
Posted at the Institutional Resources for Unique Collection and Academic Archives at Tokyo Dental College,

Available from http://ir.tdc.ac.jp/

Title
咬合接触様式の異なる臼歯部人工歯の比較 : 食品破砕時

の義歯の動きと歯槽堤にかかる圧について

Author(s)
広瀬, 直己; 杉山, 哲也; 石崎, 憲; 田中, 伸典; 桜井,

薫

Journal 歯科学報, 101(9): 825-833

URL http://hdl.handle.net/10130/516

Right



緒 言

有床義歯に用いられる臼歯部人工歯は，材質１）

や形態の違いから数多くの種類が発売されてい

る。臼歯部人工歯の選択に関与する因子には，顎

堤の条件，顎位の安定性，患者の食生活，対合歯

の状態，顎間距離，対向関係，義歯に与える咬合

様式，義歯の安定性など様々な因子があげられ

る。しかし明確な選択基準はなく，術者の経験や

慣れに基づいて人工歯が選択されることが多いの

が現状である。

臼歯部人工歯は咬合面形態から解剖学的人工歯

と非解剖学的人工歯に分けられる。解剖学的人工

歯の特徴としては，天然歯列の正常咬合の状態を

模倣しており，フルバランスドオクルージョンを

付与することに適しているといえる。しかし一般

に排列は容易ではない。

本学における総義歯症例においては，解剖学的

人工歯を用いて，咬合接触様式としてはフルバラ

ンスドオクルージョンを付与していることが多

い。すなわち中心咬合位では上顎�側咬頭内斜面
と下顎�側咬頭外斜面，上顎舌側咬頭内斜面と下
顎�側咬頭内斜面，上顎舌側咬頭外斜面と下顎舌
側咬頭内斜面に咬合接触を付与し，側方運動時に

は作業側�舌側咬頭および均衡側の均衡咬合小面
を接触させて均衡を得るようにしている。しかし

患者の顎運動に合わせて均等な咬合接触関係を付

与することは非常に難しく，熟練を要する作業と
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抄 録：有床義歯に用いられる臼歯部人工歯は，数多くの種類のものが発売されている。今回我々
は一歯対一歯咬合でリンガライズドオクルージョンを付与する人工歯（ジーシー製リンガライズ
ド），一歯対二歯咬合でフルバランスドオクルージョンを付与する人工歯（松風製エンデュラ）およ
び一歯対一歯咬合を有し，側方運動時には上顎�側咬頭内斜面の接触がない人工歯（山八歯材工業
社製シンプラー）の３種類を用いて，咬合接触様式と食品破砕時の義歯の安定および負担圧につい
て模型実験において検討した。試験食品は燻製いか，レーズンおよびピーナッツで，下顎義歯の動
きはナソヘキサグラフを用い，歯槽堤にかかる圧は圧力センサーを応用して計測した。「最大変位
量」，「移動面積」，「歯槽堤にかかる圧力」について分析したところ，一歯対一歯咬合を有し，側方
運動時には上顎�側咬頭内斜面の接触がない臼歯部人工歯を用いた場合が義歯の安定に有利である
と示唆された。

キーワード：臼歯部人工歯，義歯の動き，負担圧
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いえる。

近年では義歯の安定を考慮してリンガライズド

オクルージョンを付与するという考え方も広まっ

ている２）。リンガライズドオクルージョンでは中

心咬合位において上顎舌側咬頭を下顎中央窩に咬

合接触させ，側方運動時には上顎舌側咬頭が下顎

�舌側咬頭内斜面を接触滑走するため，フルバラ
ンスドオクルージョンの場合よりも削合が容易と

なる。リンガライズドオクルージョンを付与する

にあたり，一歯対二歯咬合の解剖学的人工歯を削

合して用いることもできるが，一歯対一歯咬合の

リンガライズドオクルージョン専用の人工歯も発

表されている。

近年，一歯対一歯咬合で中心咬合時にのみ上顎

�側咬頭内斜面と舌側咬頭内外斜面に咬合接触が
あり，側方運動時には上顎�側咬頭の接触がない
硬質レジン臼歯が発売された。これはリンガライ

ズドオクルージョン用人工歯と，フルバランスド

オクルージョン用人工歯の中間にあると考えられ

る。我々はこの人工歯と本学で最も多く使用され

ている一歯対二歯咬合のフルバランスドオクルー

ジョン用の硬質レジン臼歯およびリンガライズド

オクルージョン専用硬質レジン臼歯を各々用いて

排列した実験用義歯を製作した。そして，顎運動

計測装置を応用した変位計測装置を用いて咬合器

上で食品を破砕した時の義歯の動きと歯槽堤にか

かる圧を計測した。３種類の人工歯での結果を比

較検討することで，臼歯部人工歯の咬合接触様式

と義歯の安定および負担圧との関係を解明するこ

とを目的とした。

材料および方法

１．実験用義歯および人工歯

擬似粘膜付き下顎無歯顎模型（株式会社ニッシ

ン製GH１０－４０２Ｋ）を印象採得し，石膏模型を製

作した。その模型と上顎無歯顎石膏模型（株式会

社ニッシン製NA－Ｎ７ ４０２－Ｕ）とを既製の咬

合床を利用して，平均的な位置で半調節性咬合器

HANAU Ｈ２－XPR（矢状顆路傾斜：３０°，側方

顆路傾斜：１５°）に付着した。この模型上で人工歯

を排列して，実験用義歯を製作した。臼歯部に使

用した人工歯は，山八歯材工業株式会社製「シン

プラー」（以下シンプラー），株式会社松風製「エ

ンデュラポステリオ」（以下エンデュラ），株式会

社ジーシー製「リンガライズド」（以下リンガラ

イズド）である（図１）。この３種類の人工歯を，

同一の床の臼歯部にネジによるアタッチメントを

用いて可撤交換できるようにした。

各人工歯で，咬合平面，調節彎曲，排列位置が

可及的に同じになるようにした。特に下顎第一大

臼歯はほぼ歯槽頂上に排列し，食品破砕時に３種

類の人工歯で排列位置が原因による実験用義歯の

転覆がないようにした。それぞれ削合を行い，偏

心位では両側性に接触するようにした。なお，前

歯部には株式会社松風製「エンデュラアンテリ

オ」を使用したが，中心咬合位，偏心位では接触

させないようにした。実験は擬似粘膜付き模型上

で行った（図２）。

２．試験食品

試験食品としては，切断性の性状を主に示す食

品として燻製いか，圧扁性の性状を主に示す食品

としてレーズン，粉砕性の性状を主に示す食品と

してピーナッツの３種類を選択した。

３．計測方法

１）義歯の動きの計測

本学口腔科学研究センター所有の株式会社ジー

シー製ナソヘキサグラフ JM１０００（以下ナソヘキ

図１ 実験で使用した人工歯
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サグラフ）のヘッドフレームを咬合器下弓に固定

し，下顎義歯前歯部にはクラッチを接着してフェ

イスボウが装着できるようにした（図３）。下顎義

歯の咬合平面を基準平面とし，下顎右側第一大臼

歯の動きをナソヘキサグラフで計測した。

２）歯槽堤にかかる圧の計測

圧力センサー（共和電業社製 PS１０－KB）を下顎

義歯の右側臼歯部舌側，前歯部舌側，左側臼歯部

舌側に設置し，増幅器内臓A－D変換器を介し

て歯槽堤にかかる圧を計測した。

本実験におけるブロックダイヤグラムを図４に

示す。

４．計測条件

図３の左下および右上に示すように，下顎右側

第一大臼歯咬合面上に試験食品を介在させ，均衡

側顆頭球が約２mm後上方に移動した位置からお

もりをのせた咬合器上弓を静かに放し，試験食品

を破砕させた。試験食品の大きさは燻製いかでは

高さ約２mm，幅約１０mmに調整し，レーズンは

長径約１０mmのものを選択し，ピーナッツは一粒

を半分に割り、長径約１０mmに調整した。試験食

品の管理に際しては湿度，温度を一定に保つよう

に注意した。

おもりの重さは燻製いかとレーズンでは２

kgf，ピーナッツでは３kgf とした。

５．分析項目

ナソヘキサグラフから得られる結果から「最大

変位量」と「移動面積」，圧力センサーから得ら

れる結果から「歯槽堤にかかる圧」を分析項目と

した。

１）最大変位量

下顎義歯の三次元的な動きの中で原点から最大

に変位した位置までの距離を計測した。図５ａに

シェーマを示す。

２）移動面積

義歯の動きを，水平面，前頭面，矢状面に投影

したナソヘキサグラフのBMP画像を，汎用画像

に変換し，本学口腔科学研究センター所有の多目

的画像処理装置「MIP」を用いその汎用画像を２

値化処理し，面積を計測した。図５ｂにシェーマ

を示す。

３）歯槽堤にかかる圧

図４ 本実験におけるブロックダイヤグラム

図２ 実験装置

図３ 咬合器へのヘッドフレームとフェイスボウの固
定

歯科学報 Vol．１０１，No．９（２００１） ８２７
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前歯部，左右側大臼歯部における計測結果の最

初のピーク値を測定した（図６）。

６．分析方法

計測は同一条件で５回ずつ行い，分析項目ごと

に平均し，人工歯間で比較を行った。統計学的手

法は，等分散性の検定を行い，次に分散分析を

行った。そのなかで差が認められた分析項目につ

いて多重比較検定であるBonferroni test を使用

した。また有意水準は５％とした。

結 果

１．下顎義歯の最大変位量

１）燻製いか

図７に示すように，シンプラーが最も小さい値

を示した。シンプラーとエンデュラ，シンプラー

とリンガライズドの間には有意差が認められた。

２）レーズン

図８に示すように，シンプラーとエンデュラが

小さい値を示し，リンガライズドは最も大きい値

を示した。シンプラーとリンガライズド，エン

デュラとリンガライズドの間には有意差が認めら

れた。

３）ピーナッツ

シンプラー，エンデュラ，リンガライズドの３

群間に有意差は認められなかった。

２．下顎義歯の移動面積

１）燻製いか

水平面において下顎義歯の移動面積は図９に示

すように，シンプラーが最も小さな値を示し，エ

ンデュラとリンガライズドとの間には差は認めら

図７ 下顎義歯の最大変位量 燻製いか

図５ ナソヘキサグラフの分析項目

図６ 圧力センサーの分析項目 図８ 下顎義歯の最大変位量 レーズン

図９ 下顎義歯の移動面積（水平面） 燻製いか
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れなかった。シンプラーとエンデュラ，シンプ

ラーとリンガライズドとの間には有意差が認めら

れた。図１０に示すように，前頭面でも水平面と同

様にシンプラーがエンデュラ，リンガライズドよ

り有意に小さい値を示した。矢状面では，３群間

には有意差は認められなかった。

２）レーズン

水平面，前頭面，矢状面における下顎義歯の移

動面積は３群間に有意差は認められなかった。

３）ピーナッツ

水平面における下顎義歯の移動面積は，図１１に

示すようにエンデュラが最も大きな値を示した。

エンデュラとシンプラー，エンデュラとリンガラ

イズドの間には有意差が認められた。前頭面，矢

状面においてもエンデュラがシンプラー，リンガ

ライズドより有意に大きい値を示した。

３．歯槽堤にかかる圧

１）燻製いか

図１２に示すように，右側大臼歯部ではシンプ

ラーがエンデュラより有意に小さな値を示した。

前歯部，左側大臼歯部では有意差は認められな

かった。

２）レーズン

図１３に示すように，右側大臼歯部では，リンガ

ライズドが最も大きく，シンプラーが最も小さい

値を示した。シンプラーとエンデュラ，エンデュ

ラとリンガライズド，シンプラーとリンガライズ

ドの間には有意差が認められた。図１４に示すよう

に前歯部では，リンガライズドが，シンプラー，

エンデュラより有意に大きな値を示した。左側大

臼歯部では，有意差は認められなかった。

図１２ 歯槽堤にかかる圧（右側大臼歯部） 燻製いか

図１０ 下顎義歯の移動面積（前頭面） 燻製いか

図１３ 歯槽堤にかかる圧（右側大臼歯部） レーズン

図１１ 下顎義歯の移動面積（水平面） ピーナッツ

図１４ 歯槽堤にかかる圧（前歯部） レーズン
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３）ピーナッツ

前歯部，右側大臼歯部，左側大臼歯部における

歯槽堤にかかる圧は，どの部位においても有意差

は認められなかった。

考 察

１．試験食品について

咀嚼時の義歯の動きに関する実験にはいくつか

の食品が使用されている。山口３）は試験食品の硬

度より，軟質のかまぼこ，中等度の生ジャガイ

モ，硬質のカルナウバワックスと硫酸バリウムか

らなる試験食品を使用した。佐藤ら４）は性状の異

なる数種類の食品として，硬性・切断性食品とし

てニンジン，軟性・弾力性食品としてカマボコ，

硬性・破砕性食品としてピーナッツ，硬性・線維

性食品としてタクアンを使用した。杉山５）は物理

的な被破壊性状から切断性の燻製いか，圧扁性の

レーズン，破砕性のピーナッツを使用した。本実

験では，咀嚼の第一ストロークを想定し，食品破

砕時の義歯の動きを分析していくため，物理的な

非破壊性状から，切断性の燻製いか，圧扁性の

レーズン，破砕性のピーナッツを使用した。

２．分析項目の妥当性

ナソヘキサグラフでは，矢状面，前頭面，水平

面における標点の軌跡，時間とその軌跡との関係

さらに原点からの移動距離などが得られ，記録し

た標点の動きを再生することもできる。その中か

ら義歯の動揺を表現し得る項目として，標点が原

点から最も離れた位置にある「最大変位量」，標

点の軌跡の最外郭を連ねた線に囲まれた面積であ

る「移動面積」を分析項目とした。

３ヶ所に設定した圧力センサーの値とナソヘキ

サグラフによる結果とを照らし合わせることによ

り，食品破砕時の義歯の動きを表すことができる

と考えられる。

３．実験方法の妥当性

試験食品を破砕させるときのおもりの重量は燻

製いか，レーズンで２kgf，ピーナッツで３kgf

とした。また模型を付着した状態で咬合器上弓の

重さは約２００gであった。今回の実験では咀嚼初

期の食品破砕のストロークを想定した。おもりの

重さは，上弓を放した時に試験食品が確実に破砕

される力がかかるように決定した。Howell ら６）に

よると，第一大臼歯において１ストロークの平均

で２．５kg，Brudevold７）は１．４９kgと 報 告 し て い

る。今回の実験では咀嚼力の平均より大きな力が

かかっている。したがって実際に起こる咀嚼時の

義歯の動きより本実験結果の方がやや大きいと考

えられる。

４．実験装置の精度

本実験は下顎擬似粘膜付き模型上で行った。擬

似粘膜は軟質ラバー製でウレタン製の顎骨の上に

約２mmの厚さで，接着剤で接着されている。擬

似粘膜の被圧変位性は，実際の歯槽堤粘膜の各部

位における被圧変位性とは異なるが，手指による

触覚としては歯槽堤粘膜に近いものである。また

約２kgf で実験用義歯を水平方向に移動させて擬

似粘膜の被圧変位性が消失する事はなく，応力に

正比例して擬似粘膜が変位するわけではないが，

応力に応じた実験用義歯の変位は表現できると思

われ，擬似粘膜付き模型の使用は妥当であると考

えられる。

本実験は下顎義歯の動揺をナソヘキサグラフを

用いて測定した。本来，ナソヘキサグラフは顎機

能診断のために用いられる。頭部にヘッドフレー

ムを，下顎前歯にフェイスボウを固定する。それ

により，頭部に対して下顎がどのように動くかを

測定する。今回の実験では，咬合器下弓にヘッド

フレームを固定し，下顎義歯にフェイスボウを固

定した。株式会社ジーシーの発表によるとナソヘ

キサグラフの計測誤差は１５０µmである。今回の
実験で人工歯間に試験食品を介在させないで，お

もりをのせて咬合させたときの下顎義歯の動きの

ばらつきは１００µmであった。この値は装置の誤
差を考えると若干大きいと考えられたが，有意差

が出ているところは計測値に誤差以上の差が出て

いるため，本装置の計測結果には妥当性はあると

考えられる。

５．リンガライズドの咬合面形態について

試験食品がレーズンのとき，最大変位量と右側
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大臼歯部および前歯部歯槽堤にかかる圧におい

て，リンガライズドが他の人工歯より有意に大き

な値を示した。これは，リンガライズドの下顎第

一大臼歯近心舌側咬頭の咬合小面の傾斜が他の人

工歯よりも大きいためと考えられる。今回の実験

では均衡側顆頭球を約２mm後上方に位置させて

から咬合器上弓を放している。この動きのとき

に，リンガライズドの下顎第一大臼歯近心舌側咬

頭は上顎近心舌側咬頭とかなり近接する。しかし

近接するのみで触れることがないので削合時には

削去されない。このためリンガライズドの場合に

有意に大きな値をとったものと考えられる。

６．エンデュラの咬合面形態について

試験食品がピーナッツのとき，エンデュラが移

動面積において有意に大きな値を示した。これは

エンデュラの�側咬頭の垂直被蓋が他の人工歯よ
り大きく，ピーナッツが破砕された後に，咬合面

にそのピーナッツ片が残りやすいために義歯の動

きが大きくなったと考えられる。渡部８）は天然上

下顎第一大臼歯の側方運動時において，上顎�側
咬頭内斜面，上顎舌側咬頭内斜面，下顎�側咬頭
内斜面，下顎舌側咬頭内斜面で囲まれた空間が生

じ，その空間を圧搾空間と呼んでいる。さらにそ

の圧搾空間は遠心部は閉鎖されており，近心口蓋

側に広く開放している。木戸ら９）は被験者の上顎

第一大臼歯において天然歯を模倣したものと，�
側咬頭を削除した咬合面のコーヌステレスコープ

クラウンを作製して，圧搾空間の形態の変化と

ピーナッツ貯留率，粉砕度とを比較した。�側咬
頭を削除することにより，近心口蓋側にのみ開放

されていた空間が�側方向にも大きく開放され，
ピーナッツの流れが変化し，�側に流れてしまっ
たと報告している。エンデュラでは上顎�側咬頭
により，圧搾空間が生じることで，食塊の�側へ
の流れを妨げている。そのため，咬み応えはある

が，義歯の動きは大きくなると考えられる。シン

プラー，リンガライズドは�側より破砕された
ピーナッツ片が逃げやすい形態になっているた

め，義歯の動きが小さくなったと考えられる。

７．シンプラーの咬合面形態について

フルバランスドオクルージョンとリンガライズ

ドオクルージョンの比較は，咀嚼能率や義歯の動

きについて数多くの報告がある。樋口ら１０）は食品

破砕時の後期から末期にかけて垂直力，水平力に

おいてリンガライズドオクルージョンの方が軽減

されると報告している。五味渕ら１１）は咀嚼機能に

ついて両者を比較し，カマボコのような軟性，弾

力性食品ではフルバランスドオクルージョンの方

が優れ，硬性，切断性食品であるニンジンでは，

リンガライズドオクルージョンの方が優れている

と報告している。菅原ら１２）はリンガライズドオク

ルージョンにおける滑走間隙量が０．５，１．０，１．５，

２．０mmにおいて咀嚼能率に及ぼす影響を調査

し，０．５mmで咀嚼値が大きくなると報告してい

る。また患者自身による咬みやすさも滑走間隙

０．５mmが最も良好だったと報告している。

本実験はフルバランスドオクルージョンとリン

ガライズドオクルージョンとその中間に位置する

シンプラーを義歯の動きと歯槽堤にかかる圧につ

いて比較した。シンプラーは，中心咬合位では上

顎�側咬頭内斜面に接触があり，側方運動時に
は，上顎�側咬頭内斜面の接触はなくなるため，
エンデュラの咬み応えがあるという特徴と，リン

ガライズドの義歯の安定という特徴の二つを兼ね

備えていると考えられる。

８．本実験結果の臨床的意義について

本実験における分析項目である「最大変位量」

「移動面積」「歯槽堤にかかる圧」は，それぞれが

どの程度の値を取ると，生体に対する為害作用が

生じるかは定かではない。

実際の咀嚼時には，本実験で設定したように第

一大臼歯部のみに食片が介在して咀嚼するわけで

はなく，小臼歯部や最後臼歯部においても食品が

介在して咀嚼が行われる。特に最後臼歯部に食品

が介在して咀嚼力が加わった場合には，本実験条

件よりも「最大変位量」は大きくなる可能性があ

る。しかし第一大臼歯部は，位置的にも形態的に

も咀嚼時に食品を介在して咀嚼力が働く頻度が最

も高いと考えられる。従って本実験条件で「最大

変位量」が小さければ，臨床的にも変位量は小さ
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いと思われる。

咀嚼時の義歯の動きは小さくても，何度も歯槽

堤に対して圧が加わると，歯槽堤の吸収を惹起す

ることが予測される。分析項目の「移動面積」は

歯槽堤に加わる圧の繰り返しの因子を，また「歯

槽堤にかかる圧」はその大きさの因子を表すもの

として設定した。ともに値が小さいほど，歯槽堤

の吸収を引き起こす可能性は少ないと思われる。

前述したように，本実験におけるそれぞれの分

析項目でどの程度の値を取ると為害作用が生じる

か，またそれぞれの分析項目の間にどのような関

連があるのか，ということは定かではない。しか

し，すべての項目で小さい値を取るものが，生体

に対する為害作用が最も少なく，臨床的に好まし

いものであると考えられる。

結 論

有床義歯に用いられる臼歯部人工歯は，材質や

形態の違いから数多く発売されている。その中か

ら「シンプラー」，「エンデュラポステリオ」，「リ

ンガライズド」の３種類の硬質レジン臼歯に着目

した。この３種類の人工歯を比較することによ

り，咬合接触様式の違いと義歯の安定および負担

との関係の解明を目的として本研究を行った。

３種類の人工歯を可撤交換できる実験用義歯を

製作し，ナソヘキサグラフと圧力センサーを応用

して，食品破砕時の下顎義歯の動きと負担圧を計

測した。分析項目は，ナソヘキサグラフより得ら

れる結果から「最大変位量」，「移動面積」，圧力

センサーより得られる結果から「歯槽堤にかかる

圧」とした。

本実験の結果は以下に述べるとおりである。

１．燻製いかを破砕した場合には，最大変位量

および水平面と前頭面での移動面積で，シンプ

ラーが他より小さく，作業側の歯槽堤にかかる圧

で，シンプラーがエンデュラより小さかった。

２．レーズンを破砕した場合にはリンガライズ

ドの最大変位量が他の人工歯より大きく，歯槽堤

にかかる圧は作業側でシンプラーが最も小さく，

前歯部でリンガライズドが最も大きかった。

３．ピーナッツを破砕した場合には，３基準平

面すべての移動面積において，エンデュラが最も

大きい値を示した。

以上の事より本実験条件においては，一歯対一

歯咬合を有し，側方運動時には上顎�側咬頭内斜
面の接触がない臼歯部人工歯を用いた場合が他の

人工歯より最大変位量，移動面積，歯槽堤にかか

る圧において小さい値を示す場合が多く，この咬

合接触様式の人工歯は食品破砕時の義歯の動き，

負担圧が小さいことが判明した。

本論文の要旨は，第２６６回東京歯科大学学会例会（１９９９
年３月６日，千葉）において発表した。
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Comparison among artificial posteriorteeth that have different occlusal contact
configuration－Assessment of denture movement and the pressure exerted over

the alveolar ridge during food mastication

Naoki HIROSE, Tetsuya SUGIYAMA, Ken ISHIZAKI,

Shinsuke TANAKA, Kaoru SAKURAI

Department of Complete Denture Prosthodontics, Tokyo Dental College

（Chairman : Prof. Kaoru Sakurai）

Key words : artificial posterior teeth,movement of denture, pressure over the alveolar ridge

A great number of different types of artificial posterior teeth have been developed for use com-

plete denturs. In the present study, we experimentally examined different occlusal contact configura-

tions, the denture stability as well as the pressure exerted over the alveolar ridge during food mastica-

tion when the following different types of artificial posterior teeth were used : a）the artificial posterior

teeth that have a tooth to tooth occlusal contact, known as the lingualized artificial teeth（lingualized,

GC Corporation）, b）the artificial posterior teeth that have a full balanced occlusion, that is to say a cusp

to ridge occlusal contact（Endura, Shofu Inc.）and c）the artificial posterior teeth that also have a cuspto

fossa occlusal contact, however during lateral excursions, the internal inclination plane of the upper

buccal cusps do not contact.（Simplerr, Yamahachi Dental MFG., Co）. For test food, smoked cuttlefish,

raisin and peeled peanuts were used. The movements of the lower complete denture were measured

by mean of a Gnatho－hexagraph device and the pressure exerted over the alveolar ridge was meas-

ured through a pressure sensor. Once the analysisof the“maximum amount of displacement”,“area of

movement”and“pressure over the alveolar ridge”were carried out, wesuggested that artificial poste-

rior teeth that with cusp to fossa occlusal contact but during lateral excursions the internal inclination

plane of the upper buccal cusps do not contact, have an advantage over the other two types of artificial

of artificial posterior teeth with regard to denture stability.

（The Shikwa Gakuho，１０１：８２５～８３３，２００１）
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