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切らないで 拡げてみよう ポケットを！ 
〜マイスタイル：Minimally Invasive Periodontal Surgery〜 
⻑尾 ⼤輔 ⻑尾⻭科（茨城県） 
Let's expand the periodontal pocket without making an incision. 
~Minimally Invasive Periodontal Surgery~ 
Daisuke Nagao (Ibaraki) 
 
⻭周外科にも使ってみようマイクロスコープ 
〜マイスタイル：MIST〜 
⼟⽥ 晃太郎 医療法⼈誠英会 ⼟⽥⻭科医院（宮崎県） 
Management of minimally invasive surgical technique. 
Kotaro Tsuchida (Miyazaki) 
 
マイクロスコープを⽤いた⾃費メインテナンス 
加藤 あゆ美 ノアデンタルクリニック・ホワイトエッセンス（岐⾩県） 
Periodontal maintenance using the microscope 
Ayumi Kato (Gifu) 
 
⻭科衛⽣⼠における苦⼿部位を克服する 
篠永 美佳 デンタルクリニック K（埼⽟県） 
Overcoming weakness as a Dental Hygienist 
Mika Shinonaga (Saitama) 
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シンポジウム１：マイスタイル〜今の私はこうしている〜 
 

切らないで 拡げてみよう ポケットを！ 
〜マイスタイル：Minimally Invasive Periodontal Surgery〜 

⻑尾 ⼤輔 
⻑尾⻭科（茨城県） 
 
 

⽇常臨床では中等度以上の⻭周病を抱え、抜⻭を余儀なくされるケースも多い。また、⻭周外科を施すことで保存

可能と判断しても、その⽅法は⻭⾁や硬組織を下げることで治癒に導く、いわゆる⻭⾁剥離掻爬術が中⼼であり、患

者に加える外科的侵襲は⼤きい。筆者は 2008 年〜2012 年に来院した患者 88 名、中等度以上の⻭周病に罹患した計

2206 本の⻭に対し、⻭科⽤マイクロスコープ下で⻭周ポケットを押し拡げ、必要最⼩限の術野を形成し、⾼精度にデ

ブライドメントを施すミニマムな⻭周外科をのべ 449 回施し、そのデーターをまとめ、2015 年に THE 

INTERNATIONAL JOURNAL OF MICRODENTISTRY で報告した。術後の⻭の保存率は、智⻭を含めても約 97.05%と

⾼い値を⽰した。Bop・排膿の状況は、術前が⼀⼈平均約 16.16 本であったのに対し、術後は約 2.51 本に減少した。

また、部位によって結果は異なるが、術前の⻭周ポケットが 6mm 以上であっても、⽐較的⾼い割合で 3mm 以下に改

善できる可能性があることがわかった。さらに、術後の鎮痛薬の服⽤状況を調査したところ、複数回服⽤した患者は

全体の約 16%と少なかった。これらの結果から、中等度以上の⻭周病に対し本術式を施すことは、臨床上⾮常に有効

であることが⽰唆された。今回はこのミニマムな⻭周外科についてのマイスタイルを紹介したい。 

略 
歴 

1994 年 神奈川⻭科⼤学卒業 
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シンポジウム１：マイスタイル〜今の私はこうしている〜 
 

⻭周外科にも使ってみようマイクロスコープ 

〜マイスタイル：MIST〜 

⼟⽥ 晃太郎 

医療法⼈誠英会 ⼟⽥⻭科医院（宮崎県） 
 
 

⻭周病の治療において⻭⾁縁上、縁下のプラークコントロールは必須である。⻭⾁縁下のデブライドメントにおい

て中等度以上の⻭周炎の場合、⾮外科治療で炎症の改善が認められなければ、⻭⾁溝切開や縦切開を⾏い、全層弁を

形成し搔爬、根⾯の清掃を⾏う Open flap debridementが⼀般的に⾏われている治療法である。また Enamel matrix 

derivativeや⾻補填剤、メンブレンを⽤いた⻭周組織再⽣療法においてもデブライドメントを⾏い、視野を確保するた

めに⼤きく剥離をする必要があった。近年、⻭科⽤マイクロスコープ を筆頭に拡⼤装置や照明装置の進化、普及によ

りデブライドメントや外科治療をより精密に、また最⼩限の切開や剥離で⾏うことが可能になり、患者の⾝体的、精

神的負担の軽減にもつながっている。1995 年に Harrel らによって提唱された低侵襲の⻭周外科治療 Minimally 

invasive surgery (MIS)は 、 Cortellini ら に よ り 少 しずつ 改良を重ねな が ら Minimally invasive surgical 

technique(MIST)として⽇本でも注⽬されている。 

MIST の⽬的は⑴低侵襲 ⑵⾎餅の保持安定 ⑶創⾯の初期閉鎖 ⑷チェアタイムの短縮 ⑸患者の不快症状軽減

の５つである。従来の⻭周組織再⽣療法と⽐較すると⼤きな粘膜⾻膜弁を必要とせず、⻭周組織の再⽣の場となる⾎

餅の安定に有利であり、また低侵襲の術式は不快症状も少ないという報告もあり患者利益も多いと考えられる。⽇本

でも⻭科⽤マイクロスコープは普及しているが、⻭内療法や修復治療にて主に⽤いられており、⻭周病治療ではまだ

使⽤されている機会は少ないと感じている。多くの場合、⻭周外科治療では様々な⽅向からアクセスする必要があり、

また⾎液、唾液、頬粘膜や⾆など排除しないといけない事が多く、さらにメスなどより鋭利な器具を扱う為、視野以

外にも注意が必要である。しかしながら⻭科⽤マイクロスコープを⻭周治療で使⽤することにより⾁眼ではなかなか

アクセスしにくい部位や⾒えない部位にもアプローチすることが可能になり、より確実にデブライドメントを⾏うこ

とが出来るようになる。⻭周外科において⻭科⽤マイクロスコープを使⽤する場合、明視野の確保が重要となる。ポ

ジショニングやアシスタントワークには⼯夫が必要である。⼩さく切開することなど術式に焦点が集まりやすいが、

⽣物学を考慮したコンセプトが重要であると考える。症例選択をきちんと⾏うことが出来れば、多くの場合良好な結

果が得られる。 

本セッションでは MIST、またより侵襲の少ない Modified minimally invasive surgical technique(M-MIST)を⽤い

た⻭周組織再⽣療法のコンセプトと術式を紹介する。 
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2002 年 昭和⼤学卒業 学 
会 

⽇本顕微鏡⻭科学会  

⽇本臨床⻭周病学会  

⽇本⼝腔インプラント学会  

AAP international member  

  



シンポジウム１：マイスタイル〜今の私はこうしている〜 
 

マイクロスコープを⽤いた 

⾃費メインテナンス 
加藤 あゆ美 

ノアデンタルクリニック・ホワイトエッセンス（岐⾩県） 
 
 
⾃費専⾨医院である当院ではスタッフ⼀⼈⼀⼈の役割分担が明確になっており、院⻑は治療を⾏い、ホワイトニン

グやクリーニングなどのデンタルエステを⾏う⻭科衛⽣⼠がおり、その間を取り持つ様に私がマイクロスコープを使

⽤した⻭周初期治療およびメインテナンスを⾏なっています。当院では『チームアプローチ』を意識しており、全員で

密に連携をとり合い業務を⾏っています。 

 マイクロスコープを使⽤することで、⼿指感覚に頼る処置から視覚を重視した安全かつ的確な処置を⾏うことがで

きるようになりました。また、患者教育においてもモニターを通じて視覚的に伝えることでお互いに理解が深まり、

信頼関係を築くことに役⽴っています。そしてスタッフ間の情報共有においても動画の記録が活⽤されます。 

 患者様は⼤切な時間を私に託してお越し下さいます。私にとってのマイクロスコープは、費⽤対効果を実感して頂

く為に必要なツールのひとつです。頂いた貴重な時間を最⼤限に活⽤するためインタビューは毎回丁寧に⾏い、その

⽇に何を提供するかを考えその場で判断をします。 

 ⼝腔内の問題点を把握して指導や処置をするために活⽤することはもちろん、患者様の不安を取り除くことやご⾃

⾝の⼝腔内に⾃信を持って頂きたい様な場⾯でも有効です。また拡⼤視野で観察することで⼼⾝の状態のヒントを得

ることもあります。私は「⼝腔内の状態＝健康状態」と捉え、⻭科衛⽣⼠の仕事は『健康』に直結することを強く実感

しています。基本的な⻭周治療も⾏うことは当然ながら、栄養状態や⽣活習慣についても注⽬し、時には助⾔をする

事で⻭⾁の状態も改善することがあります。健康維持、⻭周病の治癒、再発防⽌のためにマイクロスコープは術者の

⾒え⽅も変わりますが、患者様⾃⾝の健康の⾒え⽅も変えられる、素晴らしいツールだと思います。 

 

 マイスタイル＝⾃費メインテナンスです。時間や保険のルールに囚われていない私が、⽇々臨床の中で⾏っている

ことや、感じていることをお伝えします。 

略 
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2001 年 岐⾩⻭科衛⽣専⾨学校 卒業 

     岐⾩市内の⻭科医院で勤務 

2013 年 ノアデンタルクリニック・ ホワイトエッセンス 

勤務 
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会 

⽇本顕微鏡⻭科学会認定⻭科衛⽣⼠ 

⽇本⻭周病学会認定⻭科衛⽣⼠ 
 
  

  



シンポジウム１：マイスタイル〜今の私はこうしている〜 
 

⻭科衛⽣⼠における苦⼿部位を克服する 

篠永 美佳 

デンタルクリニック K（埼⽟県） 
 
 

今年で⻭科衛⽣⼠になって 31 年になります。新⼈の頃は切除療法、再⽣療法と⻭周外科の華やかな時代でした。⻭科

衛⽣⼠の私たちも、⾃分たちが⾏う Scaling/Root Planingの意味やその効果、器具の選択、ポジショニング、根⾯の

仕上げ⽅などを学ぶ機会が多くありました。そして、それらを裸眼で⾏うことは当たり前で、疑ったことさえありま

せんでした。 

その後、結婚、出産、育児をへて現場に戻ってきたら、待っていたのは《視野の拡⼤》という世界でした。デンタルク

リニックＫに勤務し、院⻑から拡⼤鏡の存在を教えて頂き、拡⼤して仕事をする喜びを知りました。それは⻭科衛⽣

⼠になって２０年⽬のことです、これまで培ってきた知識を拡⼤された世界で⾏うことに、とても充実感がありまし

た。これからは⼀つ⼀つのエビデンスを学び、⾃分の中に根付かせていき、⻭科衛⽣⼠として熟成させていく時を過

ごすのだと思っていました。 

７年前に１台のマイクロスコープが当院に⼊りました。当初は院⻑が根管治療に使⽤する⼤きな機械・・・という認

識でしかなかったのですが、院⻑から『⻭科衛⽣⼠もマイクロを使う時代が絶対くる』と⾔われ、私は３年前から使

⽤し始めました。使⽤していた拡⼤鏡よりもさらに⼤きい視野で、撮影ができる器械に私はすぐに夢中になりました。

これは、⻭科衛⽣⼠として年を重ねていくなかで、もうそんな⽬新しいことなどは起きないだろうと思っていた私と

って、価値観が覆るほどの出来事でした。 

⽇々マイクロスコープを使⽤し、⻭科衛⽣⼠業務を⾏っていくなかで、⼀つの問題点に気づきました。これまで何⼗

年と⾏ってきたポジショニングでは⾒えない部位があるということです。直視することを学んできた私は、各部位に

対するポジションが⾝体に染み付いています。しかし、マイクロスコープを⽤いるうえで必須となるミラーワークが

とても難しいと感じていました。正しく施術を⾏えないのならマイクロスコープを使⽤するのをやめようかとさえ思

いましたが、マイクロスコープを⽤いることで得ることのできる恩恵を捨てることができず、⾃分なりのポジショニ

ングを習得しようと取り組んできました。 

 

本⽇は、こんな私がどのようにポジショニングの練習を⾏ってきたかについて、お話しさせて頂きたいと思っていま

す。 
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1990 年 ⼤阪⻭科学院専⾨学校 卒業 

1998 年 銀座貴和会⻭科診療所 勤務 

2012 年 デンタルクリニック K 勤務 
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⽇本顕微鏡⻭科学会認定⻭科衛⽣⼠ 

 
 
  

  


