柴　肇一 2，4），真鍋　厚史 2）

1）中目黒コヤス歯科，2）昭和大学歯学部歯科保存学講座美容歯科学部門，3）昭和大学薬学部基
礎医療薬学講座毒物学部門，4）リジェンティス株式会社，5）桑鶴歯科医院

P―27 � 各種前歯部CAD/CAM冠の色調に関する研究：ビタクラシカルシェードガイドとの色差
賀美　敬，地家　隆晴，中原　奨大，西山　貴浩
和田精密歯研株式会社

P―28 � �天然歯の歯頸部から切縁部にかけた透過性および色調の変化の発現に関する多面的解析―色
調に関する評価―
並河　雅也 1），若林　一道 1），大住　雅之 2），田中　美裕 1），王　展越 1），姫　芳芳 1）， 
田宮　紳吾 1），工藤　博貴 1），西山　貴浩 1），中村　隆志 3），石垣　尚一 1）

1）大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座クラウンブリッジ補綴学分野，2）オフィ
ス・カラーサイエンス，3）大手前短期大学歯科衛生学科

P―29 � ポリリン酸含有試作歯磨剤がホワイトニング後の色調安定性に及ぼす影響
菅井　琳太朗 1），小林　幹宏 1），新妻　由衣子 1），山口　麻衣 1），荻野　玲奈 2），柴　肇一 1，3）， 
川添　佑美 3），谷本　広志 4），真鍋　厚史 1），北原　信也 1）

1）昭和大学歯学部歯科保存学講座美容歯科学部門，2）昭和大学歯学部歯科保存学講座歯科理
工学部門，3）リジェンティス株式会社，4）株式会社センス・イット・スマート

P―30 � 歯科衛生士学科生を対象にした歯科審美に関する意識調査
植松　裕美 1，2），北　大樹 1，3），中西　生美 1，3），河合　貴俊 1，3），高柳　雅文 3），石川　明子 4）

1）日本歯科大学附属病院ホワイトニング外来，2）日本歯科大学附属病院歯科衛生士室，3）日本
歯科大学附属病院総合診療科，4）日本歯科大学生命歯学部接着歯科学講座
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P―31 � 笑顔の強度が顔における注視停留時間に及ぼす影響
糸田　理沙，鳥井　克典，山本　真由，田中　順子，柏木　宏介
大阪歯科大学有歯補綴咬合学講座

P―32 � 高透光性マルチレイヤージルコニアクラウンの色調評価―支台歯色の影響―
塚田　翔平，三浦　賞子，藤田　崇史，藤澤　政紀
明海大学歯学部機能保存回復学講座クラウンブリッジ補綴学分野

P―33 � 頭位の違いが女性におけるスマイル時の上顎前歯部の露出度に及ぼす影響
篠﨑　百合絵，鳥井　克典，糸田　昌平，山本　真由，佐藤　正樹，田中　順子， 
柏木　宏介
大阪歯科大学有歯補綴咬合学講座

P―34 � �メタルフリーレストレーション装着時の光照射に関する光学シミュレーション解析―各種審
美歯冠修復材料の光照射時の光の透過性―
姫　芳芳 1），若林　一道 1），西山　貴浩 1），工藤　博貴 1），田宮　紳吾 1），王　展越 1）， 
並河　雅也 1），田中　美裕 1），中村　隆志 2），石垣　尚一 1）

1）大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座クラウンブリッジ補綴学分野，2）大手前
短期大学歯科衛生学科

P―35 � 焼成温度がジルコニアの色調に及ぼす影響について
岡田　智弘，清水　裕次
株式会社シケン，四国通建株式会社

P―36 � 上顎欠損に対してレジン床顎義歯により審美改善を図った症例
照山　裕子 1），沖　巴奈 2），隅田　由香 1）

1）東京医科歯科大学顎顔面補綴学分野，2）静岡県立がんセンター歯科口腔外科

P―37 � オールセラミックブリッジと歯槽堤増大術により審美的改善を行った一症例
池岡　岳
いけおか歯科医院

P―38 � B.O.P.T. コンセプト症例報告①　前歯部天然歯審美症例
鈴木　久史 1，2，3）

1）鈴木歯科医院，2）B.O.P.T. JAPAN®，3）B.O.P.T. international OFFICIAL group

P―39 � B.O.P.T. コンセプト症例報告②　前歯部インプラント複合症例
鈴木　久史 1，2，3）

1）鈴木歯科医院，2）B.O.P.T. JAPAN®，3）B.O.P.T. international OFFICIAL group

P―40 � 石膏模型を使用せずにノンメタルクラスプデンチャーを作製した症例
遠藤　眞次，劉　桂陽，宮坂　睦
いせさき西部モール歯科

P―41 � スプリントデンチャーを移行義歯として用いた欠損補綴症例
武市　えり子 1），古谷　彰伸 2，3），石田　裕美 4）

1）医療法人社団ミューズガーデンみやま歯科医院，2）勝田台フルヤ歯科，3）昭和大学歯学部歯
科補綴学講座，4）ひろみ歯科医院京王仙川

P―42 � 難症例にスプリントデンチャー®を用いて咬合の安定と審美を回復する事が出来た一症例
石田　裕美 1），笹木　孝夫 2），前島　健吾 3），坪田　健嗣 4），三宮　恵子 5），武市　えり子 6），
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古谷　彰伸 7）

1）ひろみ歯科医院京王仙川，2）デンタルオフィスささき，3）前島歯科医院飯田橋デンタルケア
オフィス，4）赤坂フォーラムデンタルクリニック，5）日本橋三宮デンタルケアクリニック， 
6）みやま歯科医院，7）勝田台フルヤ歯科

P―43 � スプリントデンチャー®を移行義歯にして、咬合と審美を回復した症例
古谷　彰伸 1，2），横山　麻由子 1），守尾　靜子 1），石田　裕美 3），武市　えり子 4）， 
三宮　恵子 5），坪田　健嗣 6），馬場　一美 2）

1）勝田台フルヤ歯科，2）昭和大学歯学部歯科補綴学講座，3）ひろみ歯科医院京王仙川，4）医療
法人社団ミューズガーデンみやま歯科医院，5）日本橋三宮デンタルケアクリニック 99，6）赤
坂フォーラムデンタルクリニック

P―44 � テトラサイクリン変色歯の審美障害改善―9年経過症例―
横田　春日 1），木村　友美 1），田上　直美 2）

1）クローバー歯科，2）長崎大学病院

P―45 � ラミネートベニアにより審美障害を改善した 1症例
相原　一慶
相原歯科医院

P―46 � 臼歯部にBTAテクニック®を用いたクラウンの長期経過観察
坪田　健嗣 1），古谷　彰伸 2），前島　健吾 3），高田　敬一 4），黒田　敏樹 5），小原　信二 6），
田中　明美 1）

1）赤坂フォーラムデンタルクリニック，2）勝田台フルヤ歯科，3）前島歯科医院・飯田橋デンタ
ルケアオフィス，4）高田歯科医院，5）黒田クリスタル歯科吉祥寺，6）グランツテクニカ

P―47 � �BTA テクニック®を用いたラミネートべニアによりガミースマイルと歯冠形態を改善した
症例
坪田　健嗣 1），三宮　恵子 2），石田　裕美 3），西　治 4），入江　雄一郎 5），笹木　孝夫 6），
徳田　和子 1）

1）赤坂フォーラムデンタルクリニック，2）日本橋三宮デンタルケアクリニック 99，3）ひろみ
歯科医院京王仙川，4）西歯科クリニック，5）IK 医科歯科クリニック，6）デンタルオフィスさ
さき

P―48 � 上顎前歯部審美修復症例
羽田　詩子
朝日大学歯学部口腔機能修復学講座歯科補綴学分野

P―49 � �In�vitro�results�of�the� impact�of�heated�tobacco�aerosol�and�electronic�vapor�
product�aerosol�on�dental�esthetics
Filippo Zanetti1） (presenter), Xiaoyi Zhao2,3）, Shoaib Majeed1）, Nikolai V. Ivanov1）, 
Manuel C. Peitsch1）, Yanfang Ren2）, Julia Hoeng1）

1）PMI R&D, Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 5, CH-2000 Neuchâtel, Swit-
zerland，2）University of Rochester Eastman Institute for Oral Health, Rochester, New 
York，3）Peking University School of Stomatology, Beijing, China

P―50 � 歯冠長延長術によりガミースマイルの改善を行った 1症例
渡部　圭吾 1），伊藤　忠弘 2）

1）わたなべ歯科クリニック，2）いとう歯科クリニック
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P―51 � 前歯部歯肉変色歯の歯肉ラインをBTAテクニック®で審美性を改善した一例
三宮　恵子 1），黒田　敏樹 2），前島　健吾 3），石田　裕美 4），西　治 5），笹木　孝夫 6）， 
古谷　彰伸 7），小原　伸二 8），坪田　健嗣 9）

1）日本橋三宮デンタルケアクリニック 99，2）黒田クリスタル歯科吉祥寺，3）前島歯科医院飯
田橋デンタルオフィス，4）ひろみ歯科医院仙川，5）西歯科医院，6）デンタルオフィスささき，
7）勝田台フルヤ歯科，8）（有）グランツテクニカ，9）赤坂フォーラムデンタルクリニック

P―52 � �上顎左側大臼歯欠損部にソケットリフトを併用し審美的かつ機能的な回復を図った術後 7年
経過症例
中島　還 1），山中　隆平 2），青江　利明 3）

1）中島歯科医院，2）山中デンタルクリニック，3）青江歯科医院

P―53 � �プロビジョナルレストレーションの形態をインプラント支持補綴装置に再現した症例：症例
報告
本田　順一 1），三上　圭子 1），小宮　夏怜 1），小島　綾子 2），小峰　太 1），松村　英雄 1）

1）日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座，2）日本大学歯学部付属歯科病院歯科衛生室

P―54 � ルートメンブレンテクニックを応用し上顎前歯にインプラント修復を行なった一症例
鈴木　玲爾 1），松本　和也 2）

1）明海大学歯学部機能保存回復学講座オーラルリハビリテーション学分野，2）明海大学 PDI
埼玉歯科診療所

P―55 � インプラント上部構造体スクリューアクセスホールの審美的閉鎖について
岡　正信，山本　晋平

（医）志学会 oka dental clinic，社会医療法人博寿会山本病院

P―56 � 矯正とインプラント治療による審美的咬合再構成の 1症例
中川　孝男 1），石橋　良則 2），大田　拓哉 3）

1）中川歯科クリニック，2）大崎シティデンタルクリニック，3）東京八重洲デンタルクリニック

P―57 � 審美と機能を両立させた全顎的補綴治療
藤井　俊朗 1），玉木　理一郎 2），島松　博 3）

1）藤井歯科医院，2）玉木歯科医院，3）デンタルオフィス青葉台

P―58 � 患者の希望に応える審美的補綴治療
長谷川　早絵 1），金子　孝彦 1），木村　亮介 2），牧村　英樹 3），大塚　令奈 3）, 青柳　来実 3）,
竹浪　沙耶果 4）

1）西方ファミリー歯科，2）市ヶ谷歯科クリニック，3）流山ハピネス歯科，4）松戸市立総合医療
センター歯科口腔外科

P―59 � 重度咬耗患者に対しフルマウスリコンストラクションを行った一症例
松本　和也 1），鈴木　玲爾 2）

1）明海大学 PDI 埼玉歯科診療所，2）明海大学歯学部機能保存回復学講座オーラル・リハビリ
テーション学分野

P―60 � 光学印象を用いて歯頚部にセラミック治療を行った症例
木村　亮介 1），伊藤　里紗 1），稲見　朋夏 1），吉田　想 1），長谷川　早絵 2），山中　龍太郎 3），
牧村　英樹 4），青柳　来実 4），大塚　令奈 4），竹浪　沙耶果 5）

1）市ヶ谷歯科クリニック，2）西方ファミリー歯科，3）りゅうたろう歯科クリニック，4）流山ハ
ピネス歯科，5）松戸市立総合医療センター歯科口腔外科
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P―61 � オールセラッミククラウンにより矮小歯の審美修復を行った 1症例
渡部　圭吾
わたなべ歯科クリニック

P―62 � インターディシプリナリーアプローチで全顎的審美治療を施した症例（その 3）
古谷　昌義 1），脇　知邦 1），古谷　直樹 2），松下　孝直 1），稲葉　幹人 1），陸野　隆弘 3），
吉竹　弘行 4），久保　裕睦 5），香西　宏敏 6），石神　元 1）

1）朝日大学歯学部口腔機能修復学講座，2）古谷矯正歯科，3）陸野歯科医院，4）吉竹歯科医院，
5）久保歯科医院，6）香西デンタルクリニック

P―63 � �透明シリコーン印象材で作製したガイドを用いたダイレクトボンディングによる正中離開閉
鎖症例
池田　欣希，木村　一誠，守本　勝幸，森　幸徳，森　憲弥
医療法人仁友会日之出歯科診療所

P―64 � �ブラックトライアングルに対して規格化マトリックスとカメレオン効果を応用した簡便な術
式でコンポジットレジン修復を行った 1症例
品川　淳一，長尾　美優
上野品川歯科・矯正歯科



症例の概要：20歳 10か月女性，上唇の突出と叢生を主
訴に矯正治療を希望し来院した。正貌は左右対称，側貌
はコンベックスタイプを呈し，E‒lineに対して上
唇：＋2.5 mm，下唇：＋6.0 mmと突出し，口唇閉鎖時
にオトガイ部に緊張を認めた。口腔内は上下顎前歯部に
叢生，23は低位唇側転位しており，犬歯咬合関係は左側
Ⅰ級，右側Ⅱ級，臼歯咬合関係は左右側ともに Angle 
Class Ⅱ，Overjet：＋4.0 mm，Overbite：＋1.5 mm，
ALDは上顎：－12.0 mm，下顎：－10.5 mmであった。
叢生を伴う骨格性上顎前突症例と診断した。
治療方針：叢生の改善に，14，24，34，44，18，28，38
を抜去し，上顎大臼歯の固定は最大の固定にてマルチブ
ラケット治療にて叢生の改善を図ることとした。47は根
管治療が施行され，遠心部に重度のカリエスを認めたた
め，47を抜去し 48をその代替として配列することにし
た。
治療経過・治療成績：2016年 10月に 18，28，38を抜去
後，上下顎ともにマルチブラケット装置を装着し，上顎
は固定源としてトランスパラタルアーチと歯科矯正用ア
ンカースクリューを装着して治療を開始した。マルチブ
ラケット治療は 3年 8か月で終了した。保定治療には，
上顎にラップアラウンド型リテーナー，下顎にはフレキ
シブルスパイラルワイヤーリテーナーを用いた。側貌形
態についても，E‒lineに対して上唇は－2.0 mm，下唇
は－1.0 mmと後退しており，口唇閉鎖時にオトガイ部
の緊張が消失した。
考察・結論：今回，患者の希望する側貌形態を考慮し矯
正治療を行った。その結果，上顎大臼歯の圧下による下
顎骨が反時計方向の回転と，上下顎中切歯歯軸傾斜を舌
側傾斜させたことで側貌が改善した。保定治療開始 2年
経過した現在も個性正常咬合と患者の満足する側貌形態
を維持することができた。

症例の概要：初診時年齢 14歳の女子。受け口を主訴とし
て来院した。前歯部は反対咬合で，上顎右側第一大臼歯
が先天性欠如し，上顎右側第二小臼歯が埋伏していた。
ANB角が小さく，FMAが標準偏差内にあり，顎間関係
は骨格性Ⅲ級で，mesio facial patternであった。U1 to 
A‒pogとL1 to A‒pogは大きく，上下顎切歯の前方位を
認めた。本症例を上下顎切歯の前方位を伴う骨格性Ⅲ級
反対咬合と診断した。
治療方針：残存乳歯，上顎右側第二小臼歯および上顎左
側・下顎両側第一小臼歯を抜去することとした。トラン
スパラタルアーチとマルチブラケット装置を用いて，本
格矯正を行うこととした。
治療経過・治療成績：スタンダードエッジワイズ装置を
用いて，矯正歯科治療を開始した。レベリング後，犬歯
の遠心移動，切歯の舌側移動，臼歯の近心移動を行い，
抜歯空隙を閉鎖した。その後，仕上げ咬合を確立し，保
定に移行した。動的治療期間は 3年 3か月であった。
結果と考察：矯正歯科治療により審美的歯列と機能咬合
を獲得できた。第一大臼歯の先天性欠如には，第三大臼
歯を代用した。第一大臼歯の先天性欠如は，萌出遅延と
区別する必要がある。本症例において，先天性欠如側の
最近心位にある大臼歯の咬合形態は左側第一大臼歯より
第二大臼歯に近似していた。このような咬合面形態の最
近心位大臼歯は歯胚の形成が遅延した第一大臼歯ではな
く，早期に萌出した第二大臼歯であるという阿部らの報
告と一致する。
結論：上顎右側第一大臼歯の先天性欠如を伴う骨格性Ⅲ
級反対咬合症例に対して，第三大臼歯を代用し，矯正歯
科治療により審美的歯列と機能咬合を獲得できた。

P—1
側貌形態を考慮して矯正治療を行った叢生を伴う骨
格性上顎前突

岡　志央理，川鍋　仁，村上彩乃，福井和徳
奥羽大学　成長発育歯学講座　歯科矯正学分野

P—2
上顎右側第一大臼歯の先天性欠如を伴う骨格性Ⅲ級
反対咬合症例

齊藤久絵1），三浦実生子2），瀬戸淑子1），小林義樹1），
遠藤敏哉2）
1）日本歯科大学新潟病院　矯正歯科
2）日本歯科大学新潟生命歯学部　歯科矯正学講座

e—ポスター発表事後抄録
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症例の概要：初診時年齢 20歳の女性。上顎前歯の前突を
主訴に来院した。大臼歯関係はAngle Ⅰ級で，上顎両側
側切歯は矮小化していた。U1 to A‒pogと L1 to A‒pog
はそれぞれ＋3 SD，＋1 SDを超えて大きく，上下顎切歯
は前方位であった。本症例を上顎両側矮小側切歯を伴う
Angle Ⅰ級歯槽性上下顎前突症と診断した。
治療方針：上顎左側第二小臼歯，上顎右側・下顎両側第
一小臼歯を抜去することとした。トランスパラタルアー
チ，歯科矯正用アンカースクリューおよびマルチブラ
ケット装置を用いて本格矯正治療を行うこととした。矮
小化した上顎両側側切歯には，遠心にコンポジットレジ
ンダイレクトベニア修復を行うこととした。
治療経過・治療成績：スタンダードエッジワイズ装置を
用いて，矯正歯科治療を開始した。レベリング，犬歯の
遠心移動，および切歯の舌側移動後，上顎両側側切歯遠
心にコンポジットレジンダイレクトベニア修復を行い，
仕上げ咬合を確立した。動的治療開始から2年7か月後，
ブラケットを撤去し，保定に移行した。
考察：集学的治療を行い，機能咬合と審美的歯列が獲得
できた。上顎矮小側切歯は歯の大きさに不調和を生じさ
せ，歯冠幅径を回復せずに，犬歯のⅠ級咬合の獲得はで
きない。本症例は，コンポジットレジンダイレクトベニ
ア修復を用いて上顎両側矮小側切歯の歯冠幅径を回復
し，機能的で審美的な咬合を獲得できたと考えられる。
結論：上顎両側矮小側切歯を伴うAngle Ⅰ級歯槽性上下
顎前突症例に対して，矯正歯科治療とコンポジットレジ
ンダイレクトベニア修復による集学的治療を行い，機能
咬合と審美的歯列を得ることができた。

目的：超高齢社会における健康寿命の延伸には，口腔機
能の維持が重要である。口腔機能低下に対しては，機能
の面からのアプローチが多い一方，予防の観点から口腔
の審美に着目した研究はほとんどなされていない。そこ
で，「口腔機能低下症，オーラルフレイルに対する予防手
段として，口腔の審美に関心を抱くことが関与する」と
いう仮説を設定し AI活用による新しい口腔健康管理シ
ステムを用いて検証することとした。なお，本発表では
中間結果の報告を行うことで本研究の妥当性を検討した。
方法：一般社団法人日本歯科審美学会会員の所属する病
院および歯科医院に通院している 60歳以上の患者のな
かで調査の主旨に同意が得られた 54名（男性 26名，女
性 28名，年齢 60～91歳，平均年齢 71.2±6.9歳；mean
±SD）を対象に 20項目の質問票ならびに口腔内所見，
全身状態の関連を AIにより解析した。本研究は明海大
学（承認番号 11000689‒A1930），日本歯科審美学会（承
認番号 2020‒001）の倫理審査で承認を得て実施した。
結果と考察：機械学習を実施するため，データの 75％を
解析対象とし，25％を検証用に分割しデータの標準化を
行った。サポートベクターマシンによる学習曲線の解析
結果をもとに，特徴量の重要度をもとに最適化した結
果，「審美性に対する関心」の質問項目に高い関心を示す
場合，「口腔内の問題による活動制限」「見た目の良くな
い歯の存在」などの項目に対し「全くない」と回答する
傾向が高い結果となった。AI解析では主観を排除して
関連項目を検出することから，本手法が経年的な変化を
追跡するコホート研究に対しても応用できると考える。
結論：AI解析はオーラルフレイル予防に効果的なポ
ピュレーションアプローチのエビデンスとなる調査を行
う場合，今回の手法が利用できるものと期待される。

P—3
上顎両側矮小側切歯を伴う Angle Ⅰ級歯槽性上下顎
前突症

三浦実生子1），齊藤久絵2），吉井大貴3），瀬戸淑子2），
小林義樹2），遠藤敏哉1）
1）日本歯科大学新潟生命歯学部　歯科矯正学講座
2）日本歯科大学新潟病院　矯正歯科
3）日本歯科大学新潟生命歯学部　歯科保存学第二講座

P—4
AI 活用による新しい口腔健康管理システム構築に関
する研究―予備解析結果について―

藤澤政紀1），三浦賞子1），磯貝知範1），新谷明一2），
前野雅彦2），小峰　太3），保坂啓一4），峯　篤史5），
佐藤洋平6），大久保力廣6），大槻昌幸7）
1）明海大学
2）日本歯科大学
3）日本大学
4）徳島大学
5）大阪大学
6）鶴見大学
7）東京医科歯科大学
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目的：近年，デジタルテクノロジーの発展により CAD/
CAMシステムや口腔内スキャナー（以下，IOS）を中心
とした補綴装置製作のデジタル化が進んでいる。シング
ルクラウンやショートスパンブリッジにおける IOSを用
いた光学印象は，印象材を用いた従来法と同等の正確度
を有するとの報告がある。しかし，今後のロングスパン
ブリッジの臨床応用に必要なスキャン誤差とスキャン範
囲に関する報告は少ない。特にスキャン範囲に関与する
支台歯間の距離の違いについては十分な検討がなされて
いない。そこで本研究では，光学印象時の支台歯間距離
の違いが正確度（真度・精度）に及ぼす影響について調
査することを目的とした。
材料と方法：オールセラミックブリッジを想定し，2つ
の下顎の歯列模型（D18D‒500H，ニッシン）に 37，33
を支台とした 3歯欠損モデルおよび，37，35，33を支台
とした中間支台歯モデルを，それぞれ支台歯形成した
（基準模型）。歯科技工用スキャナー（D2000，3Shape）
を用いた基準模型STLデータの取得の後，基準模型を歯
科用ユニット上のマネキンに装着し，開口時に咬合平面
が床と平行になるように設定した。光学印象は，IOS
（TRIOS　3，3Shape）を用いて 37から 31までスキャン
を行った。スキャン方法はジグザグ状に行った。採得し
たデータをSTLデータに変換後，支台歯を基準にベスト
フィット法で基準模型との重ね合わせを行い，真度を基
準データと各 IOSデータ（n＝5）で，精度を各 IOSデー
タ間（n＝10）でスキャン誤差を算出し，比較検討を行っ
た。
結果と考察：真度においては，中間支台歯の有無による
支台歯間距離の違いでは，スキャン誤差に有意差はな
かった。一方，精度においては，中間支台歯モデルにお
いてスキャン誤差は小さく，3歯欠損モデルと有意差が
あった。
結論：IOSを用いた光学印象では，中間支台歯の有無に
よる支台歯間距離の差異は，精度に影響を与えることが
示唆された。

目的：口腔内スキャナー（IOS）は高精度のデジタル印
象が可能であるが，その再現性は IOSの種類や解像度に
影響を受けることが知られている。現在，IOSを用いた
インレー修復に関する臨床ガイドラインは確立されてい
ない。第 31回学術大会にてわれわれは，インレー窩洞形
態が IOSによるデジタル印象に影響を与える可能性を報
告した。本研究では，スライスカット幅が IOSによるデ
ジタル印象の再現性に及ぼす影響について検討した。
方法：レジン模型歯の遠心面に D1 600，D2 900，D3 1200
（μm）幅のスライスカットを形成した。Omnicam
（Cerec），Trios 3（3Shape）から各形成面の STL data
（n＝6）を取得し，Reference STL data（Ref）は Aadva 
Scan E3（Aadva）から取得した。各 STL data上の
marginal fit，internal fitに影響する計測点を計 4点設定
し，三次元データ解析ソフトを用いてRefと各STL data
間の偏位量を算出した。二元配置分散分析により統計処
理を行った。
結果と考察：各偏位量の平均値は，臨床的に許容範囲で
ある±35μm以下を示した。また IOS間では偏位量に有
意差を認めなかったが，marginal fitではD1，internal fit
ではD3で有意差を認めた。これらの結果から，本研究で
設定したスライスカット幅は IOSの再現性に影響するこ
とが示唆された。
結論：インレー窩洞におけるスライスカット幅は，IOS
によるデジタル印象の再現性に影響を及ぼすことが示唆
された。

P—5
光学印象における支台歯間距離と口腔内スキャナー
の正確度の相関性

南里綾乃1），黒田祥太1），佐藤　亨2），露木　悠1），
酒井貴徳1），四ツ谷　護1），野本俊太郎1），関根秀志1）
1）東京歯科大学　クラウンブリッジ補綴学講座
2）東京歯科大学短期大学　歯科衛生学科

P—6
インレー窩洞スライスカット幅が口腔内スキャナー
の再現性に及ぼす影響

油井知雄1），伊藤修一2），松田康裕1），疋田一洋3），
斎藤隆史1）
1） 北海道医療大学歯学部　口腔機能修復・再建学系　う蝕制御治療学
分野

2）北海道医療大学歯学部　総合教育学系　歯学教育開発学分野
3） 北海道医療大学歯学部　口腔機能修復・再建学系　デジタル歯科医
学分野
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目的：近年，口腔内スキャナー（以下 IOS）の技術改善
が図られ，被写界深度性能の向上した IOSが開発され
た。これにより，ポスト部のような深い内側性窩洞への
臨床応用が期待されている。そこで本研究の目的は，被
写界深度性能の異なる IOSでポスト部をスキャンし，臨
床応用の実現性を検証することとした。
材料と方法：〈条件設定〉本研究では基準模型に上顎模
型：（D‒18‒500H（GUB）‒MF：NISSIN，Kyoto，Japan），
対象歯：上顎左側第一大臼歯（A12A‒500，#26：NIS-
SIN，Kyoto，Japan）を用いた。対象歯の口蓋根に根管
形成用バー（#3，直径：d＝1.48，D＝1.95）を用いて深
さ 6 mmのポストを形成した。また，対象歯歯冠部（コ
ア部）残存壁の高径は 0 mm，2 mm，4 mmの 3条件と
した。さらに，基準模型に 3点の基準球（直径：4 mm，
NTN・ASK，Japan）を設置し，ラボスキャナー（D/
R2000，3Shape）で STLデータに変換しマスターデータ
（control）とした。〈計測方法〉IOSには TRIOS® 3
（3Shape：被写界深度・10 mm，以下 IOS‒A），Primes-
can（Dentsply Sirona：同・20 mm，以下 IOS‒B）を用
いた。〈画像解析とデータ評価〉すべての計測データを
STLデータに変換し，三次元計測ソフトウェア（GOM 
inspect，GOM）上にインポートした。歯肉などの軟組
織部分をトリミングした後，基準球を結んだ基準平面か
らスキャンしたポスト先端までの垂線を平面‒ポスト先
端距離とし計測した。
結果と考察：マスターデータの平面‒ポスト先端距離と
比較し，IOS‒Aは残存壁高径にかかわらず平面‒ポスト
先端距離は短くなる傾向がみられた。一方 IOS‒Bでは，
残存壁高径が増加するとポストの形状が不明瞭になる傾
向がみられたが，ポスト先端付近までスキャニングが可
能でありマスターデータと同程度の平面‒ポスト先端距
離を示した。
結論：被写界深度が深い IOS‒Bは IOS‒Aと比較して，
基準模型と平面‒ポスト先端距離のずれが小さかった。
被写界深度が深い IOS‒Bでは，残存壁高径にかかわらず
ポスト先端付近までスキャニングが可能であり臨床的に
応用することができる可能性が示唆された。

目的：患者の審美的要求は日々高くなっており，近年で
は補綴装置のみならず，歯肉などの口腔軟組織の色調に
ついても考慮する必要がある。しかし，口腔軟組織の色
調に影響を及ぼす光の透過性や散乱性といった光学特性
を評価することはきわめて困難であり，口腔軟組織の光
学特性を非侵襲で計測している報告はない。今回，光
ファイバーおよび分光イメージング装置を用い，非侵襲
的に直接口腔内の軟組織を測定し，光学特性を算出する
ための新たな手法を考案したので報告する。
方法：透過・散乱・反射を算出するための光学データを
取得するため，キャスター付き金属フレームに分光イ
メージングカメラおよび光ファイバーを搭載した計測装
置（オフィス・カラーサイエンス，横浜）を用いた。光
ファイバーから計測対象に入射した光を正確に取得する
ため，分光イメージングカメラには三軸角度調節機構を
装着し，照射光を測定対象の形状や角度に合わせ計測で
きるようにした。本装置の有用性を検証するため，歯肉
を想定したガム模型用シリコーン（エステティックマス
ク，デタックス）を用いた厚さ 3 mmの板状試料を作製
し，本装置を用い散乱光を計測した。
結果と考察：全波長において，光ファイバーからの距離
が遠くなるに従い，入射した光が減衰していく様子が観
察された。波長領域別に着目すると，長波長領域では透
過率が高く，短波長領域では光が吸収されていた。
結論：本研究で用いた計測装置を使用することで，測定
対象の光の透過や散乱の計測を行うことができ，生体組
織の光学特性を非侵襲的に取得することが可能となるも
のと考えられた。

P—7
支台築造窩洞に対する口腔内スキャナーの有用性の
検討―第 2 報―

川崎貴裕，四ツ谷　護，黒田祥太，南里綾乃，
関根秀志
東京歯科大学　クラウンブリッジ補綴学講座

P—8
分光イメージング装置を用いた歯肉の光学特性の解
析―第一報　ガム模型シリコーンの計測による本装
置の有用性の検討―

田宮紳吾1），若林一道1），大住雅之2），中野　環1），
工藤博貴1），西山貴浩1），姫　芳芳1），王　展越1），
田中美裕1），中村隆志3），石垣尚一1）
1） 大阪大学大学院歯学研究科　顎口腔機能再建学講座　クラウンブ
リッジ補綴学分野
2）オフィス・カラーサイエンス
3）大手前短期大学　歯科衛生学科
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目的：前歯部用 CAD/CAMレジンブロックは 2色以上
のグラデーションを有するが，高度な色調再現を得るた
めにはさまざまな色調の表面滑沢材によるステイニング
法が有効とされ，令和 3年度には日本歯科審美学会社会
医療委員会から医療技術評価提案書に対しこの技術の提
案を行った。本研究では，表面滑沢材の耐久性を明らか
にする目的で，表面滑沢材を塗布したレジンブロックの
塗布前後および歯ブラシ摩耗試験後の表面粗さ，光沢
度，接触角および色調の変化について調べた。
方法：CAD/CAMレジンブロック（セラスマートレイ
ヤー，ジーシー）から 25枚の板状試験片（10×10×1 
mm）を製作し，#2000研磨後（コントロール）にサン
ドブラスト処理（SB）を行った。表面滑沢材（セラス
マートコート，ジーシー）はクリアコート，インテンシ
ブホワイト，インサイザルグレー，サービカルブラウン
を使用した。耐久性の実験には歯ブラシによる摩耗を
行った。塗布前，SB後，塗布後，2万回摩耗後の表面粗
さ，光沢度，接触角を測定し，さらに塗布前後，刷掃前
後の色差を算出した。
結果と考察：表面粗さは SB後で大きく，他の条件では
差は認められなかった。光沢度は塗布により大幅に向上
し，摩耗後は低下するも有意な差を認めなかった。接触
角は SB後が最も大きく，塗布後，摩耗後で減少した。
色差は表面滑沢材の色調によって違いが認められたが，
摩耗前後での差は認められなかった。
結論：CAD/CAM用レジンブロックの表面性状は表面
滑沢材の塗布によって変化した。その耐久性は摩耗に
よって低下するものの，表面粗さ，光沢度および色差で
は有意な変化は認められなかった。

目的：二ケイ酸リチウムガラスセラミックスは高い審美
性と強度を両立した補綴材料として広く利用されてい
る。補綴材料は口腔内で長期間利用されるため審美性を
維持するために化学的耐久性は必要不可欠である。この
たび加工後の結晶化工程が不要な新規 CAD/CAM用二
ケイ酸リチウムガラスセラミックスブロックの Initial 
LiSi Block（以下「LS」）を開発した。本研究では本材料
の耐酸性を評価することを目的とした。
方法：LSと比較用二ケイ酸リチウムガラスセラミック
スブロックとして「製品 A」「製品 B」を使用した。各材
料を約 15×13×2 mmの板状の試験片を作製するため自
動精密切断機（Isomet 2000，BUEHLER）で切断した。
その後 DP‒ペースト P 1/4μm（Struers）を用いて両面
研磨した。この試験片を 4　vol％酢酸水溶液に 80℃下で 1
週間浸漬した。浸漬後光沢度計（VG7000，日本電色）を
用いて光沢度（Gs60）減少率と酸溶解量を評価した（n＝
3）。結果はDunnett法で有意差検定を行った（p＜0.05）。
また，浸漬後の材料表面観察を SEM（SU‒70，日立ハイ
テク）で行った。
結果と考察：酢酸浸漬後の光沢度減少率は LSが 7.97％
であり他の 2製品と比べて有意に小さかった（製品 A：
12.67％，製品 B：34.03％）。また，酸溶解量は LSが 17.87
μg/cm2であり他の 2製品と比べて有意に少なかった（製
品 A：28.90μg/cm2，製品 B：102.30μg/cm2）。さらに，
LSは他の 2製品と比べて酸浸漬後の材料表面形態の変
化が小さかった。したがって，LSは酸に溶解しにくいた
め光沢度が維持されたと考えられる。
結論：LSは他の 2製品と比較して耐酸性に優れ，光沢度
が維持される補綴材料であることが明らかとなった。し
たがって，LSは口腔内で長期的に利用することに有用
な補綴材料であると示唆される。

P—9
表面滑沢材を塗布した CAD／CAM レジンブロック
の表面性状と耐久性

新谷明一1,2），小川　匠3），井川知子3），勅使河原大輔4），
佐藤和朗5），四ツ谷　護6），三浦賞子4），藤澤政紀4）
1）日本歯科大学生命歯学部　歯科理工学講座
2）トゥルク大学
3）鶴見大学歯学部　クラウンブリッジ補綴学講座
4） 明海大学歯学部　機能保存回復学講座　クラウンブリッジ補綴学
分野
5）岩手医科大学歯学部　口腔保健育成学講座　歯科矯正学分野
6）東京歯科大学　クラウンブリッジ補綴学講座

P—10
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ブロックの耐酸性評価

村田祐輔，小野寺瑞穂，秋山茂範，伏島歩登志
株式会社ジーシー
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目的：コア用コンポジットレジンに生じた唾液汚染除去
法について，唾液汚染除去前後のコア用コンポジットレ
ジンの表面自由エネルギー測定，レジンセメントとの接
着強さ測定および各処理面の走査電子顕微鏡（以後，
SEM）から検討した。
材料と方法：コア用コンポジットレジンとしてクリア
フィル DCコアオートミックス ONE（クラレノリタケデ
ンタル），レジンセメントは，パナビア V5（クラレノリ
タケデンタル）を用いた。唾液汚染後の表面処理剤とし
てカタナクリーナー（KC，クラレノリタケデンタル），
Ultra‒Etch J（UE，Ultradent）およびMulti Etchant
（ME，ヤマキン）を使用した。接着試片の製作に際して
は，コア用コンポジットレジンを耐水性 SiCペーパー
#320を用いて研削したものを被着面とした。被着面に
対し，ヒト唾液を滴下し，汚染面とした。汚染面の表面
処理法は，KC処理，UE処理もしくはME処理とした。
各処理面にステンレス金型を静置し，セメントペースト
を塡塞し，接着試験用試片とした。これらの試片を 37℃
精製水中に 24時間保管後，万能試験機（Type 5500R，
Instron）を用いて剪断接着強さを測定した。なお，ヒト
唾液の使用に関しては，本学倫理委員会の審査を経て承
認を得ている（倫許 2019‒12）。表面自由エネルギーの測
定に際しては，接着試験用試片と同様に調整した試片を
全自動接触角計（DM500，協和界面科学）に静置し，測
定によって得られた接触角から表面自由エネルギーを算
出した。また，各表面処理後のコア用コンポジットレジ
ン表面について，SEMを用いて観察した。
結果および考察：接着強さ試験の結果から，唾液汚染の
除去を行った条件において，有意に高い値を示した。表
面処理後の表面自由エネルギーは，汚染面と比較してい
ずれの条件においても有意に高い値を示すとともに各構
成成分は，表面処理法の違いにより異なる傾向を示した。
結論：唾液汚染されたコア用コンポジットレジンに対す
るレジンセメントの接着強さは，汚染面に対する各表面
処理により向上した。

目的：本研究ではボンディング材塗布後のエアブローの
強さの違いが接着性および接着界面へ及ぼす影響につい
て検討を行った。
材料と方法：エアブローにはポータブル歯科ユニット長
田デイジー（オサダ）の 3Wayシリンジを用いた。接着
システムには，Clearfil Mega Bond　2（クラレノリタケデ
ンタル。以下：MB2）と G‒2ボンドユニバーサル（GC。
以下：G2B）を用いた。健全象牙質群では，ウシ下顎前
歯象牙質面に対して通法どおりプライマー処理後，ボン
ディング材を塗布し，歯面から 3Wayシリンジの距離を
10 cm，3 cm，1 cmの 3段階に分け，同じ圧力でエアブ
ローを行った。光照射後，コンポジットレジン Clearfil 
AP‒X（クラレノリタケデンタル）を築盛し，接着試料
体とした。象牙質面を脱灰液（pH5.0）に 5日間浸漬した
脱灰象牙質についても健全象牙質群と同様に作製し，脱
灰象牙質群とした。37℃水中 24時間保管後，せん断接着
強さ（shear bond strength：SBS）を測定し（n＝10），
界面および破断面を走査電子顕微鏡にて観察した。得ら
れた試験結果に対してTwo‒way ANOVA Tukey’s test
を用いて統計処理を行った（p＜0.01）。
結果および考察：健全象牙質においてMB2，G2Bともに
3 cmで最も高い SBSを示した。またG2Bにおいて 3 cm
と 1 cmで，MB2，G2Bともに 10 cmと 1 cmで有意な
差は認めなかった。一方，脱灰象牙質条件において，
MB2，G2Bともに 1 cmで最も低い SBSを示した。同じ
エアブローの強さでは，脱灰象牙質と比較して健全象牙
質条件では高いSBSを示した。本研究ではエアブローの
強弱を，歯面からの距離を変えることで調整した。SEM
像よりエアブローの強弱によりボンディング材の厚みに
影響が認められ，このことがせん断接着強さに影響を及
ぼしていると考えている。実際の臨床において，塗布し
た処理剤の量，窩洞・被着面の形態なども影響すると予
想される。
結論：本研究で使用した材料においては，健全象牙質に
おいて 3 cm条件で最も高い SBSを示した。また，他の
条件でも臨床上十分な接着強さの値を示していると考え
ている。

P—11
コア用コンポジットレジンに対する唾液汚染除去法
がレジンセメントの接着性に及ぼす影響

石井　亮1,2），笠原悠太1），廣兼榮造1），髙見澤俊樹1,2），
宮崎真至1,2）
1）日本大学歯学部　保存学教室　修復学講座
2）日本大学歯学部　総合歯学研究所　生体工学研究部門
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エアブローの強さがセルフエッチングボンディング
材のせん断接着強さに与える影響

星加知宏，西谷佳浩
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能再建学講座　歯科保存学分野
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目的：近年，コンポジットレジン修復においてはその汎
用性の高さからユニバーサルアドヒーシブの使用頻度が
増加している。一方，象牙質に対するユニバーサルアド
ヒーシブの接着性は課題が残っているのが現状である。
これらのことから，本実験においてはユニバーサルアド
ヒーシブの初期象牙質接着性とともにアドヒーシブの 2
度塗りが接着性に及ぼす影響について検討した。
方法：ユニバーサルアドヒーシブとして，Clearfil Uni-
versal Bond Quick（CUB），G‒Premio Bond（GPB），
および Scotchbond Universal（SUB）を用いた。対象と
して 2ステップセルフエッチ接着システムの Clearfil 
Mega Bond 2（MB）を用いた。アドヒーシブの塗布に
先立って，リン酸エッチングを15秒間行うエッチ＆リン
スモードあるいはこれを行わないセルフエッチモードの
条件を設定し，各エッチングモードに対してアドヒーシ
ブを 1度塗布する群あるいはアドヒーシブを再度塗布す
る群（2度塗り群）も条件に加えた。各条件でアドヒー
シブを塗布した後，コンポジットレジンを塡塞，照射を
行い，接着試験用試片とし，これらの試片を 5分，1，
6，12および 24時間，37℃の精製水に保管した後，剪断
接着強さを測定した。
結果と考察：いずれのアドヒーシブにおいても保管期間
の延長に伴って接着強さが向上した。また，いずれの
エッチングモードにおいても同一の保管条件では，ユニ
バーサルアドヒーシブの 2度塗り群は 1度塗り群に比較
して高い象牙質接着強さを示した。
結論：本実験の結果から，ユニバーサルアドヒーシブの
初期接着強さは，経時的に向上するとともに，アドヒー
シブの 2度塗りは象牙質の初期接着強さの向上に寄与す
ることが判明した。

目的：各種積層充塡法による 2級コンポジットレジン直
接修復の接着実態を明らかにするために，繰り返し荷重
負荷後の微小引張接着強さ（μ‒TBS）に基づき，量的・
質的に評価検討した。
材料と方法：本学部倫理審査委員会の承認を得て，ヒト
抜去健全上顎大臼歯30本に対し，咬合面ステントの製作
を経て，規格化 2級MO窩洞を形成した。その後，3種
コンポジットレジン：バルクフィル型（B），フロアブル
型（F），ユニバーサル型（C）を用いた，単一材料また
は 2種材料積層修復を行った。単一材料積層修復では，
2層（B修復）または 3層（F修復，C修復；コントロー
ル）にて充塡を行い，2種材料積層修復では，第 1層目
に Fによるフィルム状シーリングを経て，Bの一括充塡
（F＋B修復）または Cの 2層充塡（F＋C修復）を行っ
た。その後，37℃水中における 157 N×30万回の繰り返
し荷重負荷，規格化ビーム状試料の調整を経て，μ‒TBS
（n＝18）を測定した。データは一元配置分散分析，
Tukeyの HSD検定およびワイブル分析に供した。
結果および考察：B，F，F＋Bおよび F＋C修復のμ‒
TBS値とワイブルパラメーター値は，コントロールの C
修復より有意に大きい値であった。さらに，F＋BとF＋
C修復の接着信頼性・耐久性は，B，Fおよび C修復よ
り優れていた。これは，各材料の基礎的物性が一因と
なっていることが推察できた。また，F＋C修復のμ‒
TBS値とワイブルパラメーター値は，5種修復中で最大
値を示し，最も良好な接着状態と評価できた。
結論：2種材料積層修復は，単一材料積層修復より優れ
た接着信頼性・耐久性を示した。特に，F＋Cによる積
層修復は，量的・質的接着評価において最も優れ，有益
な修復法と推察できた。

P—13
ユニバーサルアドヒーシブの 2 度塗りが初期象牙質
接着強さに及ぼす影響

横山宗典，髙見澤俊樹，崔　慶一，石井　亮，
田村友彦，宮崎真至
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目的：近年，セルフエッチ（SE）システムの使用頻度が
増加している。一方，う蝕による影響を受けた象牙質に
対してはエッチ＆リンス（ER）システムが有効とされて
いるが，2ステップあるいは 3ステップ ERシステムの
象牙質接着性および接着疲労耐久性についての情報は少
ないのが現状である。そこで，異なるタイプの ERシス
テムにおける象牙質接着疲労耐久性について検討を加え
た。
材料と方法：供試した ER接着システムは，3ステップ
の OptiBond FL（OL，Kerr）および Scotchbond Multi‒
Purpose Plus Adhesive（SM，3M Oral Care），2ステッ
プの Single Bond Plus Adhesive（SB，3M Oral Care），
ユニバーサルタイプの Scotchbond Universal Adhesive
（SU，3M Oral Care）を用いた。また，リン酸エッチン
グ材として，Ultra‒Etch（Ultradent）を用いた。接着試
験に際しては，ヒト象牙質を SiC #4000まで研削し，被
着歯面とした。被着歯面に対しリン酸処理後，製造者指
示条件に従い歯面処理を行った。内径 2.36 mm，高さ 2.5 
mmのステンレス型に，コンポジットレジンを塡塞，光
照射を行い，接着試験用試片とした。これら試片を 37℃
精製水中に24時間保管後に剪断接着強さを測定した。接
着疲労強さは，剪断接着強さ試験と同様に試片を製作
し，得られた接着強さの約 50～60％の値の荷重を 20 Hz
の正弦波で繰り返し 50,000回試片に負荷した。また，形
態的な検討を行うため，SEM観察を行った。本研究の実
施にあたっては，本学倫理審査委員会の承認を得ている
（倫許 EP20D007）。
結果および考察：3ステップの ER接着システムは，他
の接着システムに比較して高い象牙質接着疲労強さを示
した。また，SEM観察から，SU接着界面においては樹
脂含浸層直下に高密度な反応層が観察された。
結論：ER接着システムの象牙質接着疲労耐久性および
接着界面の微細構造は，用いるシステムによって異なる
ことが明らかとなった。

目的：近年，歯科用材料に対し審美性の要求が高まって
おり，オールセラミックスによる修復が注目されてい
る。歯科加圧成形用セラミックスのイニシャル LiSiプレ
ス（以下 LSP）は審美性に着目して開発された二ケイ酸
リチウム系の製品である。しかし，歯科用セラミックス
の審美性は口腔内の飲食に伴う酸性環境下に影響される
ことから，耐酸性を明らかにする必要がある。そのため，
本研究は酢酸水溶液への浸漬前後の光沢度減少率および
酸溶解量を測定し，本材料の耐酸性について評価するこ
とを目的とした。
方法：試験材料として LSP，比較材料として製品 Aを用
いた。各試験材料を添付文書に従ってプレス成形し，約
⌀15 mm×0.8 mmの円板状の試験体を作製した。これら
を DP‒ペースト P　1/4μm（Struers）によって両面研磨
を行った。150℃で乾燥した後に，試験体の重量および光
沢度を測定した。4　vol％の酢酸水溶液に 80℃下にて 7日
間浸漬させ，浸漬後の光沢度の減少率および酸溶解量を
評価した（n＝3）。得られた結果は t検定にて統計解析を
行った（p＜0.05）。
結果と考察：酸溶液浸漬後の光沢度評価の結果，7日間
浸漬後の光沢度減少率は LSPが 11.8％，製品Aが 15.8％
となり，製品Aと比較して減少率が有意に小さいことか
ら LSPは光沢度を維持する結果を示した。また，酸溶解
量を評価した結果，LSPが 13.7μg/cm2，製品 Aが 23.0
μg/cm2となり，製品 Aと比較して酸溶解量が有意に少
なかった。これより，LSPは製品Aよりも溶解量が小さ
く，高い耐酸性を有することから光沢度が維持されたと
考えられる。
結論：LSPは製品Aと比較して高い耐酸性を有する製品
であることが示された。すなわち，LSPは口腔内で長期
的に光沢が維持され，審美性に優れる製品であると示唆
される。

P—15
異なるタイプのエッチ＆リンスシステムにおける象
牙質接着疲労耐久性および接着界面の SEM 観察

笠原悠太1），髙見澤俊樹1,2），廣兼榮造1），石井　亮1,2），
宮崎真至1,2）
1）日本大学歯学部　保存学教室　修復学講座
2）日本大学歯学部　総合歯学研究所　生体工学研究部門

P—16
二ケイ酸リチウムプレスセラミックスの耐酸性評価

小野寺瑞穂，村田祐輔，秋山茂範，伏島歩登志
株式会社ジーシー
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目的：未切削エナメル質を被着対象とする臨床場面もあ
ることから，未切削エナメル質への接着性についても検
討が必要とされる。しかし，ユニバーサルアドヒーシブ
の未切削エナメル質に対する接着性についてはいまだ不
明な点が多い。そこで，ユニバーサルアドヒーシブの未
切削エナメル質に対する接着耐久性について検討した。
すなわち，ユニバーサルアドヒーシブを用いて未切削あ
るいは切削エナメル質に対して接着疲労耐久性試験を行
い，接着疲労強さを求めた。
方法：ユニバーサルアドヒーシブとして，Scotchbond 
Universalおよび Clearfil Universal Bond Quickを，対
照として 2ステップセルフエッチング接着システムの
Clearfil Mega Bond 2を用いた。接着疲労試験に際して
は，ヒト抜去下顎前歯（倫許 #2015‒06）を用いた。唇側
エナメル質表面を耐水性研磨紙の #320まで研削を行っ
たものと未切削なエナメル質とを，被着エナメル質面と
した。アドヒーシブの塗布条件としては，エッチ＆リン
スモード（ER）およびセルフエッチングモード（SE）の
2条件とした。試片を製作後，通法に従って剪断接着強
さ（SBS）を求めるとともに，荷重および周波数の変更
が可能な万能試験機から疲労接着耐久性強さ（SFS）を
求めた。
結果と考察：SBSの結果から，SEモードではいずれの
アドヒーシブにおいても未切削エナメル質群は，切削群
に比較して有意に低い接着強さを示した。一方，SFSの
結果からユニバーサルアドヒーシブの ERモードでは，
未切削エナメル群は切削エナメル群に比較して有意に低
い接着疲労強さを示した。
結論：本実験の結果から，リン酸エッチングおよびエナ
メル質表層の切削は，ユニバーサルアドヒーシブのエナ
メル質接着性を向上させることが判明した。

目的：チタニアナノチューブ（TNT）は，従来の酸化チ
タンと同じく紫外光でのみ光触媒反応が起きる。そのた
め，可視光を利用する可視応答型光触媒の研究が盛んに
行われている。そこで，TNTに高感度可視応答性と抗菌
抗ウイルス性を付与し，歯科材料へ展開することを目的
として，本研究では，光還元法により Agナノ粒子を
TNT表面に析出させ，その材料の可視光照射時におけ
る光触媒特性について検討した。
材料と方法：まず，溶液化学法によりTNTを作製した。
その TNTと AgNO3水溶液（125～500μmol）を混合・
攪拌し，犠牲剤となるアルコールを 20 wt％加え，紫外
光（UV）を 3　h照射した。その後，洗浄を繰り返し行
い，試料を回収した。XRD，SEM/STEM観察および
XPSにて構造評価を行い，UV‒Vis拡散反射測定により
光学特性を評価した。そして，光触媒特性は可視光照射
下（＞420 nm）でのローダミン B（RhB）退色試験によ
り評価した。
結果および考察：形態観察では，TNT表面に 2 nmほど
の Agナノ粒子が析出しており，反応時の Ag濃度が高
くなるにつれて析出粒子数も多くなった。XPSの結果か
ら，析出した粒子は金属銀ナノ粒子であることがわかっ
た。また，UV‒Vis拡散反射測定では，担持した Agナ
ノ粒子が局在表面プラズモン共鳴を起こし，紫外域から
可視域まで幅広い吸収がみられた。RhB退色試験では，
RhBの初期分解速度が大きく促進された。これは，Ag
ナノ粒子が可視光を吸収することによる Agから TNT
伝導帯への光誘起電子移動，および Agの強い局在電場
の発生による TNT価電子帯から Agへの界面電荷移動
が起きていることが考えられる。その結果，電子と正孔
の再結合が抑制され，初期分解が促進されたと思われる。
結論：Agナノ粒子を担持させることにより可視光の高
感度化に成功し，可視光照射下において高効率な光触媒
特性を発現させることができた。

P—17
ユニバーサルアドヒーシブのエッチングモードの違
いが未切削エナメル質の接着疲労耐久性に及ぼす影
響

高宮　寛，髙見澤俊樹，嶋谷祐輔，横山宗典，
陸田明智，宮崎真至
日本大学歯学部　保存学教室　修復学講座

P—18
助触媒担持酸化チタン系ナノマテリアルの光触媒特
性

西田尚敬1,2），保尾謙三2），六人部慶彦3），中村隆志4），
山本一世2）
1） 大阪大学産業科学研究所
2）大阪歯科大学　歯科保存学講座
3）むとべデンタルクリニック
4）大手前短期大学　歯科衛生学科
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目的：弊社は，直接充塡用コンポジットレジンとしてグ
レースフィルシリーズを販売しており，このシリーズは
多様な症例に使用可能なだけでなく，優れた研磨性，高
い耐摩耗性を有している。色調ラインナップとして，
VITAシェードに対応したシェードに加え，歯質の色を
反映し幅広く色調がマッチするユニバーサルシェードを
開発した。本研究では，人工歯にⅤ級窩洞を形成し，開
発したユニバーサルシェードを充塡した際の色調適合性
について評価をした。
方法：人工歯にはゼンオパール前歯 AU19（GC）の A1，
A2，A3，A3.5，A4，B1，B2，B3，B4，C1，C2，C3，
C4色を使用し，CRにはグレースフィルローフロー
（GFL，GC）のユニバーサルシェードを使用した。はじ
めに高速分光光度計（CMS‒35FS，村上色彩）を用いて，
窩洞形成前の人工歯を黒色基準板上で測色した（n＝3）。
測色後，歯頸部に ⌀2.5 mm，深さ 0.5 mmのⅤ級窩洞を
形成した。コンポジットプライマー（GC）を用いてボン
ディング操作を行った後，GFLを窩洞に充塡し，G‒ライ
トプリマⅡPlus（GC）を用いて光照射した。光照射後，
表面研磨を行い黒色基準板上で CR充塡部を測色した
（n＝3）。窩洞形成前の人工歯に対する CR充塡後の色差
ΔEabを算出した。
結果と考察：いずれの人工歯の色調に充塡してもΔEabは
0.9～2.5以内の値となった。見た目と色差に関して，
ΔEabの値が 2.7以下であれば目視での区別が難しくほぼ
同等の色調と判断できることから，GFLは良好な色調適
合性を有していることが明らかとなった。
結論：本研究で用いた窩洞サイズにおいては，グレース
フィルローフローのユニバーサルシェードは，A・B・C
色の色調に対するΔEabの値が小さく，高い色調適合性が
あることがわかった。

目的：昨今，単一あるいは少数のシェードで周辺歯質と
色調同化させるユニバーサルシェード・コンポジットレ
ジンが臨床応用されている。本研究の目的は，ユニバー
サルシェード・コンポジットレジンのカメレオン効果に
ついて色彩学的に評価することである。
材料と方法：ユニバーサルシェードとして，オムニクロ
マフロー（OF，トクヤマデンタル），クリアフィルマジェ
スティ ESフロー・Low・Universal（MU，クラレノリ
タケデンタル）およびビューティフィルユニシェード
（BU，松風）を，A3シェード（コントロール）としてエ
ステライトユニバーサルフロー（EU，トクヤマデンタ
ル），クリアフィルマジェスティ ESフロー（MF，クラ
レノリタケデンタル）およびビューティフィルフロープ
ラス X（BF，松風）を使用した。セラミックブロック
（シェード B3と A3）の各側面に椀型窩洞を 2つずつ，
合計 8窩洞を形成した。窩洞面をボンドマーライトレス
（トクヤマデンタル）で接着処理後，B3ブロックにはユ
ニバーサルシェードのレジンのみを，A3ブロックには
すべてのレジンを塡塞，光重合し，24時間水中保管後，
ソフレックスで仕上げ研磨を行った（n＝8）。ビタイー
ジーシェードⅤ（VITA/白水貿易）を用いて試料のレジ
ン塡塞物の中央と塡塞部位以外のセラミックブロック側
面をおのおの測色し，それらの色差値を算出した。
結果と考察：各塡塞物とセラミックブロックの色差値
（平均±SD）は，B3ブロックでは，OF：8.5±1.0，MU：
1.1±0.3，BU：9.9±0.5，A3ブロックでは，OF：6.4±
0.8，MU：3.9±0.4，BU：6.0±0.3，EU：6.3±0.5，MF：
8.1±0.7，BF：9.2±1.1であった。本実験では，MUのカ
メレオン効果が最も優れていた。セラミックブロックの
色調と比較し，OFと BUは赤味がやや強く黄色味が弱
い傾向が，EU，MFおよび BFは赤味がやや弱く黄色味
が強い傾向がみられた。
結論：セラミックブロックに対するユニバーサルシェー
ド・コンポジットレジンのカメレオン効果は，材料に
よって顕著な差が認められた。

P—19
コンポジットレジンのユニバーサルシェードにおけ
る色調適合性の評価

廣原　周，伏島歩登志
株式会社ジーシー

P—20
ユニバーサルシェード・コンポジットレジンのカメ
レオン効果

山口耀平1），新海航一1,2），鈴木雅也1,2），大野　寛1），
髙橋天佑1）
1）日本歯科大学大学院新潟生命歯学研究科　硬組織機能治療学
2）日本歯科大学新潟生命歯学部　歯科保存学第 2講座
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目的：各種コンポジットレジンを，人工歯に形成した規
格窩洞に塡塞した際の，レジン充塡部と窩洞周囲の人工
歯との色調適合性について評価した。
方法：コンポジットレジンとしてオムニクロマ（OC，ト
クヤマデンタル），オムニクロマフロー（OF，トクヤマ
デンタル），クリアフィルマジェスティ ESフロー〈Low〉
Universal（CM，クラレノリタケデンタル）およびビュー
ティフィルユニシェード（BU，松風）を用いた。人工歯
として硬質レジン歯（ゼンオパール AU19，ジーシー）
の上顎中切歯を用いた。シェード A2および A4の人工
歯の唇側面中央付近に，直径 4.0 mm，深さ 1.5あるいは
3.0 mmで，窩縁形態がバットジョイントの規格円形窩
洞を形成した。次いで，窩洞内面をボンドマーライトレ
ス（トクヤマデンタル）を用いて製造者指示条件で処理
した後，各レジンペーストを塡塞，透明シリコンコアを
用いて圧接しながら 30秒間照射した。これらの試片を
37℃の精製水中に24時間保管した後，コンポジットレジ
ンの表面を SiCペーパー#2000を用いて研削したものを
測定用試片とした。色調適合性の評価は，クリスタルア
イ（CE100‒DC/JP，オリンパス）を用い，レジン充塡部
と窩洞周囲の切縁側および歯頸側の人工歯の色調を確認
することでΔE値を算出した。
結果と考察：いずれのシェードの人工歯においても，OC
および OFでは，窩洞深さが 3.0 mmの条件で比較的良
好な色調適合性を示したのに対し，CMおよびBUでは，
窩洞深さが1.5 mmの条件で良好な色調適合性を示した。
これは，各製品が色調適合性を獲得するための製品設計
の違いによるものと考えられた。
結論：コンポジットレジンの色調適合性は，製品によっ
て窩洞深さの影響を受けることが示された。

目的：コンポジットレジンによる審美修復が現在の歯科
治療では多用されているが，周囲歯質の色や口腔内の黒
さが及ぼす影響を考慮することが重要である。そこで本
研究では，トクヤマデンタルが新たに開発した「OCF‒
001」と市販の光重合型コンポジットレジンについて重合
後の色調透過性の比較，背景色が及ぼす影響についての
検討を行った。
材料と方法：試作コンポジットレジン（OCF），OMNI-
CHROMAトクヤマ（OC）と他 8種類のコンポジットレ
ジンディスクを作製した。作製した試料を白と黒背景板
に設置し，一眼レフカメラを用いて撮影を行い撮影の際
は画像補正用カラーチャートを用い撮影条件を規格化し
た。撮影した画像は画像編集・デザインソフト Adobe 
Photoshop®を使用し，各試料の Lab値，色差ΔEを計測
し比較検討を行った（n＝6）。統計学的解析は Games‒
Howell（p＜0.05），t‒Testにより検討した。
結果および考察：OC，OCFは黒・白背景それぞれにお
いてL＊，a＊，b＊値に関して有意差は認められなかった。
色差において白背景時の各試料の色差は OC・OCF間に
有意差は認められず，他の試料の色差と比べて有意な差
が認められた。これは白背景時の L＊，a＊，b＊値におい
て OC，OCFともに L＊値が有意に大きかったことと，
透明性があるため背景色の白色を拾っていると考察され
る。黒・白背景における各種試料の色差値の傾向の違い
については歯冠修復材料が歯の色に調和するように設計
されていること，背景色が黒の場合は光が吸収され，背
景色が白の場合は光の反射が起こり背景色からの光の反
射とコンポジットレジンに配合されるフィラーの独自構
造による光の屈折が OC，OCFの明度（L＊値）へ影響し
たため，黒・白背景間での色差を比較すると白背景の場
合色差が低く出たのだと考えられる。
結論：OCと OCFは，臨床における色調適合性，調和性
があることが示唆された。

P—21
各種コンポジットレジンの色調適合性評価

三枝　眞1），黒川弘康1,2），髙橋奈央1），宮崎真至1,2）
1）日本大学歯学部　保存学教室　修復学講座
2）日本大学歯学部　総合歯学研究所　生体工学研究部門

P—22
試作光重合型コンポジットレジンの色調に背景色が
与える影響について

伊藤誠之1），西谷佳浩1），星加知宏1），梶村幸市2）
1）鹿児島大学大学院医歯学総合研究科　歯科保存学分野
2）ユアーズ歯科　柏クリニック
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目的：近年，分光に由来する発色現象を応用した構造色
コンポジットレジンが開発，市販されている。このコン
ポジットレジンは，成分中に顔料を使用することなく
260 nmの球状フィラーを均一に含有することで周囲歯
質に対して優れた色調適合性を示すとされている。しか
し，構造色コンポジットレジンは，臨床応用されて日も
浅いことから情報が少ないのが現状である。そこで，構
造色コンポジットレジンの機械的性質の把握を曲げ特性
から検討するとともに研磨法の違いが表面性状に及ぼす
影響について表面粗さ，光沢度および表面自由エネル
ギーの測定から検討した。
結果および考察：曲げ強さは，116.6～142.3 MPaの，弾
性係数は，6.8～13.2 GPaの，レジリエンスは，0.77～1.01 
MJ/mm3の値を示し，用いたコンポジットレジンによっ
て曲げ特性は異なった。表面粗さ，光沢度および表面自
由エネルギーを指標としたコンポジットレジンの研磨面
性状は，研磨法の違いによって異なるものであった。特
に，OMにおいてはカーバイドバーとディスク状酸化ア
ルミニウム研磨材の組み合わせによって良好な研磨面性
状が得られた。
結論：本実験の結果から，いずれのコンポジットレジン
においても曲げ特性は異なるとともに，研磨法の違いに
よってその研磨面性状は異なった。

目的：コンポジットレジン（CR）による修復治療におい
ては優れた審美性の実現が要求される。近年の CRにお
いては色調や光透過性・拡散性が制御され，天然歯によ
く適合する製品が多く存在する。一方，CRはセラミッ
クス製品と比較して変色しやすい欠点を有する。特に前
歯欠損の治療に用いられることの多いペーストタイプの
CRにおいては，修復部位の変色は患者満足度の低下の
原因となると考えられる。弊社は，新規ペーストタイプ
の CRである“ジーニアルアコード”を開発した。本発
表では，ジーニアルアコードおよび従来の CRの 9製品
の耐着色性について報告する。
方法：CRを金型（直径 15 mm，厚さ 1 mm）に充塡し，
G‒ライトプリマⅡPlus（ジーシー）により光照射した。
硬化体の表面の未重合層を耐水研磨紙（#1000）により
取り除き試験片とした。試験片の L＊，a＊，b＊を分光測
色計（日本電色）により測定し，浸漬前データとした。
試験片を赤ワインに浸漬し，37℃の恒温槽に 1週間静置
した。浸漬後の試験片の測色データを計測し，浸漬前後
の色差を算出した。得られた結果については，Tukey‒
Kramerの検定（有意水準 5％）により統計解析を行っ
た。
結果と考察：ジーニアルアコードの浸漬前後の色差は
2.7であった。一方，製品A～Gの色差は，いずれも 3.6～
33.4を示し，製品により顕著に異なる結果となった。
ジーニアルアコードはこれらのなかで最も小さい値を示
し，本製品は優れた耐着色性を示した。
結論：ジーニアルアコードは優れた耐着色性を有するこ
とが示された。これにより，修復部位の変色が抑制され，
長期的な審美性の維持が期待できる。

P—23
構造色コンポジットレジンの曲げ特性および研磨面
性状

新井由依子，髙見澤俊樹，柴崎　翔，石井　亮，
黒川弘康，宮崎真至
日本大学歯学部　保存学教室　修復学講座

P—24
ペーストタイプの充塡用コンポジットレジンの耐着
色性の評価

神　聖史，伏島歩登志
株式会社ジーシー
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目的：近年，このコロナ禍においてマスク装着が習慣づ
いた今のうちに前歯部の審美不良を改善したいとの主訴
で来院する患者も少なくない。MIコンセプトに基づい
た接着修復，コンポジットレジン修復，ホワイトニング
を選択したそれぞれの症例について，低侵襲な治療方法
で患者から満足を得た症例について報告する。
治療方針・方法：1．上顎前歯部エナメル質白斑の審美改
善を非切削治療により希望する患者に，resin infiltration 
technique（以下低粘性レジン浸潤法）を選択しアイコン
歯面用を使用した。
2．前歯部色調改善を希望する複数の患者にオパール
エッセンス Boostを用いてオフィスホワイトニングを，
オパールエッセンスを用いてホームホワイトニングを
行った。
3．前歯部の形態・色調改善を希望する患者に，形態・色
調・歯並びの総合的な改善を目指して上顎 6前歯セラ
ミッククラウン治療も視野に入れたが，健全歯質の保存
を優先し保険治療の範囲内で前歯部コンポジットレジン
修復を行った。
結果と考察：1．11，21のエナメル質白斑に低粘性レジ
ン浸潤法を行い，術前および 1週間後の規格化写真を撮
影し審美的改善を確認して終了した。
2‒1．テトラサイクリン変色歯にホームホワイトニン
グ，オフィスホワイトニングを併用して色調改善を確認
して終了した。
2‒2．失活歯を含む前歯部色調不良にホームホワイトニ
ング・ウォーキングブリーチを行い審美的改善を図っ
た。両患者ともに知覚過敏などは発生せず審美改善に十
分な満足を得て治療を終了した。
3．上顎 6前歯に対して保険治療の範囲内で唇側にコン
ポジットレジン修復を行った。オーバーバイトが深く大
規模な形態・歯列の改善はできなかったが，前歯部唇側
面の審美改善に十分な満足を得て治療を終了した。
結論：MIコンセプトに基づき症例によって適切な治療
方法を選択して組み合わせることにより，非切削もしく
は最小限の切削介入で審美性改善が可能であることが示
された。

目的：歯のホワイトニングは広く認知されており，厚労
省の承認を取得したホワイトニング剤も増えてきた。一
方，独自で開発して施術しているクリニックも出てきて
いる。効果の有無以前に，これらの施術は医師の裁量権
に委ねられ，トラブルなどが生じた際は歯科医師側に全
責任が生じる。また，セルフホワイトニングサロンなど
も多く出店されるようになり，過酸化水素を使用しない
システムも出てきている。歯科医院においては認可され
たホワイトニング剤を使用するほうがリスクも低く効果
も安定すると考えられる。われわれは短鎖分割ポリリン
酸（以下 EXP）および網目状立体構造をもつポリリン酸
であるウルトラリン酸（以下 UP）などの着色除去効果
や，過酸化水素や過酸化尿素などとの組み合わせでのホ
ワイトニング効果を発表してきた。今回は EXPおよび
UPを既存の認可されたホワイトニング剤と組み合わせ
ることで，安全かつ効果的なホワイトニング法を試みた
結果良好な結果を得たのでここに報告する。
方法：検体として，褐色鶏卵を用い，松風ハイライト（松
風），TiON（GC），BOOST（ULTRADENT），コント
ロール群とした。試験溶液は，Cont.：超純水（コント
ロール群），Pt‒cos：1/10Pt‒cos水溶液，UP：20 w/v％
ウルトラリン酸 100μl＋Pt‒cos 10μl，EXP：20 w/v％
短鎖ポリリン酸 100μl＋Pt‒cos 10μlを検体に事前塗布
したのちに各種ホワイトニングをし，色差を測定したの
ち，それぞれ評価試験を実施した。
結果と考察：1，2の実験群において，UP, EXPの漂白評
価試験が良好な結果を示し，3の実験群においても漂白
効果の増加が認められた。
結論：本研究により，分割ポリリン酸やウルトラリン酸
を既存のホワイトニング剤を用いた施術前に清掃塗布す
ることで漂白効果を高める可能性が示唆された。これら
はエナメル質のクラック内部にも入り脱灰を防ぎ着色除
去，防止効果もあることからより安全で食事制限が少な
く，効果的なホワイトニング法になると考えられる。

P—25
MI コンセプトに基づき主訴に応じた審美改善を
図った症例

髙木仲人1），髙木　香1），田代浩史2）
1）門前仲町髙木歯科
2）田代歯科医院

P—26
分割ポリリン酸は各種ホワイトニング剤の漂白効果
を高める

小安正洋1,2），川添祐美3,4），寺島実華子2），星野睦代2,5），
山本美穂1），荒畑久美子1），村田愛子1），柴　肇一2,4），
真鍋厚史2）
1）中目黒コヤス歯科
2）昭和大学歯学部　歯科保存学講座　美容歯科学部門
3）昭和大学薬学部　基礎医療薬学講座　毒物学部門
4）リジェンティス株式会社
5）桑鶴歯科医院
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目的：前歯部 CAD/CAM冠が保険適用となり，前歯部
の審美領域で CAD/CAM冠の製作依頼は増えている。
前歯部 CAD/CAMブロックの特徴として，ブロックに
グラデーションを有していることであるが，天然歯のよ
うに複雑な構造を模しているわけではない。そのため，
補綴装置装着時に歯科医師や患者のイメージと異なるこ
とも少なくない。そこで，本実験は各種前歯部 CAD/
CAM冠の色調を測色計で比較検討を行った。
材料と方法：支台築造用のレジン（A2）を前歯部 CAD/
CAM冠に必要な最低厚みに支台歯形成を行い，E2 3D
スキャナー（3Shape）を用いて，支台歯模型を計測し
た。取得したSTLデータから上顎右側中切歯をCADし，
DWX‒52DC（Roland）で加工を行った。ブロックには
A1，A2，A3，A3.5の CAD/CAM冠用材料（カタナア
ベンシア N，クラレノリタケデンタル）（セラスマートレ
イヤー，ジーシー）（KZR‒CAD HRブロック　4　イー
バ，YAMAKIN）（松風ブロック HCハード　AN，松風）
（ブリージョ Smile，デンケン・ハイデンタル）（エステ
ライトレイヤードブロック，トクヤマデンタル）の 6社
を使用した。切削加工後，支台歯模型にトライインペー
ストを用意し，測色計（クリスタルアイ，オリンパス）
で，ライブラリーのシェードガイド（VITA classical，
VITA）を比較対象とし，歯頸部，中央部，切縁部の 3
点を測色した。
結果および考察：色差（ΔE）が 2.0以下の場合，ヒトの
目で色の見分けが難しいとされている。色差（ΔE）2.0
以下を示した部分は，歯頸部で 2点，中央部で 6点，切
縁部で 5点あった。シェード別では A1で 2点，A2で 5
点，A3で 4点，A3.5で 2点あった。本実験では，歯頸
部，中央部，切縁部の 3点すべてにおいて色差（ΔE）2.0
以下を示すブロックはなかった。
結論：ビタクラシカルシェードを使用してシェードテイ
キングを行う場合，歯冠中央部および切縁部の色調を参
考にブロックの選択をすると色差が小さくなる。しか
し，CAD/CAM冠の厚みや支台歯の色の影響を受けや
すいため，注意が必要である。

目的：近年，グラデーションを付与した CAD/CAM用
材料が開発され，審美領域での臨床応用が始まってい
る。臨床において，良好な審美性を有する補綴装置を作
製するためには，同材料と天然歯の透過性や色調が一致
することが必要不可欠である。これまでわれわれは，立
体物の表面全体を測色可能である分光イメージング装置
を用いて，天然歯上顎中切歯の測色を行い，切縁部から
歯頸部における透過性の変化の関数化を行った。本研究
では，L＊a＊b＊値について関数化を行い，色調の変化に
ついて解析を行った。
方法：上顎右側中切歯に歯科治療歴，カリエス，および
着色のない成人 35名（平均年齢 24.7±2.1歳）を被験者
とした。分光イメージング装置（オフィス・カラーサイ
エンス，熊本）で測色し，歯頸部から切縁部にかけた 30
点の L＊a＊b＊値を算出した。L＊値，a＊値，b＊値おのお
のについて，一次関数，二次関数，三次関数，指数関数
および対数関数を近似した。そして，各関数について残
差平方和を算出し，関数の適合性を評価した。なお本研
究は，大阪大学大学院歯学研究科・歯学部および歯学部
附属病院倫理審査委員会の承認（承認番号：H30‒E6）を
得て行った。
結果と考察：L＊値と b＊値は，全被験者で三次関数が最
も適合していた。a＊値では，三次関数が最も適合してい
た被験者が29名，指数関数が最も適合していた被験者が
6名であった。本実験結果より，歯冠部では，歯頸部か
ら切縁部にかけて，直線的に明度や色調は変化していな
いものと考えられた。
結論：本研究により，上顎中切歯の歯頸部から切縁部に
かけた色調変化を数理的に解析することができた。本研
究結果は，天然歯における色調変化の評価や天然歯に近
似したグラデーションを有するCAD/CAM用ブロック，
ディスクの開発に有用であるものと考えられた。

P—27
各種前歯部 CAD／CAM 冠の色調に関する研究：ビタ
クラシカルシェードガイドとの色差

賀美　敬1），地家隆晴1），中原奨大1），西山貴浩2）
1）和田精密歯研株式会社　徳山センター
2）和田精密歯研株式会社　インプラント・矯正事業部

P—28
天然歯の歯頸部から切縁部にかけた透過性および色
調の変化の発現に関する多面的解析―色調に関する
評価―

並河雅也1），若林一道1），大住雅之2），田中美裕1），
王　展越1），姫　芳芳1），田宮紳吾1），工藤博貴1），
西山貴浩1），中村隆志3），石垣尚一1）
1） 大阪大学大学院歯学研究科　顎口腔機能再建学講座　クラウンブ
リッジ補綴学分野
2）オフィス・カラーサイエンス
3）大手前短期大学　歯科衛生学科
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目的：試作したポリリン酸含有歯磨剤が，ホワイトニン
グ後の色調安定性とエナメル質に及ぼす影響について，
ヒト抜去歯を用いて評価した（承認番号 SUDH0073）。
材料と方法：ヒト抜去歯にティオンオフィス（GC）を用
いてホワイトニングを行った後，ビタイージーシェード
V（VITA）で CIE L＊a＊b＊表色系により測色した。抜去
歯は 37℃の人工唾液中に保管し，1日 15分間，赤ワイン
に浸漬した。ブラッシングは電動歯ブラシ（PHILIPS）
を用いて朝と夕に 1日 2回，100 gfの荷重下で 10秒間行
い，その後 30秒間水洗した。歯磨剤は，試作歯磨剤
（NBW），COLGATE OPTIC WHITE（COL，Colgate‒
Palmolive），アクアフレッシュプロテクト＆ホワイト
（AQU，GlaxoSmithKline）の 3条件に加え，歯磨剤を用
いない群（CNT）の計 4条件とした（n＝5）。測色は 1，
2，3，7および 30日後に行い色差（ΔE＊）を算出した。
また，試験前後の算術平均粗さ（Ra）について，形状測
定機（KEYENCE）を用いて比較した（n＝5）。得られ
た測定値は一元配置分散分析の後に Tukey’s multiple 
comparison testを用いて，有意水準 0.05の条件で統計
学的分析を行った。また，各歯磨剤について，15％ポリ
アクリルアミド電気泳動を用いてポリリン酸の鎖長を確
認した。さらに，試験後のエナメル質表面を走査型電子
顕微鏡（SEM）にて観察した。
結果および考察：7および 30日後のΔE＊でCNTとAQU
が NBWと COLに比較して有意に高いΔE＊を認めた。
30日後における Raは，COLが他の条件と比較して有意
に高い値を示した。SEM観察では COLでエナメル質表
面に多くの細かい傷が認められた。電気泳動の結果よ
り，NBWには鎖長 6～15程度のポリリン酸が配合して
いるが，AQUのポリリン酸の鎖長は 3程度であった。
また，COLにポリリン酸は配合されていなかった。ポリ
リン酸は着色除去効果があるとされているが，本研究で
は鎖長 6以上のポリリン酸が有効であると推察された。
結論：ポリリン酸含有試作歯磨剤はホワイトニング後に
おける高い色調安定性が認められた。また，エナメル質
に対して低侵襲であることが示唆された。

目的：近年，患者の歯科審美に対する関心や需要は高ま
る一方である。それに伴い歯科衛生士も歯科審美に携わ
る機会が増加している。本発表は今後の歯科業界を担う
歯科衛生士学科生を対象に歯科審美に関する意識調査を
実施し，若干の知見を得られたので報告を行う。
方法：日本医歯薬専門学校歯科衛生士学科2021年度昼間
部 3年生と夜間部 1～3年生の同意者 264名（18～50歳）
を対象に歯科審美の認知・学習意欲・関心の深さや自分
の口腔について意識調査を実施した。
結果および考察：審美歯科治療 8項目を提示，歯科審美
だと思う項目を複数選択させ認知度を調査したところ回
答は「ホワイトニング」99.2％，「矯正」77.7％，「PTC」
50％，「欠損補綴」46.2％，「歯冠修復」43.9％，「保存修
復」26.9％，「MFT」8％，「歯周治療」7.2％であった。
また歯科審美に対する学習意欲を調査した。回答は「学
びたい」95.1％，「学びたくない」4.5％，無回答 0.4％で
あった。「学びたい」と回答した 251名に学びたい項目を
調査したところ「ホワイトニング」88.4％，「矯正」51.8％，
「PTC」34.3％，「欠損補綴」26.7％，「歯冠修復」22.3％，
「保存修復」15.1％，「MFT」11.6％，「歯周治療」10.8％
であった。さらに専門学校卒業後，歯科審美に関わる仕
事をしたいか調査した。回答は「関わりたい」70.5％，
「関わりたくない」26.9％，無回答 2.7％であった。「関わ
りたい」と回答した 186名に関わりたい項目を調査した
ところ「ホワイトニング」80.6％，「矯正」44.6％，「PTC」
37.6％，「欠損補綴」16.7％，「歯周治療」11.8％，「歯冠
修復」11.3％，「保存修復」9.7％，「MFT」7.0％であっ
た。また「認知度と学習意欲」「認知度と卒後希望」「学
習意欲と卒後希望」を比較したところ，すべて強い正の
相関を示した。
結論：歯科衛生士学科生は審美歯科治療の理解度の高ま
りに伴い，学習意欲も向上した。正しい歯科審美学を伝
える意義のある授業とするためには関心をもちやすく理
解しやすい講義を行う必要性が示唆された。

P—29
ポリリン酸含有試作歯磨剤がホワイトニング後の色
調安定性に及ぼす影響

菅井琳太朗1），小林幹宏1），新妻由衣子1），山口麻衣1），
荻野玲奈2），柴　肇一1,3），川添佑美3），谷本広志4），
真鍋厚史1），北原信也1）
1）昭和大学歯学部　歯科保存学講座　美容歯科学部門
2）昭和大学歯学部　歯科保存学講座　歯科理工学部門
3）リジェンティス株式会社
4）株式会社センス・イット・スマート

P—30
歯科衛生士学科生を対象にした歯科審美に関する意
識調査

植松裕美1,2），北　大樹1,3），中西生美1,3），河合貴俊1,3），
高柳雅文3），石川明子4）
1）日本歯科大学附属病院　ホワイトニング外来
2）日本歯科大学附属病院　歯科衛生士室
3）日本歯科大学附属病院　総合診療科
4）日本歯科大学　生命歯学部　接着歯科学講座
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目的：われわれは先行研究にて，真顔，微笑顔，笑顔の
顔画像から受ける印象を調査した。その結果，歯の露出
のない真顔や微笑顔と比較して，歯の露出した笑顔にお
いてポジティブな印象が得られることを報告した。しか
し，顔画像のどの部位を見てポジティブな印象が得られ
たのかは明らかでない。そこで本研究では，強度の異な
る笑顔のどこを見てポジティブな印象を得たのかをアイ
トラッキングすることによって明らかにすることを目的
とした。
材料と方法：アイトラッキングに用いた刺激画像は，成
人男性および成人女性それぞれ 10名の歯の露出のない
真顔，微笑顔および歯の露出のある笑顔の顔写真から合
成したそれぞれの平均顔とした。被験者は歯学部学生 60
名（男性 23名，女性 37名，平均年齢 22.6±2.3歳）とし
た。そのうち 30名には男性平均顔画像を，別の 30名に
は女性平均顔を見せ，アイトラッカー（Tobii X2‒30，
Tobii Technology Japan）にて目，鼻および口における
注視停留時間を計測した。計測は20項目の形容詞対によ
る印象評価中に行った。次に，各計測部位における注視
停留時間を刺激画像間で比較した（大阪歯科大学医の倫
理委員会　承認番号第 110986号）。
結果および考察：男性および女性の刺激画像いずれにお
いても，目および鼻での笑顔の強度による注視停留時間
に大きな変化は認められなかった。一方，口において歯
の露出のある笑顔で注視停留時間が有意に長くなった。
これは，被験者が歯に興味を示したためであると考えら
れる。
結論：以上のことから，ヒトは歯の露出のある笑顔の口
元からポジティブな印象を受けることが明らかとなった。

目的：近年，ジルコニアの透光性の向上により審美性に
優れた修復が可能となったが，支台歯色が補綴装置に反
映されるため，色調選択への影響が懸念されている。高
透光性マルチレイヤージルコニアクラウンについて，支
台歯色の違いがクラウン装着時の色調に及ぼす影響を検
討することを目的とした。
方法：上顎左側中切歯の支台歯形成模型歯（A55A‒211，
ニッシン）を印象採得後，支台歯再現用ワックス（ダイ
カラーワックス，デンティン，レジンコア，松風）およ
び支台歯模型用スペーサー（ナイスフィット，ゴールド，
松風）を用いて色調の異なる 3種類の支台歯を製作した。
クラウンの製作には，高透光性マルチレイヤージルコニ
アディスク（ZRルーセントスープラ，A2，A3，松風）
を使用した。クラウンを支台歯に装着し，歯科用分光光
度計（Crystaleye，オリンパス）を用いて，唇面の歯頸
部（C），中央部（B），切縁部（I）を測色した。基準色
として A2，A3のジルコニアディスクを測色し，クラウ
ン装着時との色差（ΔE）を算出した。統計解析は一元配
置分散分析および多重比較検定を行った。
結果と考察：A2のクラウンと基準色とのΔE（C，B，I）
は，デンティン（2.17，2.06，1.93），レジンコア（1.76，
2.01，1.68），ゴールド（5.04，6.83，5.28）であった。同
様に A3では，デンティン（1.43，2.27，2.51），レジンコ
ア（1.55，3.15，2.79），ゴールド（4.89，7.55，6.39）で
あった。統計解析の結果，A2およびA3ともに支台歯が
ゴールドの場合，デンティンおよびレジンコアに対して
有意差が認められた（p＜0.05）。
結論：高透光性マルチレイヤージルコニアクラウンの色
調は，支台歯色がゴールドの場合，装着時と基準値との
ΔEが大きく，再現性が低くなった。

P—31
笑顔の強度が顔における注視停留時間に及ぼす影響

糸田理沙，鳥井克典，山本真由，田中順子，
柏木宏介
大阪歯科大学　有歯補綴咬合学講座

P—32
高透光性マルチレイヤージルコニアクラウンの色調
評価―支台歯色の影響―

塚田翔平，三浦賞子，藤田崇史，藤澤政紀
明海大学歯学部　機能保存回復学講座　クラウンブリッジ補綴学分
野
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目的：歯科審美の達成には，顔貌との調和が重要であり，
総合的な分析・評価が求められる。特に前歯部において
は口唇の影響もあり，頭位によって見え方が異なること
が予想される。そこで本研究では，フランクフルト平面
（FH）と Camper平面（CP）を水平基準面とした頭位お
よび自然頭位（NHP）における女性のスマイル時の上顎
前歯部の露出度を比較することを目的とした。
材料と方法：被験者は健常有歯顎者の女性で，Angle Ⅰ
級咬合関係を有し，上顎前歯部が天然歯である 10名（平
均年齢 28±1.3歳）とした。被験者の前歯が露出する自
然なスマイル時の顔貌と，NHP検出装置（プレーンファ
インダー，Zirkonzahn）を使用した NHPをフェイスス
キャナー（フェイスハンター，Zirkonzahn）で撮影し
た。上下顎歯列と咬頭嵌合位を口腔内スキャナー（iTero 
Element 5D，Align Technology）にて光学印象した。
CADソフトウェア（Zirkonzahn. CAD/CAMシステム，
Zirkonzahn）を用いて顔貌と歯列データを統合し，頭位
をFH，CP，NHPに位置づけた。画像処理ソフト（Adobe 
Photoshop ver.　12.0，Adobe）を用いて，上顎前歯部の
臨床的歯冠面積に対する露出歯冠面積のピクセル数の占
める割合から露出度を算出し，各頭位間で比較した。統
計解析は Friedman検定を行い，有意差を認めた場合，
Dunn検定にて多重比較を行った。統計学的有意水準は
0.05とした（大阪歯科大学医の倫理委員会承認番号第
111154号）。
結果および考察：頭位の違いによって上顎前歯部の露出
度は異なった（χ2r＝19.538，p＜0.001，標本効果量W＝
0.9769）。露出度（中央値）は FH（50.9％），NHP（60.1％），
CP（69.4％）の順に大きくなった（p＜0.05）。
結論：頭位によって，歯の見え方が異なることが明らか
となった。臨床において上顎前歯部の審美性を分析・評
価する際には頭位を規定する必要性が示唆された。

目的：審美歯冠補綴装置装着時，装着材料の重合が促進
するために光照射を行うが，実際の臨床においては咬頭
頂と咬合面部の溝では厚みも異なり，加えて隣接面では
十分な光は到達していない可能性が高い。しかし，クラ
ウン内面に光がどのように到達し，どのような強度であ
るかを解析した研究はこれまで行われていない。そこで
本研究では，各種セラミックスやレジンを用いた審美補
綴歯科治療において，光照射時の光の振る舞いをシミュ
レーション解析することで，より確実な光照射を実施す
るための知見を得ることを目的とし，今回，各種審美歯
冠修復材料の光照射時の光の透過性について計測を行っ
た。
材料と方法：CAD/CAM冠用レジン（SHOFU DISK A2‒
LT，松風，以下 HC），二ケイ酸リチウムガラスセラミッ
クス（Rosetta SM A1‒HT，HASS，以下 RO），ジルコ
ニア（KZR‒CAD Zr DISC SHT‒A2 YAMAKIN，以下
ZI）を用いて，厚み 1.0，1.5，2.0 mmの試料を各 5枚作
製した。そして，2種類の LED光照射器（PENCURE 
2000，モリタ；MINILED，カボデンタルシステムズ）を
用いて光照射した際の，各試料を通過する放射照度を計
測した。
結果および考察：PENCURE 2000とMINILEDの両方に
おいて，試料の厚さが増加するに従い，試料を通過する
放射照度が減少した。照射距離が長くなると，同じ厚さ
でも試料を通過する放射照度が減少した。MINILEDと
PENCURE 2000では，PENCURE 2000のほうが，試料
までの距離が増加しても，放射照度の減弱は小さかっ
た。同じ厚さの場合，RO，HC，ZIの順で放射照度は減
少した。
結論：補綴装置装着時の光照射において，補綴装置内面
の光量は，材料の種類や厚み，照射器との距離に影響を
受けることが示された。

P—33
頭位の違いが女性におけるスマイル時の上顎前歯部
の露出度に及ぼす影響

篠﨑百合絵，鳥井克典，糸田昌平，山本真由，
佐藤正樹，田中順子，柏木宏介
大阪歯科大学　有歯補綴咬合学講座

P—34
メタルフリーレストレーション装着時の光照射に関
する光学シミュレーション解析―各種審美歯冠修復
材料の光照射時の光の透過性―

姫　芳芳1），若林一道1），西山貴浩1），工藤博貴1），
田宮紳吾1），王　展越1），並河雅也1），田中美裕1），
中村隆志2），石垣尚一1）
1） 大阪大学大学院歯学研究科　顎口腔機能再建学講座　クラウンブ
リッジ補綴学分野
2）大手前短期大学　歯科衛生学科
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目的：近年，歯科の審美修復材料であるジルコニアは，
製品開発が進み高透光性タイプやマルチレイヤータイプ
などが主流であり，陶材前装を必要としないモノリシッ
クジルコニアを用いてクラウン・ブリッジを製作する症
例が非常に多くなった。切削加工された半焼結体のジル
コニアは高温で焼成する必要があり，その工程が焼成後
の物性に大きく影響すると考える。今回は，焼成スケ
ジュールの温度が，焼成後のジルコニアの色調に及ぼす
影響について比較検証した。
材料と方法：試料は，松風ディスク ZRルーセント FA，
色調 5 Lライトを用い，最終焼成後 10×7×2 mmの板状
になるように 3種の検証を行うため各 10枚 CAD/CAM
により製作した。焼成スケジュールの最終焼成温度は
1,350℃，1,450℃，1,550℃に設定し，測色には分光色彩
計（SE7700，日本電色工業）を使用，各試料を標準白色
板上に置き切端部，中央部，歯頸部の測色を行う。表色
には CIE L＊a＊b＊表色系を用い，統計方法は Tukey‒
Kramer法によって多重比較検定による検証で評価した。
結果および考察：a＊値は，切端部と中央部において
1,350℃が 1,450℃と 1,550℃に対して有意差が認められ，
歯頸部ではすべての焼成温度間で有意差が認められた。
b＊値は，すべての部位や焼成温度間において有意差が認
められた。L＊値もすべての部位や焼成温度間において
有意差が認められた。焼成スケジュールの温度はジルコ
ニアの色調に影響があり，焼成温度を調整することによ
り色調の調整が可能であることが示された。
結論：マルチレイヤージルコニアは，デザインする部位
の違いや焼成温度の調整によって色調の調整が可能であ
ることが示唆された。今回は色調についての検証を行っ
たが，強度や収縮率などの物性に及ぼす影響も考えら
れ，臨床で応用するためにはその検証が今後必要である。

症例の概要：上顎半側切除により生じた顔貌の陥凹およ
び鼻腔との交通を，レジン床顎義歯を使用し審美改善を
図った症例について報告した。
治療方針：患者は 40代女性。2020年 12月，東京大学医
学部顎口腔外科にて上顎右側良性腫瘍（エナメル上皮腫）
の診断を受け，東京医科歯科大学歯学部附属病院顎義歯
外来に術後即時顎補綴装置（Immediate surgical obtura-
tor：ISO）および顎義歯の作製を目的として紹介来院し
た。
治療経過：2021年 1月，右側 1～7および上顎骨半側切
除後 ISOを装着，退院後は当外来にて調整を繰り返しな
がら機能回復を行った。欠損部位の安定が得られた後，
通法に従いレジン床にて顎義歯を装着した。残存歯がす
べて天然歯であったため，極力歯を削合しない設計での
適用を試みた。
考察：顎欠損に後遺した顕著な咀嚼・嚥下・発音機能障
害を回復させるために顎義歯は有用であるが，支持領域
を大きく喪失する顎欠損症例では，顎義歯の沈下および
回転が生じる。この点を軽減させるために，維持および
把持の向上を目的とし維持装置や把持装置を付与する
が，これらは整容性の問題をもたらす。本症例において
顔貌の陥凹回復および左上 1ワイヤークラスプの形態に
ついては十分な患者満足度が得られたが，左上 3，4，6，
7のキャストクラスプに関しては今後検討しなければな
らない課題である。顎顔面領域の腫瘍摘出は顎骨の発生
機序からも半側切除になることが多く，維持装置が前方
に来る。術後の Quality of Lifeに鑑みると，口腔の機能
回復だけでなく，整容性についても熟慮する必要があ
る。特に比較的若い年齢で欠損を生じたケースでは社会
活動にも多大な影響を与えることが考えられ，欠損補綴
のデザイン，材料についても患者心理に寄り添った選択
をすべきであると考えた。

P—35
焼成温度がジルコニアの色調に及ぼす影響について

岡田智弘1），清水裕次2）
1）株式会社シケン
2）四国通建株式会社

P—36
上顎欠損に対してレジン床義歯により審美改善を
図った症例

照山裕子1），沖　巴奈2），隅田由香1）
1）東京医科歯科大学（TMDU）顎顔面補綴学分野
2）静岡県立がんセンター　歯科口腔外科
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目的：上顎前歯部の保存不可能な歯を抜歯後，周囲組織
の喪失とそれに伴う審美的な問題を見込んで歯槽堤保存
術を施しセラミックブリッジを装着した後，周囲組織に
安定した長期経過を認められた 1症例を報告する。
症例の概要：患者は 55歳，女性，「前歯がぐらついて咬
めない」との主訴で来院。全身状態良好，非喫煙者，顎
関節機能異常はなく歯周組織検査結果も良好，特記すべ
き口腔悪習癖はなかった。欠損補綴について十分説明し
た結果セラミックブリッジを希望され LOTを含めてイ
ンフォームドコンセントを得たため支台歯の移動後上顎
中切歯の抜歯と同時に歯槽堤保存術を行い周囲組織の治
癒後セラミックブリッジにて補綴装置を装着した。
経過：歯周組織検査は正常値を保ち，周囲組織にも問題
がなくセラミックブリッジを装着して現在 10年経過し
良好な経過を辿っている。
結論：抜歯後の前歯部の薄い唇側骨は喪失することが想
定される。ブリッジによる補綴手段において周囲組織の
喪失とそれに伴う審美性の問題は，補綴形態の工夫や周
囲組織の維持や増生で審美性を獲得することができる。
それには軟組織の厚みや硬組織欠損の程度を考慮するこ
とが重要であり，それにより審美性ならびに長期安定性
を得られると考える。

症例の概要：33歳女性，#21歯頸部での歯冠横破折。問
題点：①歯頸ライン付近での横破折，② #21の歯根の黒
さが歯肉を通してやや透けている。
治療方針：前医より #21抜歯してブリッジまたはインプ
ラントへとの治療計画の提案を受けるも患者は，セカン
ドオピニオンを求め当院へ来院。当院では，他の方法と
して，矯正治療により，挺出をさせ補綴する方法と B.　O.　
P.　T. による治療を提案。角化歯肉の幅，ポケットの条件
が B.　O.　P.　T. の基準に合致しており，B.　O.　P.　T. による
治療を選択。
治療経過・治療成績：歯内療法，支台築造後，B.　O.　P.　T. 
コンセプトによる支台歯形成，プロビジョナルの調整に
より，周囲歯肉の厚みが増し，歯肉形態が整った。#21
の歯根の黒さが透けている問題も解決，十分な審美的な
結果が得られた。
考察：プロビジョナル，補綴物の辺縁形態に沿って歯肉
形態が整ったことから治療の長期的な安定も見込めると
考える。B.　O.　P.　T. はその英語の略称から，日本ではプ
レパレーションテクニック（技術）と誤解されやすいが，
その世界的権威 Ignazio Loi先生も常々いっているよう
に支台歯形成の技術ではない。本ケースにおいても，プ
ロビジョナルのサービカルカントゥアの凸面の豊隆をコ
ンセプトどおりに丁寧に調整をし，歯肉を誘導し厚みも
増したからこそ，歯根の黒さが歯肉に透けていた問題を
解決，左右の対称性も確保できた。B.　O.　P.　T. コンセプ
トにおいて十分なプロビジョナルの調整なしにバーティ
カルプレパレーションをして補綴をしてしまうと，歯冠
側方向への歯肉の伸展が一時的にあっても，歯肉は薄
く，毛細血管の発育もあまりないため，予後は不安定に
なり，歯肉退縮を起こしかねないと考える。
結論：審美治療において，その治療結果が長期にわたっ
て安定するためには，周囲歯肉の安定は不可欠な要素で
ある。歯周外科手術を伴わず歯肉を整え，補綴物のサー
ビカルカントゥアの凸面で歯肉を下支えする B.　O.　P.　T. 
は，本症例も含め，今後ますます大きな意味をもつ治療
法と考えられる。

P—37
オールセラミックブリッジと歯槽堤増大術により審
美的改善を行った一症例

池岡　岳
いけおか歯科医院

P—38
B.　O.　P.　T. コンセプト症例報告①　前歯部天然歯審
美症例

鈴木久史1,2,3）
1）鈴木歯科医院
2）B.　O.　P.　T. JAPAN®
3）B.　O.　P.　T. international OFFICIAL group
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症例の概要：52歳女性，転倒して前歯部強打し #11歯根
縦破折，#21，#22，#12動揺。
治療方針：歯牙固定処置後，#11は保存不可能，他は保
存可能と診断，#11は抜歯後インプラント，他は保存し
て補綴を提案。①隣接歯との調和，審美性の確保。②ブ
ラッシングのしやすさ，インプラント周囲炎の予防を考
え，インプラント上部構造物の周囲歯肉の厚みを確保
し，歯肉形態を整える。③パピーラ（歯間乳頭部）の後
退の回避。④軟組織移植などの外科処置の回避。天然歯，
インプラントと調和のとれた補綴のために，B.　O.　P.　T. 
コンセプトによる同一コンセプトでの治療を選択。
治療経過・治療成績：PRAMAインプラントの使用によ
る周囲歯肉厚の確保。B.　O.　P.　T. コンセプトでのプロビ
ジョナルの調整によりインプラント周囲のみならず，
#21，#22，#12の周囲歯肉のコントロールができた。ま
た同コンセプトによる補綴物により，歯間乳頭部，歯頸
ライン，歯肉厚がトータルで改善し長期安定が見込める
審美的な補綴を行うことができた。
考察：B.　O.　P.　T. コンセプトによるインプラント治療で
は，PRAMAインプラントの使用とその手術の術式，プ
ロビジョナルの調整によって周囲歯肉の厚み，形態を作
ることができ，審美性だけでなく周囲歯肉の厚みの増加
と密着度によってインプラント周囲炎の予防にも寄与で
きる治療が行える。本コンセプトでは，技工士はセット
後の歯肉の変化を予測した B.　O.　P.　T. コンセプトに沿っ
た補綴物の設計，製作をする必要がある。その歯肉の変
化は歯科医師のプロビジョナル調整によって誘導された
歯肉の反応，変化から予測する。したがって歯科医師，
技工士双方の十分なコンセプトの理解，術式の理解が必
要である。
結論：本コンセプトでのインプラント，隣接天然歯の治
療は，審美的な調和の取れた補綴が可能であり，上部構
造物，補綴物の装着後も周囲歯肉が補綴物に寄り添う形
で厚みを増し安定する，長期安定の見込める治療である。

症例の概要：昨今の歯科業界にはデジタル化の波が押し
寄せている。イントラオーラルスキャナーの普及により
欠損部の光学印象を行うことが可能になった。しかし，
義歯作製の場合は光学印象を用いたとしても，3Dプリ
ンターによる樹脂模型と義歯床用樹脂が接着してしまう
ため，複印象により石膏模型を作製し，その石膏模型上
で義歯を作製する必要があった。今回，石膏模型を使用
せずにノンメタルクラスプデンチャーを作製したので，
その症例を供覧する。患者は 43歳，男性。食べ物が嚙み
にくいことが主訴で当院初診となった。
治療方針：15，17はインプラントで治療することとし
た。24，25，26もインプラント治療を希望したが歯槽骨
高径が十分でなく，上顎洞粘膜の肥厚を認めたため，上
顎洞底挙上術に先立って上顎洞の正常化が必要と判断し
た。しかし，上顎洞に対する耳鼻科的加療は希望しな
かったため，インプラント治療は行わず，ノンメタルク
ラスプデンチャーによる治療を行うこととした。
治療経過・治療成績：イントラオーラルスキャナーを用
いて光学印象採得および咬合採得を行った。3Dプリン
ターを用いて樹脂製口腔模型を作製し，その口腔模型上
で通法に従いノンメタルクラスプデンチャーを作製した。
考察：アルジネート印象を行い，石膏模型上で通法に従
いノンメタルクラスプデンチャーを別途作製したが，光
学印象によるものとアルジネート印象によるものとでは
患者による装着感および使用感に差はなかった。
結論：イントラオーラルスキャナーを用いて石膏模型を
使用せずにノンメタルクラスプデンチャーを作製するこ
とができる。

P—39
B.　O.　P.　T. コンセプト症例報告②　前歯部インプラ
ント複合症例

鈴木久史1,2,3）
1）鈴木歯科医院
2）B.　O.　P.　T. JAPAN®
3）B.　O.　P.　T. international OFFICIAL group

P—40
石膏模型を使用せずにノンメタルクラスプデン
チャーを作製した症例

遠藤眞次，宮坂　睦，劉　桂陽
いせさき西部モール歯科
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症例の概要：硬質スプリントを用いて，前歯部の補綴物
の脱離や破折などによる審美性の回復と，臼歯部欠損の
咀嚼機能を早期に回復させつつ最終補綴にもっていった
症例を報告する。
治療方針：他院で装着した上顎前歯ジャケット冠の破
折，脱離を主訴に来院した 75歳女性。臼歯部にも欠損，
残根状態の部位もあり，臼歯部での咬合崩壊，咬合低位
による前歯の突き上げが前歯補綴の破折に繋がっている
と考え，前歯の審美回復と咬合機能回復のため，まず，
スプリントデンチャー®（以後 SD）を上下に暫間義歯と
して装着した。また，ブリッジの歯台になっている歯は
歯根破折しており，ブリッジを除去すると同時に SDに
レジンを充塡することで審美性と咀嚼機能を維持しなが
ら，治療を進めていった。また，患者は，義歯未経験者
であり，義歯の装着感に抵抗感，不安感があったが，SD
の厚み（1.5 mm）が薄いことや，ノンクラスプだという
ことで，比較的早期に SDに慣れ，咀嚼機能を維持しな
がら，咬合関係を改良し，予後不良残存歯の抜歯や治療
を進めることができた。最終補綴物は，上顎前歯部はジ
ルコニアブリッジ，義歯の鉤歯となる歯には，レスト座
を付与したメタルボンド，義歯は，SDと厚みが相違な
いようにチタン床を，SDでの咬合関係を参考に，最終
義歯とした。
結果と考察：SDを使用することで，早期に審美性を回
復できたこと，また，患者が不安に思っていた義歯の違
和感もほとんど感じることなく咀嚼機能を回復できたこ
とは，患者と術者双方にとって大きなメリットとなっ
た。義歯を外すことにより，前歯部の突き上げが強く
バーティカルストップが失われるので，夜間の就寝時も
装着するように指導した。
結論：SDは，審美性の回復，咬合関係の確立を簡便に
でき，また義歯への抵抗感のある症例でも比較的違和感
なく装着でき，いろいろな問題が早期に解決する非常に
便利なものである。また，暫間義歯として使用しながら，
治療方針を定めていくこともできるので，今後もさまざ
まな症例に活用していきたい。

目的：口腔内が大きく崩壊してしまっている患者は，抜
歯しなくてはならない歯や根幹治療の必要のある歯が多
数で，保存できるかどうかを根管治療や歯周治療を進め
ながら判断する場合がある。まず仮義歯として院内にて
バキュームフォーマーで硬質スプリントを用いて作るス
プリントデンチャー®を作り咬合を回復させて治療を進
めることにより，結果的に審美も回復できて患者自身が
精神的にも前向きになり，その後の治療方針にも同意を
得られて最終的に金属床で補綴を行った症例を報告する。
症例の概要：患者：女性 50歳，3か所の歯科医院に来院
したがすべて治療を断られ大学病院を勧められていた。
精神的にもダメージを受け意気消沈で当院に来院した。
前歯の 6本ブリッジが脱離，う蝕と歯周病が進行し，要
抜歯の歯も多数ある。1986年頃には埋伏歯が炎症を起こ
し入院，その後は根管治療が痛かったなど歯科に対して
恐怖感が強くなり来院できなくなった。最初に現状のま
まスプリントデンチャー®を上下にセットして咬合と審
美を回復させた。現状の回復を確認した患者から信頼を
得られたため，抜歯などの治療方針に同意が得られた。
スプリントデンチャー®（以降 SDと省略）を使いながら
増歯や根管治療を行い，歯科衛生士と一緒に歯周治療も
行った。SDを使用しながら患者に最適な咬合高径，咬
合平面を決定した。磁性アタッチメントを数本装着，そ
の他の歯は根面 CRにて修復し，2度目の仮義歯を作っ
た。2度目の仮義歯で咬合高径や審美性など最終の金属
床義歯の形態を決定していき，仮義歯を用いて咬座印
象，院内でマウント，仮義歯の模型と印象模型をクロス
マウントができるように咬合器に装着した。技工所で最
終上下金属床義歯を完成させた。
結果と考察：完成した金属床義歯をしばらく使って義歯
が馴染んでから磁性アタッチメントを義歯に埋入した。
患者は治療の経過とともに自信を取り戻していき，以前
に習っていた太極拳の指導者の勉強を始めると話した。
咬合と審美の回復が得られたことが精神に良い影響が大
きいと思われた。
結論：治療の第一ステップに SDを用いることにより，
早期に咬合と審美を回復させることができた。そのまま
治療用義歯として増歯や咬合面を修正して，欠損部にリ
ベース材を用いて義歯の粘膜面を合わせることも比較的
容易にできた。難症例の場合，2度仮義歯を作ることが
あるが，咬合や審美の補綴難症例の場合には最初に SD
を用いて治療を開始していくのは最適であるといえる。

P—41
スプリントデンチャー® を移行義歯として用いた欠
損補綴症例

武市えり子1），古谷彰伸2,3），石田裕美4）
1）医療法人社団ミューズガーデン　みやま歯科医院
2）勝田台フルヤ歯科
3）昭和大学歯学部　歯科補綴学講座
4）ひろみ歯科医院　京王仙川

P—42
難症例にスプリントデンチャー® を用いて咬合の安
定と審美を回復することができた一症例

石田裕美1），笹木孝夫2），前島健吾3），坪田健嗣4），
三宮恵子5），武市えり子6），古谷彰伸7）
1）ひろみ歯科医院　京王仙川，2）デンタルオフィスささき，3）前島歯
科医院　飯田橋デンタルケアオフィス，4）赤坂フォーラムデンタル
クリニック，5）日本橋三宮デンタルケアクリニック 99，6）みやま歯
科医院，7）勝田台フルヤ歯科
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目的：不適合義歯，残存歯のう蝕や根尖病巣，歯周病が
多数で咬合咀嚼機能や審美性が損なわれている患者に，
スプリントデンチャー®（以降 SDと略す）を移行義歯に
して，抜歯や根管治療を行いながら咬合と審美の回復も
行った症例を報告する。
症例の概要：患者は 85歳男性。上下部分床義歯が不適
合，咬合ができなくなってきた。残存歯はう蝕，重度歯
周病，根尖病巣，不適合補綴物など多数ある。最初に上
顎の SDを上顎部分床義歯と接合した。上顎右側臼歯部
の抜歯後に，増歯と上顎全体の咬合面を再構成した。さ
らに，上顎前歯部の不適合の硬質レジン前装Brを SDに
接着して上顎は総義歯形態に修理した。上顎の残存歯 5
本の感染根管治療を行い，高齢者で脳内MRIもあるので
磁性アタッチメントでなく根面 CRにした。総義歯形態
の SD内面をリベースした。抜歯した部の顎堤の回復を
待ってから，SDで再構築した咬合高径を基準に咬合圧
が強いため上下の金属床総義歯に，顎位がやや不安定な
ためゴシックアーチを行い咬合採得，臼歯部は無咬頭歯
を選択した。
結果と考察：SDで咬合と審美の回復を行い，最終的に
上下の金属床総義歯装着で初診時と比較して咬合咀嚼機
能と審美性が大きく改善した。
結論：SDを用いることにより，2回目の診療時に咬合と
審美の回復を行い，そのまま増歯，根管治療，リベース，
旧義歯や除去補綴物と合体などが比較的容易にできた。
最終義歯作製への指標にもなった。患者も旧義歯を活か
しながら，自分の機能回復過程を確認していくのも移行
義歯として良いと思われる。SDは補綴難症例でも最重
要な咬合と審美を早期に確保して治療ができる，この技
法は優れた補綴治療法の一つである。

症例の概要：46歳女性。上下顎前歯部テトラサイクリン
変色歯，上顎両側側切歯および犬歯連結陶材焼付鋳造冠
の色調不適合および歯肉退縮などによる審美障害の改善
を主訴に，平成 24年 1月来院。既往歴なし。
治療方針：患者は，できるかぎり歯質を保存し審美障害
を改善すること，天然歯と補綴物の色調を適合させるこ
とを要望した。そのため，現症に応じて，デュアルホワ
イトニング，ダイレクトボンディング，オールセラミッ
ク修復を行うこととした。
治療経過・治療成績：まず，上顎右側犬歯の感染根管治
療から開始した。その後，歯周基本治療，上顎右側側切
歯，上顎左側側切歯および犬歯の根管治療，支台築造，
デュアルホワイトニング，上顎右側中切歯のダイレクト
ボンディングを行ったのち，上顎両側側切歯および犬歯
にオールセラミッククラウンを装着した。術前，同部は
連結冠であったが，歯周および咬合状態から単冠修復が
可能と判断した。上顎左側第一小臼歯陶材焼付鋳造冠
は，ホワイトニング後の色調不適合により再治療を要望
したため，オールセラミック修復を行った。その結果，
患者の高い満足が得られた。治療終了後は，1～3か月ご
とのメインテナンスを継続し，適宜タッチアップホワイ
トニングを行っている。治療後約9年経過した時点でも，
良好な審美性を保っている。
考察および結論：本症例では，現症に応じて必要最小限
の侵襲による治療を行い，患者の満足および良好な治療
結果が得られた。患者の要望および期待を明確にしたこ
と，治療過程，結果およびメインテナンスまでのイメー
ジを共有したこと，歯科衛生士による適切なサポートが
今回の結果に繋がったと考えられる。

P—43
スプリントデンチャー® を移行義歯にして，咬合と
審美を回復した症例

古谷彰伸1,2），横山麻由子1），守尾靜子1），石田裕美3），
武市えり子4），三宮恵子5），坪田健嗣6），馬場一美2）
1）勝田台フルヤ歯科
2）昭和大学歯学部　歯科補綴学講座
3）ひろみ歯科医院　京王仙川
4）医療法人社団ミューズガーデン　みやま歯科医院
5）日本橋三宮デンタルケアクリニック 99
6）赤坂フォーラムデンタルクリニック

P—44
テトラサイクリン変色歯の審美障害改善―9 年経過
症例―

横田春日1），村瀨（木村）友美1），田上直美2）
1）クローバー歯科
2）長崎大学病院
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症例の概要：20歳女性，主訴は，前歯を綺麗にしてほし
い。既往歴に特記事項はない。咀嚼筋，顎関節に異常は
認めず機能は正常であった。咬合様式は左右ともに犬歯
誘導であった。12，22は矮小歯であったが，歯列不正は
認められなかった。歯肉辺縁部にプラークが付着してお
り，歯肉の軽度な発赤，腫脹を認めた。
治療方針：補綴前処置としてまず口腔清掃指導を徹底
し，スケーリングを行う。歯肉の炎症が改善後，補綴治
療に移行する。治療方法について患者および保護者に説
明し，MIの観点および，色調が天然歯に最も類似可能
なラミネートベニア処置とした。
治療経過：口腔内の清掃不良による歯肉炎は，口腔清掃
指導およびスケーリング処置で歯周組織を改善し，その
後，補綴治療に移行した。診断用ワックスアップから
モックアップを実施し，咬合調整を行った。咬合チェッ
クとして，モックアップ前の咬合状態，および前方，側
方運動時の滑走状態と同様にした。その後，1週間ほど
経過観察を行い，問題がないことを確認後，患者および
保護者に同意を得てラミネートベニア形成に移行した。
最終形成後，即時重合レジンによる暫間補綴装置を作製
し仮着した。2週間後，e‒maxで作製したラミネートベ
ニアを接着した。中心咬合位，前方および側方運動時の
咬合調整を行い経過観察とした。治療終了後，2年良好
に経過している。
考察：矮小歯におけるラミネートベニア修復は，まず，
理想的形態を回復後，形成を行い補綴装置に必要な厚み
を確保することが重要である。また，咬合および顎運動
が術前と同様になるように調整する必要がある。その結
果，長期的な補綴装置の維持につながると考えられる。
同時に定期的な咬合チェックは必須である。
結論：ラミネートベニア修復は，MIの観点および審美
性の獲得に有効である。

症例の概要：56歳女性。前歯の審美性，口腔全体の総合
的な治療を希望し来院。上顎右側 6番にはフルメタルク
ラウンが装着されていたが，頰側に楔状欠損と歯肉退縮
が認められた。歯肉退縮を防止する目的で BTAテク
ニック®を用いた PFMクラウンを装着し，その後 11年
間の経過観察を行った。
治療方針：上顎右側 6番に BTAテクニック®を用いた
PFMクラウンを装着する。
治療経過および考察：2009年にメタルクラウンを撤去
し，BTAテクニック®を用いた PFMクラウンを装着し
た。その後，頰側の歯肉退縮も起きず良好な状態を保っ
ていた。11年経過後，近心部のⅡ度の根分岐部病変のた
め，PFMクラウンを撤去し頰側根，口蓋根に分割した
が，抜根は行わずに BTAテクニック®を用いてフルジ
ルコニアクラウンを装着した。本症例において，治療 11
年後に頰側部には歯肉退縮，歯周病は認められなかっ
た。それは，歯肉の厚みが厚く保たれ，非角化上皮の
シーリングにより歯垢の付着，細菌感染を防ぐことがで
きたことが大きな理由と思われる。長期経過後，近心隣
接面において根分岐部病変が発症したのは，隣接面分岐
部におけるプラークコントロールの難しさとシーリング
が弱かったことで，細菌感染を起こしたものと推察でき
る。
結論：BTAテクニック®は，長期的に歯肉退縮を防止す
るために有効である。さらに非角化上皮によるシーリン
グにより歯垢の付着，細菌感染を防ぐために歯周病学的
見地からも有効である。

P—45
ラミネートベニアにより審美障害を改善した 1 症例

相原一慶
相原歯科医院

P—46
臼歯部に BTA テクニック® を用いたクラウンの長期
経過観察

坪田健嗣1），古谷彰伸2），前島健吾3），高田敬一4），
黒田敏樹5），小原信二6），田中明美1）
1）赤坂フォーラムデンタルクリニック
2）勝田台フルヤ歯科
3）前島歯科医院・飯田橋デンタルケアオフィス
4）高田歯科医院
5）黒田クリスタル歯科　吉祥寺
6）グランツテクニカ
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症例の概要：27歳女性。主訴は歯並びと歯茎の見え過ぎ
を治したいとのことであった。上顎両側 2番は矮小歯で
あった。最終的には上顎 4前歯に BTAテクニック®を
用いることで，ガミースマイル，歯肉ラインと歯の形態
を改善し，患者の満足度が高い治療を行うことができた。
治療方針：マウスピース矯正，ホワイトニング後，上顎
前歯に BTAテクニック®を用いたラミネートべニアを
装着する。
治療経過および考察：初めに，下顎前歯の叢生を治すた
めに上下顎にマウスピース矯正を 4か月行った。ホーム
ホワイトニング後，上顎両側 2番にBTAテクニック®を
用いたラミネートべニアを切削することなく装着し，上
顎左右側 1番は電気メスによる歯肉切除を行った。その
後，患者の希望により上顎両側 1番にも BTAテクニッ
ク®を用いたラミネートべニアを装着した。本症例にお
いては，上顎両側 2番の矮小歯に対し BTAテクニック®

を用いたが，無切削でもラミネートべニアのマージンを
厚くできるため，強度，色調に関して有利であると思わ
れる。上顎両側 1番も BTAテクニック®を用いたが，
歯肉切除により根尖側に移動できただけでなく，模型上
で審美的観点から BTAアウターマージンを設定でき歯
冠形態を変えられることは，大きな利点であると思われ
る。
結論：BTAテクニック®は，短期間に歯肉切除により根
尖方向に歯肉ラインを移動でき，審美的な歯冠形態を作
るために BTAアウターマージンを設定できることは，
患者にとって満足度の高い治療となるだけでなく，歯科
医師，歯科技工士にとってもやりがいのある結果を得る
ことができる。

症例の概要：31歳女性。2013年 10月，前歯審美障害を
主訴に，本院矯正科からの依頼で歯科補綴科に来院し
た。上顎左右側切歯は矯正時に抜歯し，側切歯のポジ
ションに犬歯が存在する。患者の訴えは，上顎左右犬歯
の変色，上顎左右中切歯の歯冠が短い，歯の隙間が気に
なることであった。歯の隙間の改善は，補綴では困難で
あり，再矯正となった。2020年 1月，中切歯の形，歯頸
ラインの不揃い，犬歯の色と形に不満をもち，歯科補綴
科に再来院した。
治療方針：ホームホワイトニングを行い，並行して右上
犬歯にはウォーキングブリーチを行ったが，犬歯の色
は，患者の満足が得られるところまで到達しなかった。
歯の隙間に関しては，患者の希望により再度矯正治療を
行い改善された。再矯正治療後，「中切歯の形」「歯頸線
の不揃い」「犬歯の色と形」に不満をもち，歯科補綴科に
再来院した。上顎左右中切歯は歯の形態修正および歯冠
長延長術，右上犬歯はオールセラミッククラウン
（e.max，Ivoclar，Zurich），左上犬歯はコンポジットレ
ジン修復を行う計画を立案した。
治療経過および考察：「左右中切歯の歯頸ラインの不揃
い」に対し，口唇を閉じた写真，スマイルライン，スマ
イリングラインの写真を観察して，石膏模型上で歯頸ラ
インを決定し，ステントを患者の口腔内に装着して，患
者に歯冠の長さや歯頸ラインの確認を行い，同意を得
て，歯冠長延長術と骨整形を行った。右上犬歯はオール
セラミッククラウン，左右中切歯および左側犬歯はコン
ポジットレジン修復により形態を改善させた。矯正治療
後，患者の満足が得られるところに達することができた
のは，上顎前歯の歯頸ラインを歯周外科（歯冠長延長術）
により整えたことが大きな要因であると考える。治療後
およそ 1年が経過しているが，審美的にも機能的にも患
者の望む良好な結果を得ている。
結論：患者の訴えに応じた治療計画を立て，それに基づ
いて治療を進めることが患者の審美的要求を満足させ予
後を安定させることにつながると考える。

P—47
BTA テクニック® を用いたラミネートべニアにより
ガミースマイルと歯冠形態を改善した症例

坪田健嗣1），三宮恵子2），石田裕美3），西　治4），
入江雄一郎5），笹木孝夫6），徳田和子1）
1）赤坂フォーラムデンタルクリニック
2）日本橋三宮デンタルケアクリニック 99
3）ひろみ歯科医院　京王仙川
4）西歯科クリニック
5）IK医科歯科クリニック
6）デンタルオフィスささき

P—48
上顎前歯部審美修復症例

羽田詩子
朝日大学歯学部　口腔機能修復学講座　歯科補綴学分野
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Purpose：Tobacco smoking is a risk factor for tooth 
discoloration. Pigmented compounds present in the 
particulate phase generated by combustion of tobacco 
may cause discoloration of dental hard tissues and 
restorative materials. The aerosol delivered by elec-
tronic vapor products（EVP）and heated tobacco prod-
ucts have the potential to reduce the impact of tobacco 
smoking on dental esthetics.
　Our studies aimed to test if aerosols from an EVP or 
a heated tobacco product（P4M3 and Tobacco Heating 
System［THS］, respectively；Philip Morris Interna-
tional）had less impact than CS on dental and compos-
ite resin color stability.
Method：We exposed teeth restored with composite 
resins for 3 weeks（20 cigarettes/sticks or 1 cartridge 
of e‒liquid/day, 4‒5 days/week）to THS, P4M3 aerosol, 
or CS. Teeth were also exposed to coffee, soy sauce, 
and red wine for 56 min/day. The teeth were brushed 
with regular toothpaste, and the color of enamel, den-
tin, and composite resins was measured at different 
intervals. At the completion of the study, whitening 
treatments with 6％ and 35％ H2O2 or brushing with 
whitening toothpaste were performed to test the 
reversibility of the staining.
Results and Consideration：Strong discoloration of 
enamel, dentin, and composite resins was observed fol-
lowing exposure to CS, coffee, soy sauce, and red wine. 
The discoloration was minimal（ΔE＜3.3）following 
exposure to THS and P4M3 aerosol. While treatment 
with whitening toothpaste or 6％ or 35％ H2O2 did not 
help recover the color of the dental hard tissues or 
composite resins exposed to CS, whitening toothpaste 
brushing was sufficient to revert the color close to the 
baseline shade in the P4M3 aerosol‒exposed teeth and 
composite resins.
Conclusion：Our results showed that the THS and 
P4M3 aerosol consistently caused less discoloration and 
less color mismatch between the composite resins and 
dental hard tissues than CS. The staining caused by 
P4M3 aerosol was completely reversible by brushing 
with whitening toothpaste.

症例の概要：患者は 39歳女性。笑ったときに歯茎が見え
すぎることを主訴に来院。既往歴として全身的特記事項
はない。口腔内所見として左右中切歯に審美性の乏しい
PFMクラウンが装着されている。前歯部歯列自体に萌
出不全は認めないが笑ったときには 3 mm以上歯茎が見
え，いわゆるガミースマイルの状態を呈する。
治療方針：歯頸部側に歯冠長を 2 mm延長させることで
ガミースマイルの改善が図れると判断し，矯正治療は行
わず歯肉切除術による治療を行い，左右中切歯は新たに
補綴を行うこととした。
治療経過：歯頸線の位置を 2 mm上方に移動させるため
に，Biologic widthを考慮した歯槽骨の整形を含めた歯
肉切除術を行った。歯周組織の治癒を待つ期間に下顎の
Crowdingを矯正治療にて改善。左右中切歯に硬質レジ
ンを用いたプロビジョナルレストレーションを装着した
後にオールセラミックによる最終補綴を行った。
考察：ガミースマイルの原因としては上顎骨の突出，上
顎骨の下方への過成長，上唇挙上筋の活動過剰，上顎前
歯の萌出不全，上唇の形状に原因がある場合などが考え
られる。治療法としては，その原因により歯冠長延長術，
粘膜切除術，上顎骨切り手術，矯正治療，ボトックス注
射などが行われる。本症例においては歯冠の長径比と上
唇のリップラインを考慮し歯肉切除による歯冠長延長術
による改善が可能であると判断した。

P—49
In vitro results of the impact of heated tobacco 
aerosol and electronic vapor product aerosol on 
dental esthetics

Filippo Zanetti1）, Xiaoyi Zhao2,3）, Shoaib Majeed1）, 
Nikolai V. Ivanov1）, Manuel C. Peitsch1）, Yanfang Ren2）, 
Julia Hoeng1）
1） PMI R&D, Philip Morris Products S.　A., Neuchâtel, Switzerland
2） University of Rochester Eastman Institute for Oral Health, Roch-
ester, New York, USA
3）Peking University School of Stomatology, Beijing, China

P—50
歯冠長延長術によりガミースマイルの改善を行った
1 症例

渡部圭吾1），伊藤忠弘2）
1）わたなべ歯科クリニック
2）いとう歯科クリニック

183



歯科審美　Vol. 34　No. 2　2022

症例の概要：患者：63歳の女性，既往歴：特記事項はな
い。前歯部の歯肉の変色による審美性を損なった歯を改
善したいという主訴に対して，BTAテクニック®による
セラミックスクラウン治療を選択し，歯肉ラインを揃え
て審美改善を施した一例を報告した。
治療方針：歯肉切除後歯肉退縮を起こしにくい BTAテ
クニック®によるセラミックスクラウン治療を選択し審
美改善する。なお，患者が左右対称性を希望したので 21
だけではなく 11も同様にセラミックスクラウンにする。
治療経過：上下概形模型を作製し，模型上で診断用ワッ
クスアップを行った後に BTAマージンを想定してプロ
ビジョナルを作製した。歯肉変色のある 21を今回は治
療。ボーンサウンディングをして歯肉ラインを確認し
た。歯肉縁から骨縁まで 3 mmであり約 1.5 mm歯肉切
除し歯肉縁と同位置をマージンフィニッシングラインと
し形成を行った。同様に 11も形成，印象後，前もって準
備したプロビジョナルを仮着し歯肉の状態確認後最終補
綴物を装着した。
治療成績：歯肉変色歯を歯肉切除，BTAテクニック®を
用いて歯肉ラインを根尖方向に移動することで，歯肉ラ
インの不揃いとなった症例を改善し，自然な形態に治す
ことができた。状態は良好である。今後経時的に口腔内
写真を撮りつつ経過をみていく。
考察および結論：本症例では，21の歯肉変色に対して歯
肉切除をして 11も BTAテクニック®を用いることで
11，21のマージンは BTAマージンのアウターマージン
で自由に対称性を設定でき歯肉ラインを揃えることがで
きると思われる。BTAテクニック®は歯肉切除により歯
肉ラインを根尖方向に移動でき自由に BTAアウター
マージンを設定できるので審美的な歯肉ラインを揃える
ことができる。BTAアウターマージン設定においては
歯科技工士と連携を要する。

症例の概要：64歳女性，上顎左側臼歯部の咬合回復を主
訴に来院した。上顎左側第一，第二大臼歯が欠損し，上
顎右側第二小臼歯から第三大臼歯にかけてブリッジが，
下顎両側大臼歯部には義歯が装着されていた。
治療方針：本人の希望もあり，上顎左側臼歯欠損部はイ
ンプラントによる咬合回復を施術することとなった。歯
槽骨量を確認し上顎洞洞底線が低位であることから，ソ
ケットリフトを併用した。ソケットリフト併用によるイ
ンプラント埋入の術式は 1回法で行うことが多いが，本
症例では清掃性を考慮し，2回法を選択することにより，
機能的に安定した咬合状態の獲得とともに審美的な改善
を行うこととした。
治療経過・治療成績：Surgical Templateを使用し埋入
位置を確定した。Piezo Surgeryにて洞底までドリリン
グ後，人工骨を使用し socket lift，第二大臼歯，第一大
臼歯の順にインプラントを埋入した。4か月の免荷期間
後，二次手術を施行し歯肉の安定を確認した。プロビ
ジョナルレストレーションによる咬合調整の後，最終補
綴を装着した。術後 7年以上経過したが骨および咬合状
態は安定している。
考察および結論：術後の定期的なメンテナンスを受診し
ており，術後 7年経過後も咬合の安定は維持されている
要因の一つであると考えられる。

P—51
前歯部歯肉変色歯の歯肉ラインを BTA テクニック®

で審美性を改善した一例

三宮恵子1），黒田敏樹2），前島健吾3），石田裕美4），
西　治5），笹木孝夫6），古谷彰伸7），小原信二8），
坪田健嗣9）
1）日本橋三宮デンタルケアクリニック 99
2）黒田クリスタル歯科　吉祥寺
3）前島歯科医院　飯田橋デンタルオフィス
4）ひろみ歯科医院　京王仙川
5）西歯科医院
6）デンタルオフィスささき
7）勝田台フルヤ歯科
8）（有）グランツテクニカ
9）赤坂フォーラムデンタルクリニック

P—52
上顎左側大臼歯欠損部にソケットリフトを併用し審
美的かつ機能的な回復を図った術後 7 年経過症例

中島　還1），山中隆平2），青江利明3）
1）中島歯科医院
2）山中デンタルクリニック
3）青江歯科医院
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症例の概要：前歯部欠損に対するインプラント治療にお
いて，審美的に良好な結果を得るにはインプラント周囲
粘膜の形態の構築が重要である。今回，上顎前歯部欠損
症例に対して，プロビジョナルレストレーション
（interim prostheses，以下 IP）で調整した粘膜の形態を
作業用模型に再現して，インプラント支持補綴装置を製
作することで良好な治療結果が得られたので報告する。
治療方針：患者は 35歳の男性。主訴は上顎左右中切歯欠
損による審美障害であった。患者はインプラントによる
治療を選択した。
治療経過および考察：上顎左右中切歯欠損に対して，歯
科用コーンビーム CT検査を行った結果，頰側の骨量が
不足していたため，骨移植術を併用してインプラント体
の埋入を行った。二次手術終了後，同部位に IPを装着し
インプラント周囲粘膜の形態の調整を行った。その後，
IP製作に使用した作業用模型に調整後の IPを装着し，
その粘膜の形態をシリコーン印象材を用いてアバットメ
ント周囲に再現した。この作業用模型を用いて，インプ
ラント支持補綴装置を製作した。インプラント支持補綴
装置は仮着材を用いて，アバットメントに装着した。イ
ンプラント支持補綴装置を装着して 9年が経過するが，
インプラント周囲組織は安定し，補綴装置にも破折など
は認められない。患者はこの治療結果に満足している。
結論：本症例では，IPを用いてインプラント周囲粘膜の
形態調整を行い，その形態をシリコーン印象材を用いて
作業用模型に再現した。この方法により，口腔内の粘膜
形態を簡便かつ高い精度で再現することができ，審美性
に優れた最終補綴装置の製作が可能となり，満足のいく
治療結果を得ることができた。

症例の概要：患者は 67歳男性。上顎右側中切歯の補綴物
の動揺と根尖部の腫脹を主訴に来院。補綴装置はポスト
ごと脱離し，根尖部には顕著な発赤，腫脹を認めた。デ
ンタルエックス線検査から根尖に病巣様透過像を認め
た。歯肉縁上歯質は認めず C4と診断し予知性不良なた
め抜歯を計画した。抜歯後の欠損補綴の選択肢として，
可撤性部分床義歯，固定性ブリッジおよびインプラント
修復を説明したところ患者はインプラント修復を選択し
た。
治療方針：抜歯後の歯槽骨の吸収に関しては多くの報告
があり，欠損顎堤の水平，垂直的形態変化は上顎前歯部
審美領域では最終補綴形態など審美的に大きな影響を与
える。Hürzeler MDや Sirompasu KDの提唱する Root 
Membrane Techniqueを応用し抜歯即時埋入を行うこ
ととした。
治療経過・治療成績：消炎処置後，歯根を唇舌的に分割
し口蓋根を抜去し，残存させた唇側歯根を形態修正し
Root Membraneを作成後，インプラントを埋入した。抜
歯即時修復を行う際の基準である埋入トルク 40 Ncmお
よび ISQ 70以上に対して埋入トルクは40 Ncmと基準は
満たしたが ISQが平均 67と基準以下であったためヒー
リングアバットメントを装着し 1回法で終了した。8週
後再度 ISQを測定したところ平均 78に改善したためプ
ロビジョナライゼーション後，最終補綴へと移行した。
考察・結論：Root Membrane Techniqueを応用したこ
とにより抜歯後の顎堤の変化を最小にでき最小限の外科
的介入，治療期間の短縮，最適な審美的結果になり患者
の満足を得ることができた。

P—53
プロビジョナルレストレーションの形態をインプラ
ント支持補綴装置に再現した症例：症例報告

本田順一1），三上圭子1），小宮夏怜1），小島綾子2），
小峰　太1），松村英雄1）
1）日本大学歯学部　歯科補綴学第Ⅲ講座
2）日本大学歯学部付属歯科病院　歯科衛生室

P—54
ルートメンブレンテクニックを応用し上顎前歯部に
インプラント修復を行った一症例

鈴木玲爾1,2），松本和也1）
1） 明海大学歯学部　機能保存回復学講座　オーラルリハビリテー
ション学分野

2）明海大学 PDI埼玉歯科診療所
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目的：インプラント上部構造体の固定方法において，セ
メント残留やメインテナンスの観点からセメントリテイ
ンよりもスクリューリテインが主流となってきている。
そこで，効率的にワックスアップモデルと同様の形態で
インプラントアクセスホールの閉鎖を行い，審美的にも
機能的にも容易に施術できるようにすることを目的とし
た。
方法：診断用ワックスアップモデルにて機能的に理想的
な形態を作製し，最終補綴咬合面形態を精密に再現する
ために KULZER社製の透明シリコーン系バイト材であ
るMEMOSIL　2を用いて，診断用ワックスアップモデル
の咬合面を印記し，口腔内にて最終補綴物セット時のイ
ンプラントアクセスホール上に設置し，テフロンテープ
にてホール下部を充塡後に GC社製MIフィルフロアブ
ルコンポジットレジンにて圧接し光重合させた。また，
余剰レジンを除去し最終咬合確認を行い通法に沿って研
磨を行った。
結果と考察：クリアシリコンバイト材を用いたインプラ
ントアクセスホールの閉鎖方法は，診断用ワックスアッ
プから理想的な形態を複写することができ，計画どおり
の咬合面形態を直接口腔内で容易に付与することができ
た。本症例では最終補綴物にフルジルコニアを用いてい
るため，長期的なメインテナンスにおいて，アクセス
ホール部のコンポジットレジンの摩耗が予測され，クリ
アシリコンバイト材を保管しておくことで容易にチェ
アーサイドにて何度でも形態回復させることができ，有
用な手法であると考える。
結論：診断用ワックスアップモデルから複写したクリア
シリコンバイト材を用いることによって，容易に口腔内
で理想的な形態でインプラントアクセスホールを閉鎖す
ることができた。

症例の概要：全顎的な叢生と22先天欠損症例に矯正治療
後インプラントを用いて審美回復を行い，良好な結果が
得られたので報告する。
治療方針：41歳の女性，2009年 5月に前歯部の審美回復
を希望して来院した。1989年にテトラサイクリンの着色
歯のため 13～21，23，43～33をポーセレンラミネートベ
ニアで修復していた。22は先天欠損であった。アングル
のⅠ級叢生で 25，35はクロスバイト，上下臼歯部におい
ては重度の歯周病であった。
治療経過：2009年 6月矯正治療を矯正専門医に依頼し
た。48，47，44，34，37，17，14を抜歯し，マルチブラ
ケット法で動的治療を 1年 9か月行った。2012年 4月，
22のスペースができた部位に ⌀3.5 mm×14 mm（SPI 
Implant Contact, Thommen Medical, Switzerland）を埋
入し，歯槽骨の陥没している部分には，採血して製作し
たPRGFとボーントラップで採骨した自家骨とBIOS 0.5 
gを混合して入れ，GBRを行った。2012年 10月に二次
手術を行い，11月に 46，33，35，36支台歯形成と印象
採得を行った。12月に 16，15，13～21，23，25，26支
台歯形成，印象採得と咬合採得を行った。咬合採得はア
ンテリアジグを用いて，セントリックバイトを採得し
た。同月 15，13～21，23，25，26，46，45，43～33，
35，36に補綴物を装着し，22のインプラント上部構造は
仮着した。すべての補綴物はジルコニア・クラウンで製
作した。
考察および結論：補綴終了後 9年 8か月が経過するが，
臨床所見やエックス線像所見ともに良好であり，インプ
ラントには動揺や歯肉の発赤はなく，患者の審美的，機
能的満足度は高い。最初の 1年は 1～3か月間隔で定期的
に来院し，プラークスコアは 20％以下を保っている。22
先天欠損に対して，術前矯正をすることにより適正な位
置にインプラントを埋入することができた。補綴治療を
行った結果，歯と歯肉の審美性が回復し，患者の満足が
得られた。本症例のように全顎治療において，矯正専門
医と治療計画の連携は重要である。今後も長期的な予後
観察は必要と考える（再生医療等委員会承認）。

P—55
インプラント上部構造体スクリューアクセスホール
の審美的閉鎖について

岡　正信1），山本晋平2）
1）（医）志学会　Oka dental clinic
2）社会医療法人博寿会　山本病院

P—56
矯正とインプラント治療による審美的咬合再構成の
1 症例

中川孝男1），石橋良則2），大田拓哉3）
1）中川歯科クリニック
2）大崎シティデンタルクリニック
3）東京八重洲デンタルクリニック
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症例の概要：不良補綴装置による審美障害と臼歯部咬合
支持の欠如による咀嚼障害を生じた症例に対し，審美情
報，ならびに平均的形態情報をもとに製作したプロビ
ジョナル・レストレーションを用いて下顎位を設定し，
補綴治療を行った症例を報告した。患者：70歳女性，審
美不良および咀嚼困難を主訴に来院。左側臼歯部は治療
途中で，歯肉縁下う蝕，対合歯の挺出を認めた。全顎的
にプロービング値は 4 mmを超え，その他不良補綴装
置，根尖病巣を多く認めた。
治療方針：SHILLA SYSTEMを用いて設定したプロビ
ジョナルクラウンを装着し，機能的な調和を図った後，
最終補綴装置を製作した。
治療経過：エステティック・フェイスボウを用いて審美
情報をもとに上顎模型を半調節性咬合器に装着し，ゴ
シックアーチ描記で得られたアペックスにて下顎模型を
装着した。垂直的顎間関係は平均的歯冠長および顔貌を
参考に決定し，設定した顎位において犬歯誘導咬合を付
与したプロビジョナル・レストレーションを製作，根管
治療，予後不良歯の抜歯，即時義歯を装着した。欠損部
にはプロビジョナル・レストレーションの形態を考慮し
て決定した埋入部位にサージカルステントを用いてイン
プラントを埋入した。プロビジョナル・レストレーショ
ン装着後 6か月の経過観察を行い，最終補綴装置の製作
に移行した。
考察および結論：審美障害と咀嚼障害を訴える患者に対
して，適正な垂直的・水平的顎間関係の決定に基づき，
機能的な咬合条件に則して製作したプロビジョナルによ
る機能・審美的障害の改善を確認後，最終補綴装置に移
行することは，長期的な予後の確保を図るうえできわめ
て有効と考えられた。

症例概要：本症例は，45歳，女性に対し，上顎中切歯，
側切歯，犬歯を審美的かつ患者の希望に沿った形態の補
綴物を作製したものである。
治療方針：患者の以下の 5つの希望に応える補綴治療を
行うことが治療方針であった。上顎右側側切歯，犬歯の
作製に関しては，①切縁のラインは下唇の湾曲には沿わ
せず，直線的なラインにすること。②犬歯の頰側形態は
豊隆を抑えること。③犬歯の歯冠長は側切歯に合わせる
こと。④色調は右側中切歯に合わせること。上顎左側中
切歯から犬歯にかけてのブリッジ作製に関しては，⑤上
顎右側の完成した補綴物に合わせること。
治療経過・治療成績：令和 3年 3月に上顎右側側切歯お
よび犬歯の根管治療および根尖切除術を行った。経過観
察後，補綴物を作製するための印象採得を行ったが，完
成した補綴物には患者が満足しなかったため，形態修正
を行い，再焼成し，最終補綴物が完成した。上顎左側の
ブリッジ作製時は，右側の最終補綴物の形態を参考に，
最終補綴物の作製を行った。
考察・結論：上顎右側の補綴物作製時は印象採得時に患
者との意思疎通が図れず，補綴物完成後にチェアサイド
での形態修正を行うこととなった。上顎左側ブリッジ作
製時は右側治療時を参考にすることで患者の希望する形
態の補綴物を作製することができた。また，本症例では
右側中切歯のみが天然歯であったため，この天然歯と形
態や色調の調和をとり，さらに天然歯を含めた左右の対
称性をとることが難しい治療ポイントでもあった。

P—57
審美と機能を両立させた全顎的補綴治療

藤井俊朗1），玉木理一郎2），島松　博3）
1）藤井歯科医院
2）玉木歯科医院
3）デンタルオフィス青葉台

P—58
患者の希望に応える審美的補綴治療

長谷川早絵1），金子孝彦1），木村亮介2），牧村英樹3），
大塚令奈3），青柳来実3），竹浪沙耶果4）
1）西方ファミリー歯科
2）市ヶ谷歯科クリニック
3）流山ハピネス歯科
4）松戸市立総合医療センター　歯科口腔外科
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症例の概要：審美的に治したいということを主訴に来院
した 71歳女性。他歯科医院にて約 1年半治療を受けてい
たが，治療が一向に進まないことを不信に思うようにな
り本診療所に来院した。
治療経過・治療成績：術者任意の位置でオーバーレイに
よる咬合挙上を行い暫間的な審美性の確保および咬合関
係の是正を行った。6か月の経過観察後，プロビジョナ
ルレストレーションを用い咬合関係のさらなる改善を
行った。幅径および長径の比率を参考に臨床的歯冠長延
長術を行いフェルールの確保および審美性の改善を行っ
た。その後最終補綴物へと移行した。
考察：審美的要求が高くまた下顎位の変位を伴う天然歯
における咬合再構成においてどのような方法で咬合の安
定を図り，口腔周囲の組織に為害作用がないかを模索す
ることは重要であり，本症例においてオーバーレイレス
トレーションを用いる方法は有用であると考える。
結論：審美的要求が高い患者に対し，オーバーレイレス
トレーションを行い可逆的な状態での最終補綴物の形
態，歯の露出量などの審美性を確認することは患者の要
求を満たし良好な信頼関係を作るために重要であると考
える。

症例概要：新型コロナウイルスにより，自宅近隣で歯科
治療を希望し転院する患者が増えている。患者は他院で
約 3年前に咬合面にセラミックインレー，歯頸部にコン
ポジットレジンにて治療を受けた。今回，歯頸部部分の
色の変化が審美的に気になるということで当院に来院し
た。患者の希望としては，セラミックインレーを除去す
るようなクラウン形成の治療はせずに歯頸部のみ審美的
に治療したいとのことであった。
治療方針：歯頸部に再度コンポジットレジンにて治療を
行うか，歯肉移植の治療を提示したが，コンポジットレ
ジンは術後数年による変色や二次カリエスの影響，歯肉
移植は術後の痛みに不安があるとのことで光学印象を使
用した歯頸部セラミックによる治療を行うことにした。
治療経過・治療成績：治療終了後，6か月以上経過して
いるが，二次カリエスや着色による変化，脱離，破折な
どの症状は確認していない。
考察：歯頸部セラミックの印象採得は従来型の印象採得
では模型への変形が起き，今までは不可能であったが，
光学印象を用いることで模型の変化なくセラミックを作
製し，治療することが可能になった。
結論：従来型の印象採得では模型の変化により不可能で
あった歯頸部セラミックが，光学印象を行うことにより
模型の変化なくセラミックを作製することが可能にな
り，歯頸部に対する治療に選択肢を増やすことができる
ようになった。

P—59
重度咬耗患者に対しフルマウスリコンストラクショ
ンを行った一症例

松本和也1），鈴木玲爾1,2）
1）明海大学 PDI埼玉歯科診療所
2） 明海大学歯学部　機能保存回復学講座　オーラルリハビリテー
ション学分野

P—60
光学印象を用いて歯頸部にセラミック治療を行った
症例

木村亮介1），伊藤里紗1），稲見朋夏1），吉田　想1），
長谷川早絵2），山中龍太郎3），牧村英樹4），青柳来実4），
大塚令奈4），竹浪沙耶果5）
1）市ヶ谷歯科クリニック
2）西方ファミリー歯科
3）りゅうたろう歯科クリニック
4）流山ハピネス歯科
5）松戸市立総合医療センター　歯科口腔外科
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症例の概要：患者は 34歳女性。上顎左右側切歯の形態を
治したいと来院。既往歴として全身的特記事項はない。
口腔内所見として左右側切歯が矮小歯であることを認め
る。
治療方針：形態を変える手段として，ダイレクトボン
ディング，PLV，クラウニングがある旨を説明し，隣在
歯との色調再現性と修復物の色調変化，脱離，破折など
を考慮した結果，オールセラミッククラウンによる治療
に決定した。
治療経過：浸潤麻酔下にて支台歯形成を行い，即時重合
レジンを用いたプロビジョナルレストレーションを装着
して 3週間経過観察を行った。形態，機能に問題がない
ことを確認した後，印象採得，咬合採得を行い，シェー
ドテイク時の写真とプロビジョナルレストレーション装
着時の模型を添えてラボにオールセラミッククラウンの
製作を依頼した。試適後に色調の修正を行いレジンセメ
ントにて装着した。
考察：上顎前歯部の矮小歯の審美修復における支台歯形
成では，もともとの歯が小さいため，最小限の形成量で
審美的かつ機能的な修復を行うことが必要である。形成
量の観点からは，ダイレクトボンディングが優位である
が長期的な予後を期待することは難しい。今回はアンテ
リアガイダンスを考慮し，下顎前歯との接触による脱離
を危惧し，オールセラミッククラウンによる修復を行っ
た。

症例の概要：症例：女性，66歳，主訴：不安定で咬めな
い。できれば固定式で咬みやすくしてほしい。既往歴：
心疾患，くも膜下出血，抗凝固剤服用中。歯科的既往
歴：虫歯が多く歯科治療を繰り返す。全顎的機能回復，
審美治療を希望。
治療方針：予後不良歯を抜歯し，歯周組織条件を整える。
下顎の欠損部は Br，インプラント Brとし，上顎は治療
用総義歯で十分な固着が得られたなら，最終補綴を総義
歯と提案する。初期治療精査後に諸データに鑑み，補綴
や歯周外科，インプラント専門医，技工士と協議を重ね
治療計画を立案し患者に提示した。同意を得たので審美
最終治療を開始することとした。
治療経過，治療成績：上顎は抜歯後，治療用総義歯を入
れ咬合の安定に努めた。下顎は左右 3を保存し，日常の
機能が損なわれないように，順次抜歯，即時インプラン
ト埋入を施術した。フィクスチャーの固着を確認後，顔
面周囲組織に調和したプロビジョナルを作成した。上顎
治療用義歯を再製作し，TMJはじめ周囲組織や機能の
安定を 4か月にわたり経過観察をした。機能，周囲組織，
審美の要件が安定したので，最終補綴物を作成した。そ
の後 5年を経過したが良好な状態を維持している。
考察，結論：Spearらが唱えた審美歯科の 4条件を満た
すには，口腔単位の治療が必須である。適正な歯列アー
チを求め義歯，インプラント処置や軟組織の歯周形成外
科など各専門性が必要である。熟練度の高い技工士と最
終治療目標を設定した治療用義歯，診断用ワックスアッ
プを通して専門家らによる協議が重要となる。以上の考
えを基に施術したインターディシプリナリーアプローチ
での症例を紹介した。

P—61
オールセラミッククラウンにより矮小歯の審美修復
を行った 1 症例

渡部圭吾
わたなべ歯科クリニック

P—62
インターディシプリナリーアプローチで全顎的審美
治療を施した症例（その 3）

古谷昌義1），脇　知邦1），古谷直樹2），松下孝直1），
稲葉幹人1），陸野隆弘3），吉竹弘行4），久保裕睦5），
香西宏敏6），石神　元1）
1）朝日大学歯学部　口腔機能修復学講座
2）古谷矯正歯科
3）陸野歯科医院
4）吉竹歯科医院
5）久保歯科医院
6）香西デンタルクリニック
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症例の概要：歯間空隙に対してシリコーンガイドを用い
てダイレクトボンディングを行う方法はよく知られてい
る。以前，2つのシリコーンガイドを用いることで両隣
接面を含む歯冠形態をより正確に修復できる方法（2シ
リコーンガイドテクニック）を報告したが，このたび，
切縁・隣接面充塡用シリコーンガイドの材質を透明シリ
コーン印象材に変え，形態を唇側へ拡大して症例に応用
することで，良好な結果を得た。
治療方針：患者は 20代男性。上顎前歯部の正中離開によ
る審美障害を主訴に矯正歯科からの紹介で来院した。就
職活動開始に向けて，短期間での治療を希望したため歯
科矯正治療ではなく，ダイレクトボンディングによる正
中離開閉鎖を希望し，治療計画を立案した。
治療経過および考察：上下歯列の印象を行い，スタディ
モデルを作製し，診断用ワックスアップを行った。歯冠
形態，幅径を考慮し，切縁を含む舌側のシリコーンガイ
ド（セカンドガイド）を作製した。次に，左上中切歯の
ワックスを削除した状態で右上中切歯の切縁・隣接面充
塡用ガイド（ファーストガイド）を透明シリコーン印象
材により作製した。まず，ファーストガイドを用いて右
上中切歯のコンポジットレジン充塡，研磨を行った。そ
の後，セカンドガイドを用いて左上中切歯の充塡を行
い，形態修正，咬合調整，研磨を行った。透明シリコー
ン印象材は作製が容易であり，適合および操作性も良好
であり，ファーストガイドの材料として適すると考えら
れた。この方法により，従来法よりも充塡がさらに容易
となり，術前の計画どおりの審美的な結果と，患者の満
足を得ることができた。
結論：透明シリコーンガイドを用いる充塡法は，従来の
方法よりも視認性と光線照射の点で優れていた。そのた
め，広く歯面を被覆する形態を付与することが可能とな
り，より正確な充塡を行うことができる可能性が示唆さ
れた。

症例の概要：前歯の歯肉退縮に伴う下部鼓形空隙の開
大，いわゆるブラックトライアングル（BT）に対する治
療法の一つとしてコンポジットレジン（CR）修復があ
る。即日に非切削で審美的に改善できる一方，マトリッ
クスとシェード選択に経験を必要としていた。今回，矯
正歯科治療後の上顎右側中切歯・上顎左側中切歯・上顎
左側側切歯間（以下 11，21，22間）の BTを規格化され
たマトリックスおよびカメレオン効果の高い CRを用い
た簡便で再現性の高い術式で治療した症例について報告
する。患者は 28歳の女性，上顎前歯の審美不良を主訴に
2020年 6月に来院した。他院にて矯正歯科治療を行った
が，治療中より 11，21，22間に BTが認められ，矯正歯
科担当医により暫間的に当該部に CR充塡を施されてい
た。
治療方針：BTに対する治療法は歯周外科治療により歯
間乳頭を再建する方法と修復的治療により歯冠形態を変
更し BTを閉鎖する方法がある。今回は患者が手術を望
まず，非切削で治療することを希望したため CR修復を
選択した。また，患者より漂白の希望があったため，CR
修復に先立ちオフィスホワイトニングとホームホワイト
ニングを行った。
治療経過：漂白終了後，術前にシェードガイドを用いて
色調を確認し，VITAシェード A1周囲の色調に適合す
る CRを選択した。ラバーダム防湿後，CRを除去し，
BTの幅径を計測し，適したマトリックスを選択・試適
した。通法どおり接着操作を行い，マトリックスを挿入，
術前に確認した色調のフロアブルレジンを単色で充塡
し，形態修正・研磨を行った。
結論：規格化されたマトリックスとカメレオン効果の高
い CRにより，簡便な術式で審美的に BTを閉鎖するこ
とができた。

P—63
透明シリコーン印象材で作製したガイドを用いたダ
イレクトボンディングによる正中離開閉鎖症例

池田欣希，木村一誠，守本勝幸，森　幸徳，
森　憲弥
医療法人仁友会　日之出歯科診療所

P—64
ブラックトライアングルに対して規格化マトリック
スとカメレオン効果を応用した簡便な術式でコンポ
ジットレジン修復を行った 1 症例

品川淳一，長尾美優
上野品川歯科・矯正歯科
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