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はじめに
2012年4月より，
一定基準を満たす顎欠損を伴う患者に対してインプラント治療の保険導入が開始された（広範囲支持型顎骨装置
と呼ばれる）．
顎欠損が引き起こされる代表疾患は口腔がんであるが，
口腔がんの罹患患者数は今後も増加傾向にあり，
対応が困難な
補綴処置に迫られる局面も少なくないと思われる．
そこで今回は，
広範囲支持型顎骨装置に関する説明と実際の臨床例を通して，
京セラ
メディカル株式会社が2013年に提供を開始したEMINEOインプラントについて述べさせていただく．

１．口腔がんの疫学と従来の顎補綴治療について
日本の高齢化率は2013年に25％を超え，世界に類を見ないスピードで高齢化が進んでいる1．一方日本における死因の第一位はがん死であり2，
さらに口腔がん罹患患者数も年々増加している3ことから，今後も口腔がん治療後の顎欠損に対する補綴治療が多くなっていくことは想像に難くない．
筆者は10年前から精力的に顎補綴治療に取り組んできたが，顎欠損が著しく大きい場合や顎義歯を維持できる十分な歯牙数が存在していない場合で
は対応が困難であり，
たとえ顎義歯を作製したとしても患者の口腔内関連QOLは低いままで，患者を救うことはできなかった（図1）．
(a)

(b)

図1：広範囲支持型顎骨装置の保険導入前における，従来の顎補綴治療で対応が困難だった症例．(a)下顎に顎欠損が認められたが，
そのままの無歯顎状態では総義歯の維
持安定は獲得できなかった．
そこで口腔前庭拡張術と口腔底深形成術を行ったが，結局，義歯の維持安定を得ることはできなかった．(b)下顎の舌亜全摘と顎骨切除が行われ，
口腔内の欠損部には皮弁が認められた．わずかな残存歯に維持を求めて義歯を作製するも，
全く義歯の維持安定は得られなかった．筆者が手掛けた多くの顎欠損症例の中で
これらの症例は，単に口腔内に顎補綴装置を提供しただけで，
口腔内QOLは改善しなかったと言える．

２．広範囲支持型顎骨補綴装置の保険導入について
そのような状況の中で2012年4月より，顎欠損を伴う患者に対しては，広範囲支持型顎骨装置としてインプラント治療の保険導入が開始された．
長崎大学病院口腔・顎・顔面インプラントセンターでは，保険の導入前から顎欠損患者に対してインプラントを用いた治療を応用し（保険適用前は先進
医療として導入されていた），良好な成績を収めてきた．なお，広範囲支持型顎骨装置とは，
「広範囲な顎骨欠損等の特殊な症例に対して応用する人工
的構造物」と定義されている．
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３．広範囲支持型顎骨装置の適応症について
広範囲支持型顎骨装置はすべての顎欠損患者に対して適応できる
わけではない．適応症としては，
①腫瘍，顎骨骨髄炎，外傷等により，広範囲な顎骨欠損若しくは歯槽
骨欠損症例（歯周疾患及び加齢による骨吸収は除く．）又はこれら
が骨移植等により再建された症例であること．なお，欠損範囲につ
いては，上顎にあっては，連続した３分の１顎程度以上の顎骨欠損
症例又は上顎洞若しくは鼻腔への交通が認められる顎骨欠損症
例であり，下顎にあっては，連続した３分の１顎程度以上の歯槽骨
欠損又は下顎区域切除以上の顎骨欠損であること．
②医科の保険医療機関（医科歯科併設の保険医療機関にあっては
医科診療科）の主治の医師の診断に基づく外胚葉異形成症等の
先天性疾患で，連続した３分の１顎程度以上の多数歯欠損又は顎
堤形成不全であること．
とされており，顎欠損患者すべてに適応ではないことが分かる．

4．広範囲支持型顎骨装置が認められる
施設基準について
広範囲支持型顎骨補綴装置に関する治療が可能な施設基準を以下に記す．

6．EMINEOインプラントについて
広範囲支持型顎骨装置が保険導入された1年後，京セラメディカル
株式会社のEMINEOインプラントが保険適用可能なインプラントとして
認可を受けた．
EMINEOインプラントは，
①一般的なHEXサイズを有するエクスターナルタイプであることか
ら，様々なインプラントの埋入角度となりやすい顎欠損に対しても
対応が可能である．
②一般的に使用されているチタン表面へのブラスト処理を採用
している．
等，
いくつかの特徴を持つことが分かる（図2）．
以上より長崎大学病院口腔・顎・顔面インプラントセンターでは，
現在，広範囲支持型顎骨装置に対して京セラメディカル株式会社の
EMINEOインプラントを使用している．
①初期固定力の向上を目的としたネック部のフランジ形状と
スレッドデザイン
②埋入を容易にするストレートボディ
③初期の埋入が容易なテーパーデザイン
④ダブルスレッドで埋入効率が向上、初期の埋入が安定

（1）歯科または歯科口腔外科を標榜している保険医療機関であること．

⑤ブラスト処理された純チタン（グレードIV）

（2）当該診療科に係る5年以上の経験および当該療養に係る3年以上
の経験を有する常勤の歯科医師が2名以上配置されていること．

⑥70°
のカッティングエッジ（3つ）でセルフタッピング可能

（3）病院であること．

⑦スライスエッジによるトルクコントロールと
カッティングチャンバーへの骨粉の格納が可能

２ Expanded

1

（4）当直体制が整備されていること．

Thread

（5）医療機器保守管理および医薬品に係る安全確保のための体制が整
備されていること．
を満たす医療機関であるため，すべての医療機関で可能な治療方法で
はないことに留意されたい．

3

5

Lead

Straight

Pitch

5．保険点数について
広範囲支持型顎骨装置作製のための診断，
インプラント埋入ならびに
補綴治療までの一連の中で算定できる保険点数を図に示す（表1）
．表に
記した点数のほかにインプラント体，
アバットメント，
アタッチメントの料金も
別に保険算定できるが，
種類により点数が異なるため，
詳細は成書に譲る．
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Tap
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A. 広範囲支持型補綴診断料：1,800点
B. 広範囲支持型顎骨装置埋入手術（1顎1連につき）
1．
1回法による手術：14,500点
2．
2回法による手術
・1次手術：11,500点
・2次手術：4,500点
C. 広範囲支持型顎骨補綴（１連の補綴治療）
・ブリッジ形態：18,000点（1/3顎につき）
・床義歯形態のもの：13,000点（1顎につき）
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D. 広範囲支持型顎骨補綴物管理料：480点／月
E. 広範囲支持型補綴物修理：1,200点
表1：広範囲支持型顎骨装置のための治療に係る基本的な保険点数．この他に，
インプラント体，
アバットメントならびにアタッチメント料を保険算定できる（種類に
よって算定点数が異なるため，詳細は成書に譲る）．

図2：EMINEOインプラントの特徴．
（京セラメディカル社内資料より抜粋）
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7．症例供覧
①患者情報（図3）
患者は73歳の男性で，
「入れ歯がないので食事ができない」という主
訴で当科を紹介受診された．患者は口底がんの診断のもと口底癌切除
手術が行われていた．放射線治療は行われていなかった．なお，放射線
治療に関して，照射量が40〜55Gy以上ではインプラント治療に悪影
響を与えることがいくつかの研究から明らかにされていることから，放射
線治療を受けている場合には十分な留意が必要である4．また，患者は
長期間義歯を使用していなかったため，手術により口腔内環境が変化し
たことも鑑みて，義歯への適応期間が必要になると考えられる．

図4：修理された旧義歯．義歯を装着することで，口腔内の機能向上と下顎位の
安定化を図る．

（2）新しい義歯の作製
治療用義歯による義歯の安定化を確認後，通法に従い義歯を作製
した．口腔前庭部の不足，
口腔内スペースの変化による舌の異常習
癖などから，下顎総義歯の維持安定が得られることはなく，患者の
口腔内関連QOLも不良なままであった（図5）．

図3：患者情報：口底がん（T2N0M0）の診断により，口底がん切除手術が行わ
れた．放射線治療は行われなかった．

②診断
種々の診査（口腔内診査，
口腔外診査，
レントゲン診査，旧義歯診査，
日本補綴歯科学会の補綴歯科診療ガイドラインによる病態評価5と患者
の口腔内関連QOLの診査6）より，
「顎堤異常，異常習癖と口腔前庭喪
失による義歯の維持安定の低下に起因する咀嚼障害，嚥下障害，発音
障害ならびに審美障害」と診断した．
③治療計画：種々の診査から，以下の治療計画を立案した．
１）歯周基本治療，保存不可能な歯牙の抜歯，
その他 ⇒ 口腔内環境
の整備
２）仮義歯による機能性の向上 ⇒ 口腔内環境の変化による義歯へ
の適応を図る
３）嚥下補助装置の付与 ⇒ 舌の軽度な運動障害を補助するために
嚥下補助装置を作製7
４）インプラント埋入とアタッチメントの装着
５）最終補綴装置の作製・装着（嚥下補助装置付与）
６）メインテナンス
④治療の実際
（1）治療用義歯による義歯への適応
旧義歯を修理し，長期間不使用であった義歯の口腔内安定化を
図った（図4）.
図5：新しく作製された義歯．上下とも粘膜調整材による嚥下補助装置が装着された．しか
しながら，口腔前庭の喪失と舌の異常習癖から，下顎総義歯の維持安定は得られなかった．
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（3）Cone Beam Computed Tomography（CBCT）撮像と
EMINEOインプラント埋入
顎欠損を伴う患者の義歯形態は通常の義歯形態とは大きく異なる
ことから，最終的な義歯床縁の形態を有する造影剤入りのCT撮影
用ステントが必要不可欠となる．本症例では新しい義歯のコピー
デンチャーをCBCT撮影用ステントとした．CT撮像後はSimplant®
ソフトフェア（Dentsply Implants, Wakdham, MA, USA）で解
析を行い，
オトガイ孔間に2本のインプラントの埋入計画を立案し
た8, 9．その後，EMINEOインプラント（EMINEO RP 4.0; 4 mm x
10 mm）2本を，通法に従い埋入した（図6）．

（4）荷重時期の決定とアタッチメントの選択
インプラント埋入後は，荷重時期，連結の有無，ならびにアタッチ
メントの選択を行う必要がある．諸説があるものの現在では，即時
荷重，早期荷重と通常荷重の3種類に分類されており（EMINEOで
は、即時荷重、早期荷重は認められていない．
）．4本ではなく2本の
インプラントであっても，通常荷重が最も安定し，
かつ十分な科学的
根拠を有していることから，本症例では通常荷重（インプラント埋
入後2か月での荷重）を選択した（ただし，
2本のインプラントは維持
力を発揮するために存在するため，義歯床は通常の義歯と同じく最
大限の面積を有する必要性があることに留意されたい．
）10-12．次いで
連結の有無であるが，いくつかのよくコントロールされた論文に
よる技術的合併症と，連結と非連結によるインプラントの生存率
に関する報告などを鑑みて8, 13，2本のインプラントは非連結とした．
なお，
粘膜の被圧変位性を考慮すれば，
アタッチメントと義歯の連結
は直接法にて行うべきであろう
（図7）．

図7：アタッチメントが装着された口腔内．粘膜の被圧変位性を考慮すれば，
アタッチ
メントとの連結は直接法で行うべきである．

図6：CBCT撮像とEMINEOインプラント埋入．新しく作製した義歯のコピーデン
チャーをCBCT撮影用ステントとして使用した．

（5）術後評価
広範囲支持型顎骨装置装着3か月後に，咀嚼可能食品アンケート
調査14と口腔内関連QOL6を検索して術前との比較を行った結果，
咀嚼可能な食品は著しく多くなり，
口腔内関連QOLも格段に上昇し
たことが明らかになった．以上のことから，広範囲支持型顎骨装置
は十分に機能していることが考えられた．

8．まとめ
保険適用となったインプラント治療である広範囲支持型顎骨装置は，
症例こそ少ないものの，
患者の機能障害の改善と口腔内QOLの向上に極めて有効
であることが強く考えられる．EMINEOインプラントは，
広範囲支持型顎骨装置において適切なインプラントのひとつであるといえよう．
しかしながら，
広範
囲支持型顎骨装置を適応した患者全員の機能性が向上するとは限らないことから7，
十分なインフォームドコンセントが必要である．
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「EMINEO」は、京セラメディカルの登録商標です。
※本資料は、本製品の適正使用を目的としております。記載されている内容には、歯科医師個人の見解が含まれます。
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EXTERNAL IMPLANT SYSTEM

Switch

on

EMINEO

「EMINENT（優れた）」、
「 OPERATION（操作性）」の実現を
目指し開発されたデンタルインプラント EMINEO。
先生方にとって「使い勝手のよいカタチ」をコンセプトに機能性、
有用性の向上を追求しました。

Fixture Line -up

ラインナップ（全21種

NP

RP

Fixture ＋ Cover Cap）

（Narrow Platform） （Regular Platform）

インプラント径

Φ3.3mm

Φ4.0mm

Φ5.0mm

Φ6.0mm

骨内長

-8.5mm
10mm
11.5mm
13mm
15mm

7mm
8.5mm
10mm
11.5mm
13mm
15mm

7mm
8.5mm
10mm
11.5mm
13mm
15mm

7mm
8.5mm
10mm
11.5mm
---

プラットフォーム径
HEX2面幅
HEX高

Φ3.5mm
2.4mm
0.7mm

Φ4.1mm
2.7mm
0.7mm

内スクリュー規格
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M 1.6mm／

ピッチ 0.35mm

M 2.0mm／

ピッチ 0.4mm

■ EMINEOフィクスチャー 医療機器承認番号22500BZX00480000

■ EMINEOシステムアクセサリー 医療機器承認番号22500BZX00481000

■ EMINEO用印象採得器具

■ EMINEOインプラント用手術器具

Product information

製造販売届出番号27B1X00047102111

WP

（Wide Platform）

製造販売届出番号27B1X00047101121

Φ5.1mm
3.4mm
0.7mm
M 2.5mm／ピッチ 0.45mm

■ EMINEO技工用器具

製造販売届出番号27B1X00047102110

保険適用製品

北京SINO Dental2015

島田 昌明先生 ご登壇
インプラント治療におけるメインテナンスの実際
−インプラント周囲病変への対応・メインテナンスの観点から問題点を考察する−
演 者

島田 昌明先生 しまだ歯科医院 ＜山口県防府市開業＞
去る2015年6月11日、
中国北京・国家会議中心（CNCC）にて北京SINO Dental2015
が開催され、
併催してJAPAN Seminarが開催されました。本セミナーは、
一般社団法人
アジアデンタルフォーラム（ADF）と日本歯科商工協会（JDTA）が共催した催事で、
日本
企業7社が参加し、それぞれの企業が日本もしくは中国から演者を擁立し講演して頂く
形式で執り行われました。
京セラメディカルからは、
山口県ご開業のインストラクター島田昌明先生にご登壇頂き、
「インプラント治療におけるメインテナンスの実際−インプラント周囲病変への対応 ・
メインテナンスの観点から問題点を考察する−」というテーマでご講演頂きました。
講演ではSTにおける15のチェックポイントをまとめられ、
それぞれに対する原因と対応策
を詳細にまた所々で臨床例を用いながら説明されており、中国の先生方からの注目を
浴びておりました。長期症例を織り交ぜ、各エビデンスと照らし合わせ、原因と対策を
見出し総合的にアプローチしていく日本人特有の臨床のきめ細かさを目の当たりにした
中国の先生方からは、
講演後、
もっと島田先生の講義を聞ける機会が無いかと問合わせが
ある程でした。

公演中の島田先生

中国は、
ここ2,3年でインプラント市場が大きく伸びています。そうした中、
派手な演題を好む傾
向にありますが、
今後多く予想される予後の課題に一石を投じる講演になったのではないかと思
います。
本セミナー主催の一般社団法人アジアデンタルフォーラム（ADF）は、
日本の歯科医療サービス
の国際展開の推進、アジアにおける国際相互理解の促進と歯科医療の発展を基本理念とし、
産学医一体となった海外展開をサポートされている江藤一洋先生を理事長とする組織です。
京セラメディカルは本法人の法人会員であり、今後展開するASEAN各国において、ADFのご
協力の下、有力大学へのアプローチを本格的に開始しております。
会場の様子

ご講演いただきました島田昌明先生、
また
多大なるサポートを頂きましたADFの江藤
一洋先生、岡野友宏先生、鷲沢直也先生、
誠にありがとうございました。

ADF理事長・江藤一洋先生による開会のご挨拶と
日本の医療技術・サービス紹介

講演終了後、江藤先生より島田先生へ感謝状の授与

北京SINO Dental2015
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Colloquium in 2015 開催レポート
「超高齢社会におけるインプラント治療を考える」をメインテーマに、
2015年7月5日（日）
「COLLOQUIUM IN 2015」をイイノホール＆
カンファレンスセンター（東京）にて開催いたしました。
午前の一般講演では3名の先生にご講演いただきました。今回のメイン
テーマに沿った実践的な内容で、有意義な講演であったと思います。
その後の特別講演ではNANO DENTALαをテーマにご講演いただきま
した。会場内にお試しコーナーを準備させていただき、多くの参加者の方に
お試しいただきました。
別会場では技工士向けの分科会も開催しました。昨年に引き続き予想を
上回る盛況ぶりで満席となり、会場外に聴講者が溢れるほどでした。
休憩時には、展示コーナーに多くの方が足を運ばれ、製品や書籍を手に
取り、熱心にご覧になられていました。

パネルディスカッション 座長 春日井先生

会場の雰囲気

技工士セッション会場

展示会場

午後からは、
「Digital Dentistry」と題して3名の先生のご講演をいた
だきました。技術の最先端に触れることができ、有意義であったと思います。
その後は、4名の先生にご講演いただき、パネルディスカッションを行いま
したが、聴講者に感動を与えるような、素晴らしい討論がされたのではない
かと思います。
今年は、総勢15名の先生からご講演をいただき、約470名ものご参加を
いただき、満員の会場からは活発な質疑応答が行われ、盛会のうちに閉会
いたしました。参加者の皆さま、ならびに座長・演者を務めていただきました
先生方に心より御礼申し上げます。

パネルディスカッション

メールマガジンで最新情報を毎月配信
弊社では、
新製品や催事の情報などお役に立つ情報を毎月メールマガジンにて
配信しております。
メールマガジンに未登録の方は、弊社WEBサイト＜京セラデンタルネット＞にて
登録を行ってください。
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COLLOQUIUM IN 2015開催レポート

スマートフォンをお持ちの方は、
こちらのQRコードからアクセス
できます。

口腔内
浄化。

歯科医院
専売

使用後 、
ピンク色から透明に変わります。
口 臭などの原因となる汚れを浄 化し、
口腔内環境を清潔に保ちます 。

【洗口液】
ナノデンタルアルファ

販売名：エーオーアールα 容量：500mL

全成分：海水

●使用方法
毎日のブラッシングの後、適量
（約20mL）
をお口に含んで、約1分間すすいでください。

●使用上の注意
ご使用時には、必ず別のコップをお使いください。直接キャップやボトルに口を付けて使用しない
でください。キャップ、容器の口等は清潔に取り扱いの上、
なるべく早くご使用ください。他の容器
に入れ替えないでください。内服液ではありません。保存の条件等により、
ミネラル分の一部が
沈殿する事がございますが、品質には問題ありません。

●保存方法

ナノデンタルア ルファ

直射日光を避け、冷蔵庫に入れて保管してください。開封後はなるべく早くお使いください。小児
の手の届かないところに保管してください。

［ 発 売 元 ］京セラメディカル株式会社 ［製造販売元］
フェイスラボ株式会社
「NANO DENTALα」は、日建レンタコムの登録商標です。

Product information
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TRIOSの設置紹介

高崎

卓治 先生
株式会社 高崎デンタルラボラトリー
＜大阪府吹田市＞

この度、TRIOSを歯科技工所にて導入されました㈱高崎デンタルラボラトリー様を
ご紹介させていただきます。
関西圏の交通の要衝であり、
-住みたい街-として大阪有数の吹田市、
そんな利便性と
好環境が調和した街の一画で、
高崎デンタルラボラトリー様は営業されております。
1988年の創業より、
「歯科技工補綴物を通じ地域社会の皆様へ 噛める喜び を提供
できるように」と高崎卓治社長を中心に18名の社員の方々が日々忙しく、
業務にあたられ
ております。技工所は外観、内装ともに清潔感にあふれ、従業員の方々が気持よく仕事
に打ち込まれている姿に、
モットーである 清潔・礼儀・向上心で一般社会の一員として
通用する人間形成 を体現する職場であるのだと感じる技工所です。

技工所外観

忙しい日々の中でも、
高崎社長のビジョンは昔から歯科技工の未来を見据えて
おり、
約10年前からCAD/CAMを使用した歯科技工に取り組んでこられました。
特に、
ジルコニアを中心とした審美的な補綴物やインプラント補綴に関する
知識の造詣は深く、
最近ではインプラントのサージカルテンプレートの製作にも
積極的に取り組まれており、
弊社も様々なご意見やご助力を頂いております。
この度、
ご導入頂きましたTRIOSに関しても、
デモ機を何度も吟味され、様々
な質問をされておられました。我々の-TRIOSは歯科医院様向けの製品なので
すが-との疑問に対し「今後必ず増加するであろうデジタル印象に対する先生方
の要望を、高いレベルで満たしていく為には一刻も早くその製品のノウハウを
蓄積していく必要があります」
「試行錯誤することで先生方からの様々な質問に
も答えることができるし、興味のある先生とネットワークを広げていくことができ
るはずです」等の理由から導入を決められた社長のご意見や、新しいものを積
極的に取り入れていこうとする前向きな姿勢が、強く印象に残っております。
今後、
TRIOSが生み出すデジタルネットワークが 噛める喜び を全国に広げて
いくお手伝いの一助となれば幸いです。
TRIOSデモ風景

作業場
「TRIOS」は、3Shape A/Sの登録商標です。
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TRIOSの設置紹介

CAD/CAMルーム

ミリングルーム

Model
パノラマ+CT

RAYSCAN α-3D
パノラマ+CT+スキャンセファロ

RAYSCAN α-SM3D
パノラマ+CT+ワンショットセファロ

RAYSCAN α-Multi 3D

Remote Control
ワイヤレスリモコンにより
患者さんの撮影ポジションを
簡単に操作できます

Technical Speciﬁcations (仕様)
タ

プ

Cone beam

患 者 ポ ジ ション

イ

Stand Type

焦

点

0.5

管

電

圧

60〜90kVp

管

電

流

4〜17mA
・パノラマ+CT ［RAYSCAN α-3D] : 148kg

重

量

・パノラマ+CT+スキャンセファロ [RAYSCAN α-SM3D] : 164kg
・パノラマ+CT+ワンショットセファロ [RAYSCAN α-Multi 3D] : 165kg
CT

パノラマ

スキャンセファロ

CMOS FPD

CMOS Detector

CdTe Detector

α-Si TFT

F. O . V

9×9cm

14.8cm

26×24cm

33×33cm

ボク セ ル サ イ ズ

0.143〜0.286mm 3

-

-

-

1.4

1.3

1.1

1.1

14秒

2.0〜14秒

4.0〜10.4秒

0.3秒

セ ン サ ー タイ プ

倍

率

ス キ ャン タ イム

■ レイスキャン αー Expert3D

ワンショットセファロ

医療機器認証番号 226AFBZI00002000

［製造販売元］
株式会社ICST

Product information
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