
　PDM 札 幌 は、「 破 折 歯 治

療」の治療成果を社会に還

元しようと、昨年夏に「市

民フォーラム」を開催しま

した。

　破折した歯も治療が可能

というテーマのフォーラム

「その歯、抜かないで！」には、80 名を超える市民の

方々にご参加いただき、一本の歯を大切にすることの

価値をご理解いただきました。このような機会を通じ、

PDM の活動が、広く患者の皆さまに浸透していくこと

が、私たちの願いです。

実りの年・2013 年を振り返る
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　　   年も山中湖の大平山から、初日の出に映える霊峰・紅富士を遥拝することができ

ました。この拝礼は 2000 年から続けて 15 度目になりますが、今年はこれまでにはなかっ

た積雪で、雪山の美しさを楽しませて頂きました。元旦に富士山からの霊気を頂くこと

で１年の活力を胸に蓄蔵し、また、この 1 年の成すべき目標を霊峰富士に誓うことがで

きました。

　このお正月も患者さまから嬉しい年賀状を沢山いただきました。治療後 20 年から 30

年になる 70 歳代の方々に、「御節が美味しくいただけました」、「入れ歯にならずに済ん

でいます」、「お陰様で口の中青空」とのお知らせ。中には今年でメンテナンス通院 40

年になりますという 80 歳代の患者さまに、「お陰様で元気に長生きしています」とのお

知らせ。歯科医師冥利に尽きます。眞坂歯科医院を 44 年に渡って続けて来たことで皆

様から頂けるお言葉、歯科医療は実にやりがいのある喜びの大きい仕事です。

初日の出に映える霊峰紅富士。本年はこれまでにない大雪でした。

本

　私は、2010 年の眞坂歯科医院 40 周年記念式典で院

長職を岡田常司先生に引き継ぐにあたって、ご出席の

皆さまに約束したことがあります。それは、院長職を

辞して時間ができたら、「この歯科医療に従事する楽し

さをより大きくする方法論」を次世代の歯科医療従事

者に伝えることでした。歯科医療の理念、診断能力、

技能練磨、治療説明、治療データ蓄積、治療内容評

価、口腔ケア、等伝えたいことは沢山あります。この

システム構築とその遣り甲斐と楽しみ方の具体的構築

法が課題で、これを目的として立ち上げたグループが

PDM21(Professional Dental Management 21century) です。

　現在は、東京、札幌、釜山（韓国）の３グループがあり、

地域単位で活動をしています。

　この PDM21 は制約の多い保険医療制度のルールを守

りながら保険外の治療と口腔ケアによる維持管理を行

い、これをデータとして蓄積いたします。これにより、

口腔ケアを併用した質の高い歯科治療は 10 年単位の長

期年数で評価した場合には、歯が失われず、時間の無

駄が無く、そして、費用も安く済むことを実証できる

と考えております。このデータを公にすることで、現

在の質の保証の無い歯科保険制度を変えたいとする要

望が社会から立ち上がることを願っての企画なのです。

　幸いにも、私が 1982 年から続けて来た破折歯の接着

治療法が発展し、現在は自信を持って対処できるよう

になりました。また、歯科医療界での評価も上がりま

した。割れた歯を抜かずに治療で残したいと希望する

受診者が多い中、この治療法を駆使できる歯科医師を

育てることも急務となっております。PDM21 はこの治

療を安心して受診できるようにするための認定医制度

を設立することも予定しております。

　この記事を読まれた皆さまも、この PDM21 に対する

ご要望やご意見、また、ご協力をお願いできれば嬉し

く存じ上げます。

　    科医療には超高齢化で増大する介護医療費の問題を大きく改善できる力がありま

す。高齢者の健康維持には噛む力が重要です。噛む力を良好に維持することは、高齢者

の QOL を高くしながら脳を活性化し、要介護者を少なくする力があります。食は生命

の根源であり、口で良く噛むことは頭脳活性化の根幹なのです。そのために必要なこと

が、簡単に神経を取ったり（抜髄）、簡単に歯を抜いたりせずに噛み合わせを良くする

質の高い治療とそれを維持する定期的な口腔ケアなのです。また、現在はどうしても歯

を残せない場合であってもインプラントで強い噛み合わせを確保できるようになってい

ます。これら歯科医療の力を社会に認知していただくことも、今年の抱負の一つと考え

ています。

歯

PDM21
Professional Dental Management 21century

第１回山中湖セミナー

　PDM21 は、昨年９月にセミナーを開催。東京、札幌、

広島から 15 名の歯科医師が参加し、歯科医師と歯科

医療界が抱える現実的な問題からテーマを取り上げ、

２泊３日の合宿スタイルで集中討議を行いました。こ

こでの成果は参加者個人の毎日の診療に必ず生きるも

のと信じ、今年も開催を予定しています。

▲夜が更けても熱心な講義や討議が続いた、山中湖セミナー。
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http://www.masaka-dental.com

私たちは、受診者の皆さまが快適な食生活と健康的な美しさ
の維持により、心豊かな日々をお過ごしいただけることを第
一に考えた診療に全力をあげています。

■住         所　世田谷区奥沢 5-26-9　自由が丘栄ビル３F

■診療時間　AM9:30 ～ PM1:00・PM2:00 ～ PM5:30
■受付時間　AM9:15 ～ PM6:00
■休  診  日    日曜・祝日

℡ 03-3718-8470  03-3718-9109Fax

■ホームページアドレス

一般歯科・口腔外科・インプラント・特殊治療（接着治療・顕微鏡治療・ＣＴ診断）etc.

←眞坂歯科医院

眞坂歯科医院

PDM札幌

市民フォーラムを開催

ニュ−スレターへのご意見・ご要望

をお寄せください。皆さまのご要望

にそった快適な歯科治療の提供がで

きますように、スタッフ一同頑張っ

てまいります。

C o n t e n t s

眞坂歯科医院通信
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●「一歯一生・一生一歯」の理念
　 を伝える

●ご意見をお待ちいたします

●実りの年・2013 年を振り返る

● PDM21

PDM21
研究会
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活動報告

（Professional Dental Mana-
  gement 21century）



　　　国への訪問は、私が推進している PDM（PDM に

ついては、この号の最終ページをご参照ください）が、

韓国にて発足の運びとなり、その創立総会への出席と記

念講演が目的でした。

　韓国では、治療中心の診療アプローチから脱し、予防・

維持・管理といった積極的な治療方式を追求する歯科医

の研究グループ「CARE ONE 予防研究会」が組織化され

ていましたが、会の中心メンバーである張明組氏のご尽

力によって、このほど PDMK（K は Korea）として再出発

することになりました。韓国も日本と同じく、経済的背

景から開業医は医院の経営施策

に目を向ける必要があり、PDM

の思想を導入することになった

ものです。

　張氏は私の知友であり、現在

は釜山で「Yours 歯科病院」を経

営しています。今から 16 年前に

なりますが、私の釜山での講演

を聞いたという張氏が私の診療

室を訪問してくださり、親しく懇談したことが厚誼の始

りです。私が贈った「一歯一生・一生一歯」の言葉をたい

へん大切にし、病院の待合室に掲げてくださっています。

　釜山でも屈指の歯科病院経営者として、また患者さま

に多大な信頼を得ている歯科医としてご活躍する張氏に

再会し、日韓両国における予防歯科医療の現状や、PDM

活動の今後のプランについてお話ができたことは大きな

収穫でした。

　上海で開催された、民間歯

科医師会のワーキンググルー

プ創立総会に招かれ、合わせ

て 開 か れ た「 民 間 歯 科 開 発

フォーラム」で、良質な歯科医療の提供と医院経営をテー

マに講演を行いました。

　参加者は若い歯科医が多く見受けられましたので、「自

然の歯を大切にすることを心がけて口腔機能を維持する

治療が、受診者の生活の質を向上させるというポリシー

を持って治療に専念して欲しい」ことなどをお話ししま

Izmil（トルコ）

釜山（韓国）

上海（中国）
　　  京から 13 時間、トルコ

のイズミール（IZMIR）は「エー

ゲ海の真珠」と讃えられる美

しい町で、イスタンブール、

アンカラに次ぐ大都会。

　この町に住む旧友のベンギ

ス博士の招きにより、国際学術大会での講演の機会を得

ました。ペンギス博士は、学術誌（Ashesion= 接着）に

発表した私の論文、「破折歯の接着保存」（1998 年）に

興味を持たれ、来日の折に私の診療所にお寄りくださっ

たのが縁で、それ以来ご厚誼を賜っています。

　専門用語のトルコ

語への翻訳に、一日

中ホテルに缶詰状態

になって苦労もしま

したが、一本の歯を

残したいという私の思いと、

臨床での実践と創意の話は

十分に伝わったと評価して

いただきました。

2013.11.8 ～ 10

東

2013.11.30～ 12.1

2013.10.23 ～ 24

韓

日本補
ほ て つ

綴歯科学会（福岡）
2013.5.19

　　  内での講演会やセミナーも数多

くこなしましたが、中でも、日本補
ほ て つ

綴

歯科学会のシンポジウムに招かれ、垂

直破折歯の接着再植治療についての講

演の機会を得たことが印象深く残って

います。

　破折した歯を残す治療は、治療に手

間や技術を要することや、「長くはもたないのでないか」

という不安から、多くの歯科医たちが臨床へ導入できな

かったことがあります。しかし近年になって歯根破折の

トラブルが多くなる一方であること、術式が進歩したこ

と、また、長寿社会を迎えての健康志向から自分の歯を

できるだけ残したいという希望が増えたことなどで状況

が変わりました。

　私は、歯科医の一人ひとりが、一本の歯を大切にする

ことを基本に受診者の皆さまに真摯に向き合い、QOL（生

活の質）を追求する治療を行っていくことが、今後もま

すます必要になると考えていますが、この学会での講演

を機に多くの方々と話した中で、歯科医療界の意識が変

化しつつあることを感じました。

　また、シンポジウムの反響が大きかったということで、

補綴歯科学会から「日本補

綴歯科学会誌」への論文執

筆の依頼があり、今年の１

月号に「垂直破折歯根の接

着治療」が掲載されました。

▲ PDMK創立総会にて張明組氏と。

国

「一歯一生・一生一歯」の診療理念を伝える

トルコのイズミルは、地中海の真珠と讃えられる美しい港町。

         013 年は、私の思い描いていた「歯科医療はかくあ

りたい」という願いが、一歩一歩現実に近づいているこ

とを実感できた実り大きな年であったといえます。

　遠くはトルコ、近隣では中国、韓国に足を運び、生涯

の研究課題である「破折歯治療」の世界的普及に寄与す

ることができました。国内に於いては、補綴学会での招

聘講演もあり、「破折歯」に関する歯科医療界の意識の

変化を肌で感じることができたことも収穫でした。また、

後で詳しく述べますが、歯科医療に従事する者の「遣り

甲斐と楽しさ」の方法論を追求する PDM21 の活動も順

調に軌道に乗り始めました。

　　  り返ってみると、この年齡で我ながらよく動けたも

のと思います。この原動力は「一歯一生・一生一歯」の

理念に他なりません。いま、自分の歯を一本でも抜きた

くないという患者さんの希望に添う医療が行われている

かというと、まだまだそうではありません。私はこの現

実をなんとか打破したい、私の治験と経験を一人でも多

くの人に語り、これからも「一歯一生・一生一歯」の理

念を多くの皆さんに伝えていきたいと願っています。
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振

した。また、さすがに漢字発祥の国、「一歯一生・一生一歯」

は、多くの説明を必要とせず共感してもらえたようです。

　講演の終了後は熱心な質問が相次ぎ、これからの中国

の歯科医療を担う若い歯科医師におおいに期待をもった

次第です。今年の４月には、広州、成都、深圳での講演

会が予定されており、再び中国に行ってまいります。

○
イズミール

▲贈られた感謝状には、「卓越した科学的貢献を認む」の言葉が…

▲張氏の歯科病院には「一歯一
生」の言葉が掲げられている。

日補綴会誌  Ann Jpn Prosthodont Soc 6 : 000-000, 2014
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Ⅰ．はじめに

　臨床現場で歯根破折が増えている．歯根破折はメタ
ルのポストコア装着歯に多く，それも装着後5年～10
年の長期経過後に発症している．したがって，現時点
でメタルポストの装着を止めたとしても，時間差でこ
れからまだまだ多くなることが予測される．破折を惹
き起こさない支台築造法の確立，歯根破折歯の治療法
確立，定期検診での早期診断，これらに歯科医療界を
上げて対応する必要がある．
　破折歯は炎症の進行が少ない初期の段階であれば治
療が容易である．すなわち，早期診断・早期治療のシ
ステム構築が必要である．定期検診の中で破折の心配
がある修復歯を予めリストアップした上で，プロービ
ング検査，X線検査，CT検査を行うことである．
　破折歯の接着保存を始めてから 31年が経過した．
口腔内接着直接法から始まった破折歯接着治療は，口
腔外接着再植法，4‒META/MMA‒TBBレジン・パッ
ク（以下MSBパックと略）の開発，回転再植法，組
織再生療法の導入，経過不良時のフラップ手術または

意図的抜歯再植法による破折溝部閉鎖治療の導入へと
展開した．この31年の経緯で展開した破折歯接着治
療の治療術式について報告する．

Ⅱ．破折歯接着治療における術式ならびに

 
材料と機器の展開

　破折歯接着治療は1982年 9月の 1単純破折歯が始
まりである．歯の破折は有髄歯の歯冠・歯根破折，2
分割から 3分割の複雑破折など様々な破折形態を示
す．また，その歯を保持する歯周組織の状態をみると，
破折直後で歯槽骨破壊の少ない新鮮破折から歯槽骨破
壊が大きく進行した陳旧性破折まで種々のステージが
ある．破折歯の接着治療を始めた初期の段階において
は，抜歯せずに保存可能と診断できる症例は限られて
いた．しかし，この接着治療の適用範囲を広げたいと
いう強い思いが意図的抜歯再植法などの新たな術式へ
の展開となり，また，組織再生療法（エムドゲイン，
GTR法メンブレン，骨補填材），マイクロスコープ，
CT装置などの材料や機器の発展がこの術式展開を後
押しする形になった．

眞坂歯科医院
Masaka Dental Clinic

依 頼 論 文

垂直破折歯根の接着治療
眞坂　信夫

Adhesive treatment of vertically fractured roots

Nobuo Masaka, DDS, PhD

抄　録
　近年，メタルコアの応力集中が原因と考えられる垂直破折歯根が多くなった．2005年の調査で歯根破
折は日本人の抜歯原因の11％を占めると報告されているが，この調査から8年経過した現在はもっと多く
なっていると予測される．歯根破折は長期経過後に発症する．現時点でメタルコアの使用を止めたとしても，
治療済みのメタルコア築造歯の歯根破折発症でこの数値はまだまだ増え続けるであろう．歯根破折を発症
しない支台築造法の確立，破折歯を保存する接着治療法の確立，ならびに，治療が技術的に容易である歯
根破折の初期段階を診断する定期検診システムの構築が急務である．

和文キーワード
破折歯，接着治療，支台築造，意図的抜歯再植

◆特集：日本補綴歯科学会第 122 回学術大会／シンポジウム 2
　「垂直破折歯根の接着再植治療」

（注）補綴（ほてつ）とは、歯が欠けたり、なくなった場をクラウンや入れ歯な
どの人工物で補うことをいいます。日本補綴歯科学会は、1933 年に設立された
日本有数の歯科学会です。補綴による治療に使う新しい材料や治療技術を開発・
研究し、機能回復によって健康が維持され、健康長寿に貢献できることを目指
しています。

＊地図は外務省 HP より転載


