
	 はじめに

　拡大視野下で治療を行う重要性が認知され、
拡大鏡の使用率はかなり増えていると思われ
る。しかし、手術用顕微鏡（以下、マイクロ
スコープ）の普及率はいまだ10％ほどであり、
使用率となるともっと低いのではないかとい
われている。これは拡大鏡と比較して価格帯
が高いことに加えて使用難易度が高いことか
ら、拡大鏡で満足してしまうためではないか
と考えられる。
　顕微鏡歯科治療の特徴として、「拡大」「光

源」「記録」があるが、筆者の臨床に最も変
化を与えたのは「記録」である。従来の「記
録」は、臨床の各場面で一眼レフカメラに持
ち替えて写真を撮る行為に注力せねばならず、
さらに撮影した写真を即日患者説明に用いる
には手間がかかり、チェアータイムが長くな
る傾向にあった。
　日常のすべての症例を記録するのはたいへ
んであったため、筆者もここぞという症例に
限って「発表のため」に撮影していた。その
ため、「これは果たして患者利益のための行
いだろうか」と疑問を感じていた。
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にとりつかれた。2019年には日本顕微鏡歯科学会認定医の資格を取得し、今日では日常の
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　マイクロスコープの「記録」は、術者が治
療中に見ているそのままの状況を動画で撮影
できる。そのため、治療行為の中断が最小限
ですむうえ、プレゼンテーションシステムを
導入していれば、患者説明が至極容易となる。
　筆者はマイクロスコープ導入初期からプレ
ゼンテーションシステムである「アドメニッ
クDVP2」（カリーナシステム）を使用して、
日常臨床におけるほぼすべての治療で動画を
撮影し、治療直後にその日行った内容をお見
せして説明している。この「見せる」治療が
患者に気づきを与え、モチベーションを向上
させ、治療の理解を深め、信頼関係構築に役
立った臨床例を報告する。
　なお、今回提示する症例写真は、すべて「患
者に見せるため」に撮影した治療動画「記録」

を静止画にキャプチャーしたものであり、「発
表のため」に一眼レフカメラで撮影した写真
は一枚もない。 

	 症例の概要（図１）

初診：2019年６月
患者：40歳・男性
主訴：とくに気になることはないが、全体に
チェックと掃除をしてほしい
喫煙歴：なし
　初診時、患者に主訴はなく、治療が必要な
状態にある自覚はまったくなかった。全顎的
に不適合修復物、二次う蝕などが散見され、
現在も治療を続けているが、今回は誌面の都
合上、左側上下臼歯部に焦点を絞って紹介し
たい。

a：上顎左側臼歯部。５先
天欠損。４６の捻転

b：下顎左側臼歯部。５は
大きく、４もやや舌側傾斜

c：左側方面観。上下の歯列全体が舌側
に倒れている。１歯対１歯の咬合関係で
ある

図❶　初診時

d：左上臼歯部のデン
タル X 線写真。各修
復物内部の二次う蝕を
認める。６は神経が
狭窄している

e：左下臼歯部デンタル
X線写真。５遠心にう蝕。
７インレーの不適合。
６近心根管内弯のパー
フォレーション、根尖病
変、歯肉縁下に及ぶ二次
う蝕を認める
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	 初診時

　前述のとおり、患者はとくに主訴がなく、
問題を起こしている自覚は皆無であった。初
診時に、マイクロスコープを用いて全歯牙を
動画撮影し、修復物の不適合、二次う蝕、排
膿、歯列不正、清掃不良、食渣停滞、プラー
クの付着などが起こっている問題点を即日説
明した（図２）。
　患者はたいへんショックを受けていたが、
治療介入を受けていない部位に新たな問題は
ほぼ起きていないこと、ほとんどは以前治療
介入されている箇所の不適合修復物に伴う清
掃不良・プラークの付着が影響していること
など、実際に自分で見て理解できた。さらに、
マイクロスコープを用いた精密な歯科治療を
受け、口腔内を管理しやすい状況にすること
が重要だと気づいた。
　それ以降、治療のモチベーションが高まり、
より精度の高い治療を希望するようになった。
また、清掃状況も劇的に改善した。

	 症状のない歯の抜歯宣告

　６は、二次う蝕による内部の崩壊、歯根露
出、パーフォレーションと根尖病変など多く

の問題を抱えており、予後不良と考えられる
ため、抜歯を宣告した。通常、何の症状もな
い歯の抜歯は、患者の理解を得るのに苦労す
る。しかし、初診時のマイクロスコープの映
像およびデンタルX線写真により、患者は
スムーズに状況を理解し、抜歯について承諾
した（図３）。
　また、抜去歯は必ずマイクロスコープで患
者と観察している。衝撃的な映像であるため、
ショックを受ける患者もいるが、何が原因で
抜歯に至ったのかをわかりやすく説明できる
し、歯自体の構造などを理解してもらうのに
とてもよい機会である（図４）。

図❷　修復物の不適合が散見され、とくに隣接面での二次う蝕、食渣やプラークの停滞、
歯肉炎が見られる。プレゼンテーションシステムがあることで、初診時にすべての歯の状
態を動画撮影し、即日ですべてスムーズに説明できる

図❸　６。頰側の歯肉からは排膿が見られ、
パーフォレーションと繫がっているとみられ
る歯周ポケットが認められる
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	 インプラントとMTM

　６にインプラントを埋入し、これを固定源
としたMTMにより、歯列の改善を開始す
ることとした。インプラントは、５の矯正後
に歯列が揃うよう、事前に５を模型上で矯正
移動後を想定した理想的な位置に配列し直し、
６をワックスアップしてステントを作製して、
ポジションコントロールを行った（図５）。
　オッセオインテグレーションを待ち、５の
アップライトを開始した（図６）。このとき
もマイクロスコープで模型の写真を撮影して

図❹　近心根にはデンタルX線写真のとおりパーフォレーションと大きな根尖病変が見ら
れた。中隔の下部深くまで至る大きな病変であったが、幸い中隔の上部の骨は多く残存して
いた。５が舌側傾斜しており、ブリッジ補綴の条件が悪いこと、インプラントを利用すれば
MTMにより５の歯列不正改善も可能なことなどを説明するとインプラントを希望された

図❺　あらかじめ模型上で矯正後を見越した計画どおりのポジションに埋入できるようステントを作製
し手術を行っている。手術もすべて見てもらっている。切開・縫合を加えた範囲、埋入されたインプラ
ントの構造など知ってもらうことで、術後の注意点、清掃方法などの理解が深まる

図❻　６のオッセオインテグ
レーションを待って、５の
アップライトを開始した
（2020年２月）。模型上での
計画時の映像と同一画面上で
並べることで、現在の進捗状
況を患者にわかりやすく比較
してもらえる。矯正治療は長
期に及ぶが、術者には判断で
きるゴールが患者には理解し
にくい。ここまで来ればゴー
ルというのがわかると、モチ
ベーションが高まる
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おくことで、矯正中に同一画面上で位置を簡
単に比較しながら進捗状況を確認できた。

	 歯髄保存 or 抜髄？

　矯正治療のさなか、患者が６に違和感を訴
えたため、治療に移った（2020年５月）。６

は EPT（＋）、冷試験（－）、温試験（－）、
打診（－）だが、時に軽度の自発痛を伴う違
和感があるという。
　患者は６が根管治療後の問題で抜歯となっ
た経緯から、歯髄の重要性を理解され、歯髄
保存を強く希望された。しかし、診査結果的
にはクエッショナブルといわざるを得ず、患
者には直接神経を見て最終的に判断すると説
明し、処置を行った。
　インレーを除去し、二次う蝕を除去してい
くと、かなり深くまで修復象牙質の形成を認

めるが、検知液に濃染しう蝕となっていた。
髄室に達したが、出血はみられず、神経組織
は白濁として遊離し線維化している状態で
あった。おそらく、EPT（＋）は根管内で
わずかに残存した神経による反応とみられる
が、根管治療を行わざるを得ないと判断した。
　以上の状況を患者に言葉で説明しても、よ
く伝わらないだろう。動画ですべてをお見せ
したことで、患者も状況が理解でき、納得の
うえで抜髄を受け入れた。
　後日、バイオセラミックス系シーラーを用
いたCWCTにて根管充塡を行った（図７）。
　また、同時に７の治療も行った。７はEPT
（＋）、冷試験（＋）、温試験（＋）、打診（－）
で自覚症状はない。インレー、二次う蝕を除
去すると髄角が露出したが、神経組織を観察
したところ、透明感があり毛細血管の走行が

図❼　６は不適合なインレー修復に加え、歯列不正による清掃困難からう
蝕が進行したと考えられる。歯髄はほぼ完全壊死しており抜髄を選択した。
当日は隔壁形成まで行い、後日根管形成と根管充塡、即日築造と TEC作
製を行った
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見られた。止血も容易であり、炎症のないフ
レッシュな歯髄であると判断し、MTAセメ
ントを用いた生活断髄により保存した。
　２つの歯髄を実際に見て、比較してもらっ
たことで、神経保存を希望する患者にも抜髄
の決断が致し方なかったことを納得してもら
いやすかったように思う。
　７は断髄即日にダイレクトボンディングに
て修復し、治療を終了した（図８）。 

	 手前の歯も矯正したい

　５のMTMを進めていたが、患者本人か
ら「手前の４も少し外に出したい」と希望が
あった。毎回経過の映像を見ているなかで、
４も少し内側に倒れているのに自ら気づいて
治療したくなったのだという。これも「見せ
る」治療を続けた効果といえる。
　ただし、３も内側に傾斜、挺出して咬合し
ているため、スペースは限られている。患者
は全顎矯正までは考えていないとのことだっ

たので、可能な範囲で動かすこととした（図９）。
　2020年７月の矯正終了後、４５７のダイレ
クトボンディングを行った（図10）。

	 補綴治療の見せる化

　補綴治療では、技工物の審美性はもちろん
であるが、かけた手間隙と適合精度を患者に
見てもらっている。
　「見せる」治療を始める前は、稀に「どう

図❾　挺出している 3 と緊密に咬合してい
るため、あまりスペースはないが、５が動
いたスペースに引き込んで若干の歯列改善を
図った

図❽　７は正常な歯髄組織が観察され（a）、保存にまったく問題はないと判断しMTAにて覆髄（b）。即日
ダイレクトボンディングにより修復を行った（c〜 f）。患者はその審美性よりも、インレーと比べ精密な適
合が得られている点に感動していた

ａ
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して先生の治療は、こんなに長く口を開けて
いなければならないのか。治療が下手なん
じゃないか」と苦情を言われ、つらい思いを
したこともあった。精度を上げるための手間
隙など、患者には知るべくもなく、また想像
もつかないことであり、早い、安いがよい治
療のように感じてしまう方がいるのも、いま
思えば当然である。

　たとえば、支台歯形成にしても、全周を均
一な厚みとなるよう切削し、段差のないシャ
ンファー形態に仕上げ、歯牙の断面の微妙な
凹凸を EVAコントラを用いて平滑に整え、
最終形態を見据えたTECを作製する。何も
知らない患者にとっては、長く苦しい時間で
しかない（図11）。
　何のために、どのような手間と時間をかけ

図❿　４５７は旧修復物とう蝕の除去後、ダイレクトボンディングにて修復した。患者もこのころになると「先
生の推奨されるよい治療ですべて行ってほしい」と言ってくださるようになり、「見せる」治療により信頼関係
が構築された結果だと考えている

図⓫　マージンラインを形成後、歯牙断面の微妙な凹凸が残ることがある（a、b）。適合精度および形態に影
響を与えるため、EVAコントラなどを用いて平滑に整えている（c、d）。また最近は口腔内スキャナの導入
も「見せる」化に貢献している（e、f）。写真や動画では２次元的で伝えにくいことを３次元的に自由に動か
して説明できる。こうした説明を続けていると、多くの患者は「冠補綴治療」について予想以上に理解して
いないことに驚く。見せることで、今後どのような管理が必要なのかも理解しやすい。この場合も TECを装
着した状態のスキャンを見せながらディスカッションし、４６の捻転から形態的に無理が生じて清掃困難と
なりやすい場所の清掃指導を行っている
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ていたのか、その結果どれだけの精度が得ら
れたのかを目にすることができれば、その苦
しみは信頼に変わるはずである。頑張って付
き合ってくださった患者にこそ、その成果を
目で見てもらって、感動を共有すべきだと考
えている（図12）。

	 インプラントの上部補綴

　インプラントの上部補綴は、スクリューリテ

インを選択し、アクセスホールはダイレクト
ボンディングで閉鎖した。埋入の際もそうで
あるが、セット時においても各工程を動画で
見てもらうことで、インプラントの複雑な構
造を患者にわかりやすく伝えることができる。
　また、構造を理解することで、どこをどの
ように清掃すればよいのか、メインテナンス
の重要性などについても、より深く理解して
もらえる（図13）。

図⓬　４６補綴物セット時（補綴物製作：㈱ LAZARUS ／ 2020年７月）。全周にわたり
細形の探針先端でなぞり、触知できるような浮きや段差がない精密なフィットが得られて
いることを確認。もちろん撮影して患者に見せる。適合を見せることで、精密さへのこだ
わりを知ってもらうのと同時に、清掃すべき対象がどのような状態でどこにあるのかを理
解してもらい、普段のケアを的確に行えるよう指導に役立てている

図⓭　インプラントの構造は、患者には理
解しづらく、アバットメントスクリューの
緩みのトラブルの際、インプラントが抜け
たと勘違いするなど、混乱のもととなるこ
ともある。構造を説明しておくことで、安
心感も得られるし、メインテナンスの重要
性も理解してもらいやすい
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	 本症例を振り返って

　 初診時、患者本人には治療の希望や訴え
はまったくなかった。しかし、マイクロスコ
ープを使った「見せる」治療により、患者に
気づきを与え、予知性のある精度の高い治療
法を選択してもらい、感動を共有していくこ
とでよい関係を築けたと思う（図14）。

謝辞
　いつも長く苦しい治療に耐えてくださり、突然の
申し出にもかかわらず、掲載の許可をくださった患
者には感謝の言葉もない。
　また、若輩の私に執筆の場を与えてくださった吉
田 格先生、気合の籠もった精密で美しい仕事をし
てくださる株式会社 LAZARUS の皆様の技工なく
して、この結果はない。この場をお借りしてお礼申
し上げる。

a：治療前（2019年６月）

図⓮　治療前後の比較。下顎は矯正、上顎は補綴的に歯列を改善した。また、マイクロスコー
プにより適合精度の高い修復を行うことができた（術前・術後でカメラが変わり、少し色味が違っ
ているのが残念である）。プラークもいっさい付着がみられないくらいに衛生状態が改善された
が、歯肉退縮が認められる。聞くと歯の重要性に目覚め、以前より極端に積極的な清掃を行う
ようになったとのことで、その影響が考えられたため、今後は歯肉退縮を起こさない清掃指導
の必要性を感じている

b：治療後（2020年８月）
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吉田 格

顕微鏡が導く良好な治療予後

	写真記録から動画記録へ

　顕微鏡を使うことで得られる代表的なメ

リット３つのうち、「記録」にフォーカスし

た症例を提示いただいた。本稿で重要なポイ

ントは、以下の３点である。

①�事前に症例発表を想定していなかった、日

常臨床からの抜粋である

②�静止画カメラを用いず、治療中の顕微鏡か

らの動画を切り出して印刷原稿にしている

③�治療動画を患者と共有することで、徐々に

信頼関係が形成され、良好な結果が導かれ

る過程が物語的に表現されている

　全顎にわたる大規模補綴などを克明に写真

撮影して症例発表することは、とくに日本の

歯科界で伝統的に行われてきた発表スタイル

である。それは、歯科界全体のレベルを押し

上げるためにも重要であった。

　その一方、頻繁に治療の手を止め、口角鉤

を持たせ、カメラと鏡に持ち替え……という

行程は、患者利益としていかがなものかと言

わざるを得ない。

　しかし、顕微鏡下での治療は、高度な治療

を提供すると同時に、動画記録により術者の

一挙手一投足が共有される。それによる患者

の安心感は、他のいかなる方法にも代えがた

く、その過程が伝わってくるのは何とも微笑

ましい。

　しかし、なかには治療を見たくないという

患者もいるので、今後は見せすぎることへの

配慮も必要になってくるはずだ。

	治療オプションに加えたい移植

　症例そのものについてだが、６の治療方針

には多くの意見があるだろう。抜歯からイン

プラントというのが最も安全で現実的な流れ

と思うが、他にどのような選択肢を示したか

は本稿では不明だ。

　一案として筆者は、健全な遠心根を90°回

転した状態で、中隔に移植することがある。

移植はインプラントよりも信頼性に劣るが、

生体という天然資源を最大限に活用できると

いう意味で、患者に好まれる傾向にある。治

療のオプションに加えてもよいと思う。

　口腔内はブラインドになっていたり、光が

入らないために、「勘」に頼って治療を進め

ざるを得なかった。どれほど図や写真を用い

て力説しても、説得に近い納得にならざるを

得なかった。

　そこへまさに光を当てたのが顕微鏡であり、

患者の心のブラインドを外す最も有効な手法

であることを、本稿は示していると思う。
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