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形態と機能のシミュレーション

編集部：本特別企画では，無歯顎患者の治療におい

て“口腔内に高度に適合する総義歯をいかに作るか”

をテーマに，前号の前編（47 巻 4 号）では基本的な

総義歯治療の手順を示していただきました．そこで

は，歯科医師が①外形態，②内面形態，③上下顎間

における 3 次元的な空間，④人工歯の大まかな排列

位置，⑤機能運動の方向性，を定め，歯科技工士が

それらを再現するということでしたが，その過程を

言い換えるならば，歯科医師と歯科技工士が「診断

用義歯（プロビジョナルデンチャー）を用いて総義

歯の外形態をいかにして作り込んでいくか」という

プロセスになります．今回の対談では，このプロセ

スについて具体的な実例をもとに歯科医師，歯科技

工士それぞれのお立場から解説をしていただきた

いと思います．

丹谷氏（以下，Dr.丹谷）：「プロビジョナル」を使う

という意味では，デンチャーの世界だけではなく，

補綴装置全般の作製時においてある程度常識的な

プロセスになっているかと思いますが，特にフルマ

ウスに近い症例では，一度，シミュレーションする

という意味でも，必須ではないでしょうか．

中込氏（以下，Dt.中込）：総義歯もフルマウスリコ

ンストラクションですから，同じですよね．例え

ば，フルマウスのポーセレンワークをする時に形態

や機能を一度レジン等のプロビジョナルで作り上

げて，それを反映した補綴装置作製を行うというの

は補綴臨床の世界では当たり前のことで，総義歯治

療ももちろん例外ではありません．

特別企画

総義歯の外形態構築を定義する

後編　対談：診断用義歯を活用した総義歯形態の“作り込み”／
　　　無調整で最終義歯を装着できた三症例
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Dr.丹谷：総義歯治療でそれをやらずに一発で最終

義歯を作ると，結果に大きな差異が生じると思いま

す．そのやり方でコンスタントに満足な結果を出す

というのは，ほとんど神業に近いのではないでしょ

うか．もちろん，時と場合により条件や環境が異な

りますので，常にシミュレーションをするわけには

いかないでしょうけれども……．

編集部：最終義歯作製の前に口腔内に装着する仮義

歯ということでは，「パイロットデンチャー」「プロ

ビジョナルデンチャー」「治療用義歯」等々，さまざ

まな呼称が用いられていますが，おふたりが「診断

用義歯」という言葉を使うのはなぜでしょうか．

Dt.中込：意味を正確に伝えることができる言葉と

しては日本語の方がわかりやすいですし，患者さん

にお話をする時にも伝わりやすいように思います．

Dr.丹谷：「この患者さんには，この形態と機能で良

いのかどうか」をシミュレーションし，そのシミュ

レーションを経て「どのような形態と機能を最終義

歯に付与するのか」を診断するための義歯，という

意味で，この言葉を使っています．患者さんも診断

するためのものとして重要性を認識してくれます

し，痛みが生じたとしても単なる仮歯の痛みではな

く，診断するための大切な現象として，それを最終

義歯の形に反映させていく旨を伝えていきます．

Dt.中込：ある意味，その診断を終えた後に治療がス

タートするわけで，厳密に言うならば，総義歯治療

に関しては，診断用義歯のプロセスを終えた最終義

歯作製工程以降からが，治療なのではないかと思い

ます．とはいえ，決して特別なことをしているわけ

ではありませんよ．

Dr.丹谷：私のイメージとしては，最終義歯を作製す

る一連の流れの中で，特に大切な部分を重点的に

行っている感じです．そして，診断用義歯は一日で

作らなければならないものではありませんから，

個々のケースの事情に応じて何回かに分けて作って

いくこともあります．例えば，多数歯抜歯のケース

で，残存歯周囲の骨隆起が著しかった場合などは，

「第二次（最終）診断用義歯」を新たに作製すること

もあります．もちろん，そこには最初の診断用義歯

の形も反映させるわけです．何より，診断用義歯を

用いたシミュレーションで目指すべきものは，「形」

そのものです．

Dt.中込：私は歯科技工士として総義歯治療に参画

することが多く，診断用義歯の作製にもずいぶんと

関わってきましたが，何を目指して診断用義歯を作

り込んでいくかというと，「最終的にこんな義歯に

なってもらいたいなぁ」ということだけなのです．

少なくともこれまでの経験から，私の場合には上下

別々になっている概形模型を見ると，「たぶん，こう

いう形の義歯になるだろうな」というのが大まかで

すがわかるようになっています．頭の中で形を立体

的に組み上げる癖が付いてしまっているようです．

編集部：つまり，そのイメージを実際の形にしてい

るということですか．

Dt.中込：もちろん，100％そのイメージになるわけ

ではありませんが，そのイメージをもとに，患者さ

総義歯の外形態構築を定義する

表 1　診断用義歯を用いた総義歯治療のワークフロー

診断用義歯の製作と調整

「 1 1 → 2 2 → 3 3 」「 1 1
→ 2 2 → 3 3 」「 4 4 → 5 5
→ 6 6 → 7 7 」「 4 4 → 5 5
→ 6 6 → 7 7 」の順で人工歯
を排列し，蠟義歯を作製する

寒天複印象材を用いてコピー
デンチャーを作製し，床縁形
態と内面形態が再現された最
終印象を採得する

総義歯の外形態，内面形態，
上下顎間の 3次元的空間，大
まかな人工歯排列位置，機能
運動の方向性，等を定める

重合，咬合調整，研磨を行い，
試適を経て完成となる．患者
の口腔内に装着するまでは水
中保存することが肝要である

試適→完成
コピーデンチャー作製
→最終印象採得

人工歯排列
→蠟義歯作製
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んによって異なる個々の理想的な形がどのようなも

のなのかを探っていきます．

編集部：そのイメージは，どのように習得されたの

でしょうか．

Dt.中込：私も 50 歳を越えましたので「若い人たち」

という表現を使っても構わないでしょうか……

（笑）．若い歯科技工士の人たちによく言うのは，「ひ

とつ一つの現象や事象をまずは自分の頭で考えるこ

とが大切だ」ということです．先達に尋ねたり書物

で調べたりすることはもちろん大切ですが，「まず

は自分で考える」という癖をつけた方がよいですね．

自分の感性をもう少し信じてもよいのではないで

しょうか．特に歯科技工士という仕事は最終的には

「形」にして表現するわけですから，その形について

自分なりの考えを持つことが求められます．

Dr.丹谷：私はまだ若輩者で，鍛練中の身であります

が……（笑），その形のなかに，口腔内における機能

が宿るわけです．その作り出された形に違和感があ

る場合には，たいてい何かが間違っているというこ

とです．形にも，いろいろな表現方法のバリエー

ションがありますからね．

編集部：その形のイメージを得るためにはどうすれ

ばよいのでしょうか．

Dr.丹谷：歯科医師であれ，歯科技工士であれ，とに

かく良い形の総義歯をたくさん見ることだと思いま

す．そうすると，総義歯にもいろいろな形があるこ

とが理解できてきます．そして，それらを自分の頭

でしっかりと考え，自分の感性で見分けていくこと

が大切なのだと思います．

Dt.中込：総義歯を含めて補綴装置や術式には「絶対

的な真理」というのはないわけで，いろいろな考え

方や形があって当然です．ですが，「何でもいい」で

はダメですよね．「絶対的な真理はない」という前提

に立ってもなお，「私はこう考え，こうする」「こう

いう形が良いと感じる」というのが大切です．

編集部：今回の特別企画では 6 名の歯科医師の先生

方に計 7 症例を供覧していただいていますが，今回

提示された総義歯の形というのは，全て，各先生方

の症例において「あるべき総義歯の形態」というこ

とになりますでしょうか．

Dr.丹谷：私の症例については，「この形で間違いな

いだろう」と考えているからこそ，提示させて頂い

ております．それから，先ほども少し話題になりま

したが，ここからが本来の総義歯治療の始まりで，

継時的にいろいろな変化が表れてきます．患者さん

との長い長いお付き合いの始まりなわけですが，今

回のケースにおいても，患者さんはヘルペスが口角

によくできてしまう方で，義歯装着時に「あまり開

口したくないので，少し小さくしてもらえないです

か？」と言われました．このような時，術者として

はどうするのが最良なのでしょうか……．診断用義

歯におけるシミュレーションを終えてもなお変化は

余儀なくされるものですが，まずは一つの，自信の

持てる基準を作る作業がこれにあたるのだと思いま

す．

Dt.中込：読者の方々の中で今回の企画で提示され

た総義歯の形に何かを感じていただけるのであれ

ば，その次に，「何を，どのように感じているのか」

を自らで考えていただきたいと思うのです．

編集部：一般の患者さんが，自分が作ってもらう総

義歯の形について何かイメージを持っているという

特別企画

Seiichi Tanya（Dentist）
1999 年　日本大学松戸歯学部 卒業
2011 年　新宿アルプス歯科 勤務
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ことは少ないはずです．ですから，治療をしてもら

う歯科医師と，実際に作ってくれる歯科技工士の両

者が何らかの一定のイメージ，方向性を共有しなが

ら自分にふさわしい総義歯を形づくっていくのであ

れば，これに勝るものはないように感じます．

Dt.中込：その「歯科医師と歯科技工士が共有する一

定のイメージ，方向性」こそが，今回の企画でお伝

えしたかった，我々の理想とする総義歯形態なのです．

Dr.丹谷：そして，その形を患者さんが使いこなせる

かどうかをシミュレーションしながら探るのが，診

断用義歯の役割ということになります．

診断用義歯の作製手順

　1．概形印象
編集部：では，実際にどのような考え方と方法で診

断用義歯を作り出していくのかについて，歯科医

師，歯科技工士それぞれのお立場から解説していた

だけますでしょうか．

Dr.丹谷：もちろん，口腔内診査や各種写真撮影等の

資料収集から始めるわけですが，ここでは誌幅の都

合もありますのでその工程は割愛し，実際の作業か

ら述べたいと思います．

　まず行うのは，概形印象です．これは，口腔内の

情報を得るために，全体を見渡すことができるよ

う，口腔粘膜を少し押し広げて採得する印象法で

す．印象用トレーは，無歯顎用としていくつかの

メーカーから市販されていますので，それらを使用

すればよいと思います．また，印象材はアルジネー

ト印象材で十分よい結果を得ることができると思い

ます．シリコーン印象材を使用しても構いません

が，私はアルジネート印象材の方が適していると考

えています．テクニックとしては，「ダブルインプ

レッション」です．一回目に混水比を低くした，つ

まり硬めに練和したアルジネート印象材で全体を押

し広げるように印象採得し，余剰部分をトリミング

します．その後，混水比を高くした，つまり柔らか

めに練和したアルジネート印象材で二回目のウォッ

シュをするという方法です．この方法であれば，初

心者の歯科医師でも無理なく概形印象を採得するこ

とができるでしょう（図 1～4）．

　2．石膏注入～基礎床の作製
Dt.中込：概形印象が採得されたら，石膏を注入しま

す．この時，下顎舌側の後方部等は舌圧が加わって

薄くなっている場合もありますから，そういう時に

は，パラフィンワックスで補強をするか，印象体の

中央部に濡れたティッシュを丸めて固定をするとよ

いと思います．石膏の注入と言っても，総義歯治療

の場合は歯牙がありませんから，バイブレーターを

用いて“ガンガン，ブルブル”というよりも，スパ

チュラを軽く振動させながら盛り付けていくという

感じです．

　石膏が硬化したら，次に基礎床の外形線を引いて

基礎床を作るわけですが，おそらくこの外形線が，

最初の難所と考えられているのではないでしょう

か．ですから，少し詳しく述べてみましょう．

　まずは上顎からですが，最後方の部分から見てい

きましょうか．いわゆる後縁部ですが，よく議論に

なるのは「軟口蓋まで延長するのか，硬口蓋で終わ

りにするのか」ということです．軟口蓋に後縁を設

定すれば，少し押す，つまり，ポストダムを施さな

ければなりませんので，違和感が生じることになり

総義歯の外形態構築を定義する

Toshio Nakagomi（Dental technician）
1984 年　横浜歯科技術専門学校 卒業
1985 年　新宿アルプス歯科 勤務
2006 年　JADE 開設
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ます．他方，硬口蓋で終了すれば，押す必要はなく

なるわけです．患者さんの立場で考えれば，当然，

硬口蓋で終了した方がありがたいのは理解できるか

と思います．そして，「軟口蓋まで延長するのか，硬

口蓋で終わりにするのか」の判断基準は「維持力が

得られるかどうか」です（図 5）．

編集部：軟口蓋まで後縁を延長しなくても十分に維

持力が得られる場合には，硬口蓋で終了してもよい

ということでしょうか．

Dr.丹谷：その患者さんが問題なく生活できる維持

力があれば良いと考えます．わざわざ患者さんに違

和感を与える必要はありませんからね．例えば，模

特別企画

図 1，2　ダブルインプレッションテクニックによる概形印象．その目的を考えた時，印象材はアルジネートによるものが
最も適している

図 3，4　普通石膏にて作製された概形模型

図 5　口蓋小窩を「覆うのか，覆わないのか」─その
選択基準は，総義歯の維持力が「得られるのか，得ら
れないのか」ということになる

図 6　ハミュラーノッチは完全に覆うようにする
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型を観察した際に，上顎結節も大きく，後方頰側部

が大きく床で覆われる場合には，維持力は大いに期

待できます．その場合は，まず硬口蓋で設定してお

いて，診断用義歯で観察します．それでも維持力が

予想したほど得られなかった場合には，後縁を延長

します．場合によってはこの逆もあるわけです．ち

なみに，模型上での硬口蓋・軟口蓋の見分け方は，

口蓋小窩ですよね．通常の場合，口蓋小窩の前方

7mm 程度は硬口蓋になりますので，その辺りを目

安にするとよいと思います．

Dt.中込：それから結節部ですが，ここは完全に覆っ

てしまいます（図 6）．つまり，設定部は鉤状切痕

（ハミュラーノッチ）と呼ばれる場所になるわけで

す．ここまでで，とりあえずの後縁が決定しました．

次は，小帯部を描いてしまいましょう．上顎の場合

には通常，上唇小帯が一つと頰小帯が二つありま

す．ダブルインプレッションの一回目が終了した際

に，この小帯部を十分トリミングし，二回目に柔ら

かめの印象材を使用すれば，かなり明確にこの小帯

を再現することができます．これを十分に避けるよ

うに，1.5mm 程度離して線を描いていきます（図

7）．小帯がきれいに出ていれば鋭角な線が描けます

し，押し広げられすぎて明瞭ではない場合には鈍角

なフワッとした線になります．

Dr.丹谷：この時，上顎の維持力が得られやすいの

は，この頰小帯の付着が比較的前方にあって，上顎

結節が大きい場合ですね．そういったことを観察し

ながら考える習慣をつけるとよいと思います．

Dt.中込：小帯が描けたら，もう一度，模型をよく観

察してみます．床縁は簡単に言えば，顎堤粘膜（口

腔上皮）と頰・唇粘膜の境目に設定するわけですが，

その境目を探っていきます．先のダブルインプレッ

ションが上手く採れていれば，通常，顎堤粘膜は少

し波立っている・ざらざらしている・ボコボコして

いる，という感じで再現されているはずです（図

8）．それに対して，頰・唇粘膜面はフワッと，また

は，サラッとした状態になります．その境目を探っ

ていくわけです．もっとも，最終的な床縁形態は

ティッシュコンディショナーで再構築していきます

ので，ここでは厳密な形態を決定する必要はありま

せん．いずれにしろ，その部分を探して線を記入し，

全体を繋げていきます．ただし，ここも 1.5mm 程

度短めに設定します（図 9）．次は下顎ですが，丹谷

先生，お願いします！

Dr.丹谷：下顎はまず，臼後三角部から描いていきま

す．臼後三角は可及的に大きく覆うことにより下顎

総義歯の外形態構築を定義する

図 7　小帯部は確実に避けるように外形線を設定する

図 9　記入された上顎義歯の外形線．ただし，これは仮
の外形線である

図 8　本症例では，口腔上皮がボコボコと波立っている
かのように見える
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義歯の安定を高めることができますから，とても大

切な箇所です．この部位も模型をよく観察すればわ

かりますが，臼後三角の最後方部に急速に上方に向

かう曲面があり，ここまでが臼後三角になりますの

で，線を描いていきます（図 10）．そして，そこか

ら歯槽頂線に対して約 45° の線を頰棚部に向かって

描きます（図 11）．ただしこの時，この部位に若干

の膨らみがある場合があり，これがいわゆる咬筋に

なりますので，ここは避けて，少し凹状になるよう

に線を描くことになります．そこから頰棚を十分に

覆う場所まで一気に描いてしまいます．舌側方向

は，臼後三角の最後方点から真下に線を下ろしま

す．下顎舌側後方部には顎舌骨筋線があり，よくこ

の部位が議論の対象になると思います．つまり，「こ

の部位の上で床縁を終わらせるのか，もしくは下ま

で延長するのか」ということですが，確実に乗り越

えて延長するところまで線を記入していきます．

編集部：例えば，どの程度まで延長するか，という

基準はあるのでしょうか．

Dr.丹谷：ここで描いている線は，最終的なものでは

ないですよね．最終的な床縁の位置決めを行うに

は，患者さん自身の筋運動が必要なわけで，その運

動を描いてもらうためにティッシュコンディショ

ナー等を使用していくわけです．当然，この部位も

そうしていくわけですが，ある意味，その骨格が形

成されていればよいという意味で，5mm 程度延長

すれば十分だと思います．ただし，骨格とはいえ顎

舌骨筋線上に設定するのは絶対に避けるべきです．

　ここまで描けたら，上顎と同様に小帯部を描いて

しまいます．下顎の場合には，上顎の三つの小帯に

舌小帯が加わることになります．そこを上顎と同じ

ように短めに設定して線を描いていきます．下顎の

場合は，顎堤粘膜と頰・唇粘膜および舌側部の境目

がわかりにくいのですが，よく確認しながら，図

12，14のようなイメージで外形線を記入していき

ます．あと，図 13のように舌側前方部に凹みがあ

る場合がありますよね．いわゆる「“P”切痕」と呼

ばれるものですが，ここも下顎義歯の維持安定に有

効な部位ですので，積極的にとり入れていきます．

つまり，最下方点に外形線を設定します．

　3．人工歯の排列
Dt.中込：外形線が設定できたら，これに基づいて基

礎床を作製します．この工程は通法通りですので特

に問題はないかと思います．そして次に，上顎の人

工歯を排列していきます．

編集部：咬合採得前に人工歯排列を行うのですね．

Dt.中込：蠟堤の代わりですね．蠟堤というのは，歯

列弓の形をパラフィンワックスで再現しているわけ

で，それを人工歯でやっているだけです．なぜなら，

人工歯の方が試適時に多くの情報を得られるじゃな

いですか．ですから，人工歯で蠟堤を作っているも

のと捉えて下さい．

編集部：どの位置に人工歯を排列するのか，という

ところが問題になりそうですが．

Dt.中込：説明は簡単でして，ズバリ，基準に沿って

特別企画

図 10　臼後三角部の最後方点を観察する．フワッと上
方に向かう直前をとらえる

図 11　臼後三角最後方点から歯槽頂に対して 45°にラ
インを引く．頰棚は十分に覆うようにする
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排列をすればよいのです．ここで言う基準とは，一

般的な，また教科書的な蠟堤の基準でよいと思いま

す．蠟堤を作製されているのであれば，同じように

人工歯も排列できるはずです（図 15～17）．

　下顎に関しては，前歯部は排列せず，臼歯部のみ

パラフィンワックスによる蠟堤を作製します．これ

も基準に従って作製します．上顎人工歯を排列し，

下顎蠟堤を作製したら，一度咬合させて前方・側方

から観察してみるとよいと思います．どうでしょう

か……，何となく，作り上げられる総義歯の形態が

イメージできてきましたでしょうか．

Dr.丹谷：上下のワックスデンチャーができたら，口

腔内で試適し，バイト採得を行います（図 18）．ま

ず，ワックスデンチャーを上下別々に入れて，咬合

面方向から第二小臼歯付近で軽く圧をかけてみま

す．この時に患者さんが痛みを訴えなければ大丈夫

ですね．痛みがあれば，その部分を削除調整します．

次に，軽く咬合をしていただきます．ここでまず行

わなければならないのは，垂直的な咬合高経の仮決

めです．我々がよく使用するのは Willis 法です．こ

れは，眼裂から口角と鼻翼からオトガイまでの距離

を等しくするという手法ですね．この時には，水平

的な顎位はさほど気にしなくて大丈夫です．下顎の

ワックスを軟化して，垂直的顎位を採得します．

　次に，排列されている上顎前歯部の位置関係を見

ていきます．チェックするのは，正中，上顎中切歯

の長さや前後的な位置，前方部からの切縁の水平面

などです．この位置関係があまりに狂っている場合

にはこの段階で修正をしていきますが，ほとんどの

場合，微調整の範囲であることが多いので，一つの

基準として次のステップで反映させるくらいのニュ

アンスです．そして，この時点で，コイスデント

総義歯の外形態構築を定義する

図 12　舌側部は臼後三角最後方点から真下に下ろすよ
う線を描く．また，顎舌骨筋線は確実に覆うようにする．
線下 5mm程度の位置に外形線を描く

図 14　上顎と同様に，小帯を十分に避け，外形線を記
入する

図 13　いわゆる“P”切痕が観察できる症例では，確
実に最下方点に外形線を描く
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フェイシャルアナライザーシステムによる顔面と歯

列の位置関係情報を採得します（図 19）．これによ

り，「正中が右にずれている」等のさまざまな情報を

咬合器に移行することが可能になります．

編集部：これはフェイスボウのようなものですか．

Dr.丹谷：いえ，違います．フェイスボウは左右の顆

頭軸と前方の基準点（いくつかありますが）を結ん

だ基準面に対しての歯列の位置関係情報を採得する

ものですが，このシステムは顔面から得られる正中

や水平面の情報とボンウィルの三角を組み合わせて

採得するもので，どちらかというとエステティック

マウントと呼ばれる部類のものになります．ただ，

総義歯を含め，大がかりな補綴装置を作製する際に

は顔貌との調和が最重要課題となってきますので，

フェイスボウよりも安定的に作業ができるという点

で，臨床的に有効だと感じています．

Dt.中込：この情報をもとに，上下顎模型を咬合器に

装着して，今度は咬合器上でゴシックアーチトレー

サーを組み込んでしまいます（図 20，21）．下顎に

描記針を，上顎に描記板を設置しますが，なるべく

義歯の中央に位置するように，また，描記板は，咬

合平面は前方方向から見た時に水平に，矢状面方向

から見た時にはなるべく咬合平面と平行に近くなる

ように設定します．また，上顎の，特に前歯部排列

の微調整（正中や長さなど）をここで行います．

Dr.丹谷：無歯顎の顎位を採得するというのは，ほと

んど何も情報がない状態で手探りで作業をしていく

わけですが，単純に考えると，「垂直的な高さ」と

「前後・左右からなる水平的な位置」を決定するとい

うことですよね．それを順番から言うと，まず高さ

特別企画

図 15～17　基準を参考に上顎人工歯を排列し，下顎臼歯部に蠟堤を作製する

図 18　口腔内で試適を行い，垂直的顎位の仮決めを行
う

図 19　コイスデントフェイシャルアナライザーシステム
（松風）により，顔貌と補綴装置の位置関係を咬合器にト
ランスファーするための準備を行う

HOTE0506三.indd   10 2014/08/12   11:14:08



11Vol.47  No.5   2014.9   PRACTICE IN PROSTHODONTICS

を決め，それから水平的な位置を決めるということ

で，それを順にやっているだけなのです．つまり，

高さは決まっているわけですから，あとはこの設置

されたゴシックアーチトレーサーを用いて，適切な

中心地点を探っていくのです．多くの論文等でト

レースの仕方は解説されていますからここでは割愛

しますが，要するに，出発点となる顎位が決定でき

ればよいのです．これも注意しなくてはなりません

が，完全な決定事項ではなく，あくまでも診断する

ための出発点です．

Dt.中込：その後は，通常の作業工程です．上顎の模

型はそのままで，下顎の模型のみを咬合器に再装着

し，全人工歯の排列を行っていきます．基準は……，

私の書いた人工歯排列に関しての論文 1,2）がありま

すので，それらを参考にしていただければと思いま

す．全人工歯の排列後，歯肉形成を施してレジン重

合を行います．私の場合，診断用義歯のレジン重合

には，フィットレジンを石膏コア法で流し込みま

す．物性はフラスコ法に比べると少し低いですが，

適合は問題ない程度に再現できますし，診断用義歯

としては十分すぎるほどの重合が行えます（図 22，

23）．重合後，咬合器にリマウントして咬合調整を

行います．

編集部：人工歯には何を用いるのでしょうか．

Dt.中込：使用する人工歯は，即時重合レジンで作製

しています 3）．診断用義歯の目的は，形を探るとい

うことですから，その際に削ったり盛ったりという

作業が確実にできなければなりません．そのために

は，即時重合レジンが最も適していると考えられま

す．方法としては，最終的に使用する人工歯をシリ

コーン等で印象採得し，そこに即時重合レジンを流

し込むだけで作り上げることができます．メーカー

総義歯の外形態構築を定義する

図 20　コイスデントフェイシャルアナライザーシステ
ムに基づいて上顎模型をマウントし，続いて下顎模型
をマウントする

図21　咬合器上でゴシックアーチトレーサーを装着し，
トレーシングを行う

図 22　その後，全人工歯を排列し，診断用義歯を重合し，完
成させる
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の方からは怒られてしまうかもしれませんので……

できれば，使用する人工歯を販売しているメーカー

のレジンを使いましょう（笑）．

　4．最終調整
編集部：今回の企画で供覧していただいた症例で

も，旧義歯の不調を主訴に来院された患者さんが多

かったように思います．こうした旧義歯に共通して

いる問題点のようなものはあるのでしょうか．

Dt.中込：我々が手がけた総義歯患者の旧義歯のほ

とんどが，咬合面形態に問題を抱えていました．前

歯部は切縁咬合で平坦，臼歯部も真っ平らで咬頭は

もちろん，窩や溝がないものがとても多いのです

が，これって，フルバランスドオクルージョンを目

指したからこうなってしまったのでしょうか……何

か，ちょっと違うような気もします．

　私も丹谷先生も，寺川國秀先生から教えを受けて

きた者ですが，寺川先生からは「いついかなる時に

も 28 本の歯牙の回復を目指せ」「補綴歯の咬合面に

は機能解剖学的形態を付与せよ」「総義歯に人工歯を

排列する目的とは何ぞや」──このように言い続け

られてきました．そこから学んだのは，総義歯に人

工歯を排列する目的とは，咀嚼機能を回復すること

である，ということです．咀嚼機能を回復するため

には，歯牙の持つ五つの機能，ものを「捉え・切り・

引き裂き・噛み砕き・嚥下する」ことが大切であり，

これに関してはフルマウスのポーセレンであろう

が，インプラントの上部構造であろうが，総義歯で

あろうが，何ら変わりはないはずです．とかく総義

歯の場合には，バランスドオクルージョン等の咬合

接触滑走に耳目が集まりがちですが，本質はそこで

はありません．本質は，人工歯における歯冠形態だ

と私は思います．咬合調整に関してはまた別の機会

に述べさせていただきますが，人工歯として大切な

特別企画

図 23　重合を終えた下顎の診断用義歯．ただし，外形
態はまだ構築されていない

図 25　ティッシュコンディショナーⅡソフト（以下，
TCⅡソフト）を義歯内面に塗布する

図 24　義歯表面に軽くワセリンを塗布する

図 26　TCⅡソフトを適合審査材として使用する．ワセ
リンが塗布してあれば，硬化後に確実に取り外すこと
ができる
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のは，適切な機能解剖学的形態が付与されている咬

合面に，必要な量（最小にして最大）の咬合接触滑

走面を付与する，ということではないかと考えま

す．私自身，この考え方で総義歯の咬合面に形態を

付与して，一度も失敗した経験はありませんし，実

際に本稿で示した七つの症例でも，そのようにしま

した．

　少々脱線してしまいましたが，咬合調整が終了し

たら砂研磨まで行い，ひとまずラボサイドでの義歯

作製を終了します．

Dr.丹谷：ラボ作業の終了した義歯を口腔内で試適

します．蠟義歯の時と同様に，上下別々に挿入・加

圧して確認を行い，その後，咬合させてみます．こ

こまでのプロセスに間違いがなければ，問題なく咬

合するはずです．次に，内面および床縁の長さを

チェックしますが，ここでの適合検査材には，最終

的に使用するティッシュコンディショナーⅡソフト

（松風．以下，TCⅡソフトと記す）を使用します．

色は必ず白を使います．義歯全体にワセリンを塗布

し，TCⅡソフトを盛り付け，口腔内に挿入します

（図24～26）．この時に大切なのは，第二小臼歯～第

一大臼の辺りを手指で加圧するということです．上

顎のみをまず行い，加圧後，下顎義歯を挿入し咬合

してもらいます．上顎は噛んだまま「ウ～，イ～」

総義歯の外形態構築を定義する

図 31～33　最終的に全体に TCⅡソフトを流し込み，診断用義歯の外形態作りが終了した状態

図28　バーで調整する．この術式を，
必要であれば数回行う．基本的に，
床縁部はピンク色の床が見えず，全
て TCⅡソフトで覆われる状態にな
るのが理想である

図 29，30　下顎舌側の最後方部のみ，事前に形態構築を行う．TCⅡソフトを少
し硬めに練和するとよい

図 27　床縁および顎舌骨筋部
の強い当たりをチェックする
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というように口をすぼめたり横に引き延ばしたりす

る運動をさせます．ある程度上顎が硬化してきた

ら，下顎も同様に TCⅡソフトを入れ，挿入して加

圧します．一度咬合してもらってから，手指で義歯

を押さえ付けながら開口させ，舌の左右運動をして

もらいます．

　TCⅡソフトの場合，季節にもよりますが，10～

15 分で問題のない程度まで硬化します．硬化後，口

腔内から取り外し，確認をしますが，床縁部のピン

ク色が見えている部位は長すぎる箇所なので削除・

調整します（図 27，28）．とりあえず目指すところ

としては，内面はごく薄く TCⅡソフトが乗ってい

て，床縁はピンク色のレジンが見えず，TCⅡソフト

の白で覆われている感じですね．このようになるま

で，何度か調整を繰り返します．調整終了後，表面

に付着しているワセリンを取り除き，全体的に TC

Ⅱソフトによる外形態構築を行います．といって

も，これまでと同じことをすれば自然と床縁形態が

作り出されていきますので，心配はありません．こ

のようにして，義歯の形の作り込みを進めていきま

す（図 29～33）．

形をイメージしてプロセスを踏む重要性

Dt.中込：多少大まかではありますが，以上が，診断

用義歯を作製する流れです．要するに，通常の総義

歯作製手順と大きくは変わらないわけです．我々の

場合はこの作業を一日でやってしまいますが，慣れ

ないうちは数回に分けても構わないと思います．

　そしてこの診断用義歯を患者さんに使ってもらい

ながら，さらに形態を詰めていくことになります．

床縁形態については，「長さ」「厚み」の左右のバラ

ンスがとれているかどうかというのが大切な注視点

となります．ここで大きな狂いが生じている際に

は，顎位に問題がある場合も多いです．つまり，形

態を観察することにより，いろいろなことが見えて

くるのです．それを計るのが，診断用義歯の役割と

いうことになるのではないでしょうか．

Dr.丹谷：診断用義歯を作製する時に大切なのは，

「印象～重合までのプロセスを踏んでいったら結果

的にこんな形の総義歯になりました」というのでは

なく，最初から「こういう形の総義歯を作っていこ

う！」というイメージを持ち，各プロセスを踏んで

いくということだと思います．どちらの考え方で臨

むかによって，最終的な総義歯の形態に大きな影響

を与えます．この考え方というのは，総義歯治療の

みならず，補綴治療を行う際にも同じでして，「こう

いう形の補綴装置を作っていこう！」という心持ち

で私は取り組んでいきたいと思っています．いわゆ

る，一般に言われている「トップダウントリートメ

ント」ということですね．この“トップ”の部分は，

総義歯であってもインプラント補綴であっても同じ

であるということです．

編集部：最後になりますが，診断用義歯の使用期間

については，何か目安のようなものはあるのでしょ

うか．

Dr.丹谷：術者側で形態と機能を作り出し，それを患

者さんが使用可能であるかどうかをはかるわけでし

て，つまりそこの部分の結論が出さえすれば，その

時点で診断は終了ということになります．われわれ

の場合，経験上では最短で 1 週間，通常は 1～2 カ

月，長くても 3 カ月程度を目安にしています．診断

用義歯をあまり長い期間入れ過ぎるのも良くないの

です．材料的な問題もありますし，それ以上に，患

者さんが診断用義歯に慣れ過ぎると，後々やりにく

くなってしまいますから（笑）．また，総義歯の患者

さんには高齢者の方が多いので，できるだけ早く結

果を出すということも重要で，なるべく短期間で診

断を行うということは視野に入れておく必要がある

でしょう．

編集部：よくわかりました．本日はお忙しいなか，

誠にありがとうございました． （了）
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