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デンチャープラーク除去に対する義歯表面滑沢材の効果
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I.緒　　　　　諭

可撤性局部義歯によって唆倉を再構成した症例におい

ては,義歯装着後に生ずる種々の不快事項に適切に対処

することが,再構成された唆倉を長期に維持するために

不可決の事項である｡ここで,義歯装着後の顧蝕や歯周

疾患は,口腔の汚れを主因とした慢性疾患であるので,

特にプラークコントロールの励行についての指導が重要

である｡

従来より,義歯装着後の患者指導の一環として,歯口

清掃ならびに義歯の清掃について種々の方法が実践され

ている｡まず,歯口清掃については,歯ブラシによる刷

掃が基本となるが,矢崎1)および関根ら2)らが指摘して

いるように,可撤性局部義歯においては,歯列内に歯牙

*本論文の要旨は,第85回日本補綴歯科学会学術大会
(平成3年9月21日,広島)において報吾された｡

の欠如があると,歯ブラシによる刷掃が困難となる部位

が存在するので,清掃の困難な部位の指導とその部位の

刷掃方法を徹底することが重要であり,必要に応じて症

例個々に補助的清掃用具の使用を指導することも必要と

なる｡

一方,義歯の清掃については,義歯自体の汚れを除去

すると同時に,汚れた義歯を口腔内に装着することによ

り残存歯を汚すことを防止することの両面から,その重

要性については論を侠たないo　しかしながら,義歯の汚

れの除去のために,市販の義歯用歯ブラシを用いて強い

刷掃を行うと,義歯床の磨耗や支台装置の変形を招く恐

れがあるので,義歯清掃剤を用いた化学的清掃を併用す

ることが好ましい　｡

ここで,従来より義歯に付着するプラークの問題点や

その除去法についてはいくつかの報吾　　　　がみら

れるが,義歯に対するプラークの付着を低下させること
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や,付着したプラークを容易に除去しうる方法が開発さ

れるならば,プラーク貯留による種々の不快事項の発生

の低下を期待しうると同時に,簡便な義歯活撮法により

十分な清掃効果が得られる可能性が高く,義歯装着後の

患者指導の改善を図ることが可能となると思われる.

今回われわれは,義歯表面滑沢材｢サリバデント｣を

手にすることができたので,これについて実験用義歯を

用いたデンチャープラークの付着防止効果および付着プ

ラークの除去効果についての臨床的観察を行い,義歯豪

面滑沢材の臨床応用価値について一応の成績を待たので

ここに報吾する｡

II.実　験　方　法

1.比重的短時間に形成されるデンチャープラークの付

着防止効其

1 ･ 1被験者,被験義歯および被験材

1 ･ 1つ　被験者および被験義歯

本調査の被験者には,東京歯科大学千葉病院補緩科の

医局貢および学生の中で,調査目的を理解し,本調査に

自発的に協力を申し出た12名の成人である｡

これらの被験者に対して,第1報と同様に,図1に示

すような片側上顎臼歯部の歯敵･歯槽部を被覆する実験

用人工歯敵を,歯科用アクリリックレジンを用いて作製

した｡

被験材

本調査に使用した義歯表面滑沢材は,ネオ製薬株式会

社製｢サリバデント｣であり,その主成分はオイル成分

である　　　　　である.これをメーカ弓旨示に従い,

人工歯敵の表面に塗布した.

なお,義歯表面滑沢材を塗布したもの(実験群)と,塗

布しないもの(対照群)との両者についてデンチャープ

ラークの付着範囲を比較し,付着防止効果について調査

Fig. 1 Testingdenture

を行った｡

1 ･ 2　試験方法

デンチャープラークの形成条件

デンチャープラークの付着量を客観的に評価するため

には,その形成条件の管理が必要となるので,デン

チャープラークの形成条件を次のように定めた｡

すなわち,実験用人工歯敵の装着直前に,一定規格の

歯磨きを行わせ,一定規格の清掃を施した実験用人工歯

敵を装着させる(図2)｡ついで,簡単な朝食(市販のイ

ンスタントスープ)を摂らせ,以後の歯磨きを禁じて通

常の生活を送らせ,延約8時間の装着の後,夕食直前に

人工歯敵を撤去するo

なお,同一調査日における朝食および昼食ならびに食

事時間については,被験者間で可及的に同一とし,食間

の飲食を禁じた｡

デンチャープラークの付着範囲の記録

被験者から撤去した実験用人工歯敵の基底面ならびに

筋圧面に,直ちにプラーク発色剤を塗布し,その発色範

囲をデンチャープラークの付着範囲と定義し,それぞれ

同一塊格によるカラー写真記録を行った.この写真を元

に後述する方法　　　　により,自動濃度計測装置を用

いて,デンチャープラークの付着範囲の面積比率を計測

した｡

2.比較的短時間に形成されるデンチャープラ-クの除

去効果

2 ･ 1　被験者,被験義歯および被験材

本調査の被験者,被験義歯および被験材は, 1の調査

のものと同一であり,またデンチャープラ-ク除去効果

を判定するために対象とした義歯活掃剤には,市販のエ

ヴァクリーン　　　　　　　ライオデント,ポリデン

ト,ステラデントおよびピカの6種短を選択した｡以

下,これらを　　　　　　　　　　　　　　およびPK

一26-
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と略記するoなお,ピカでは通常の清掃剤とカンジタ菌

溶菌酵素剤との2種幾を併用させるので,前者にはr

を,後者にはbを附記することにした｡

以上の清掃剤を応用し,義歯表面滑沢材を塗布したも

の(実験群)と,しなかったもの(対麿群)との両者につい

て,清掃効果の調査を行った｡

2 ･ 2試験方法

デンチャ-プラーク付着範囲の記録

1の調査によって待られたデンチャープラークが,市

販の義歯清掃剤により,どの程度除去されるのかを客観

的に調査するために,メーカ-指定の条件に従って,義

歯の清掃を行った｡

付着範囲の計測にあたっては,清掃開始10分後および

20分後に,それぞれプラーク発色剤による頑側筋圧面の

発色と残存状態を写真記録し,さらに12時間活撮剤水溶

液中に保存した後に,再度発色の残存状態を写真記録し

たo　なお,これらの写真記録にあたっては,同一条件に

おける写真記録を可能とするために,被験例個々に実験

用人工歯敵の固定冶具を作製し,同一塊格によるカラー

写真の撮影を可能とした｡

清撮効果の判定基準

それぞれの条件による頑側筋圧面のプラーク発色剤に

よる発色状態を,当講座所有の自動濃度計測装置を用い

て,プラーク発色剤による発色(赤色)と義歯床筋圧面自

体のレジン色とに分解し,それぞれの面積を,自動濃度

計測装置に内蔵されている面積計算プログラムを用いて

求めた｡そして,実験用人工歯敵の頑側筋圧面におい

て,撤去直後の発色状態を基準として,清掃開始10分

後, 20分後および12時間後の状態を計測し,それらの面

Ta_ble 1 Change of remaining area of denture

plaque caused by denture cleansing

(Sekine etal110')

(Unit: %)

D en tu re B efo re 10m in 20m in 12 h

Clea n ser Clean Slng C1ean S1n g Clea nS1n g Clean sing

E C 38.7 工4 0.8 0.1

D H 48.6 12.9 9. 5 1.8

L D 42.9 9.9 6. 6 3.0

P D 49.2 ll. 9 5. 1 1.7

S D 32.6 1. 6 1. 1 0.7

P K r 47.0 5. 1 2.4 工8

P K b 42.9 2 5.2 21.2 7.9

M ean j=S D ±5.6 9.7±7.7 6. 7±6. 6 2.4±2.4

94, No. 5 (1994) 433

積比率および減少率を求め,清掃効果の判定を行った｡

結果および考案

1.額側床薪圧iFにおけるデンチャープラークの形成状

態

対照群において,比較的短時間に形成される全被験者

のデンチャープラークの付着面積の平均値は,計測面積

に対して　　±　　を示した(表1)｡なお,この数値

は第1報10)における調査結果の中の各清掃剤応用群ごと

の平均値をさらに平均した値であるが,第1報において

報害した全被験者をとおした平均値であるデンチャープ

ラークの付着面積　　±　　　と今回求めた数値との間

に大差はなく,比較の対腰に値するものと判断した｡

一方,義歯表面滑沢材を塗布した実験群においても.

対照群と同様にデンチャープラークの付着範園に著しい

個体差および調査日差が認められ,全調査日をとおした

全被験者のデンチャープラークの付着範囲の平均値は,

計測面積に対して　　　±　　を示した(表2)｡

このことから,比較的短時間であっても義歯が口腔内

に装着された場合には,デンチャープラークは床筋圧面

の40%前後の比較的広範囲に形成されるが,義歯表面滑

沢村の使用により,その付着範囲は　　　前後に減少す

ることが指摘される｡

2.額榊床筋圧首におけるデンチャ-プラ-クの清掃効

果

第1報10)の方法に蓋づき,対照群の頑側床筋圧面にお

いて,比較的短時間に形成されるデンチャープラークに

対する義歯清掃剤の効果について,それぞれデンチャー

Table 2　Change of remaining area of denture

plaque caused by denture cleansing

- Applying smoother -

(Unit : %)

D en tu re B efore 10m in 20m in 12 h

Clea n ser C1eanS1n g Clean Slng e1ean S1n g C1eanS1n g

E C 3 1. 1 0 0 0

D H 3 5. 5 4.9 2.6 0.9

L D 17. 2 3.5 3.3 1.7

P D 2 7. 5 0.5 0.4 0.2

S D 4 5.3 1.7 1. 1 0.2

P K r 32.8 0.3 0.3 0.2

P K b 22.0 7. 1 6. 9 0.3

±S D ±8.5 2.6±2.5 2. 1±2.3 0. 5±0.6
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プラークの付着面積の平均値を計測面積に対する百分率

で表わすならば,表1に示すとおりである｡なお,この

対照群における数値も第1報の結果を引用した｡

この表にみられるように,デンチャープラークの付着

範囲は義歯装着後約8時間で30%から50%の範囲に達し

ている｡これに対して,義歯清掃剤水溶液中の10分間の

浸活により,それらの付着面積は平均で　　に減少

し, 20分間では平均で　　に,さらに12時間では平均

にそれぞれ減少することが認められた｡

一方,実験啓の頑側床筋圧面において,比較的短時間

に形成されるデンチャープラークに対する義歯清掃剤の

効果について,それぞれデンチャープラークの付着面積

の平均値を計測面積に対する百分率で表わすならば,義

2に示すとおりである｡

この表にみられるように.デンチャープラークの付着

範囲は義歯装着後約8時間で17%から45%の範囲に達し

ている｡これに対して,義歯活撮剤水溶液中の10分間の

浸溝により,それらの付着面積は平均で　　に減少

し. 20分間では平均で　　に, 12時間では平均で

にそれぞれ減少することが認められた｡

ここで,義歯清掃剤によるデンチャ-プラークの活掃

効果として,対照群における清掃剤水溶液中に浸漆前の

プラーク付着面積に対する浸溝後のプラーク付着面積の

比率を表3に示すo　この表にみられるように清掃割によ

り,その清掃効果には差異が認められるが　　　のプ

ラーク付着が, 10分間の浸活により平均で　　　に, 20

分間で平均で　　　に, 12時間で平均で　　に減少し

たことから,デンチャープラークの除去率としては, 10

分間浸活で　　　に, 20分間浸活で　　　に, 12時間浸

Ta_b上e 3　Change of stained area of denture

plaque caused by denture cleansing

(Sekine et alllO))

(Unit: %)

D en tu re B efore 10 m in 2 0m in 12 h

Clean ser C1eanS1n g. Clean S1ng Clean S1n g CleanSln g

E C 100 3.6 2.1 0.3

D H 100 26.5 19.5 3.7

L D 100 23.1 15.4 7.0

P D 100 2 4.1 10.4 3.5

S D 100 4. 9 3.4 2.1

P K r 100 10. 9 5.1 3.8

P K b 100 58. 7 49.4 18.4

M ean 100 2 1. 7 15.0 5.5

漆で　　　となるO

一方,実験群について,義歯活掃剤によるデンチャー

プラークの活掃効果として,清掃剤水溶液中に浸漆前の

プラーク付着面積に対する浸演後のプラーク付着面積の

比率は表4に示すとおりである｡この表にみられるよう

に,清掃剤の使用によりプラークの付着量は著しく減少

するが,その清掃効果には各清掃剤問に若干の差異が認

められ, 10分間浸漆で比較的プラーク残留の多いDH,

LDおよびPKbと,ほとんどプラーク残留の認められ

ない　　　　　　　　およびPKrとに分戴される｡し

かしながら,平均値においては付着プラークがそれぞれ

10分間浸活で　　　に, 20分間浸演で　　に, 12時間

浸活で　　に減少したことから,デンチャープラーク

の除去率としては10分間浸活で　　　に, 20分間浸活で

に, 12時間浸活で　　　となる｡

このように,義歯に義歯表面滑沢材を塗布した場合に

は,デンチャープラークは,市販の義歯清掃剤による10

分間の清掃でそのほとんどが除去されうることが指摘さ

れる｡

ここで,義歯表面滑沢材の使用による清掃剤の種戴ご

とのプラーク除去効果の変化を10分間浸演時の除去率で

検討してみるならば,まず, ECでは対照群で　　　で

あったものが実験群で　　に, SDでは　　　であっ

たものが　　　に　　　では　　　であったものが

に,いずれも対照群でほぼ90%以上であったもの

が実験群で　　に近い数値を示す｡ついで, PDでは

であったものが　　　と,約22%のプラーク除去

効果の向上を示した｡さらに, DHでは　　　であった

ものが　　　と約13%の向上を, LDでは　　　であっ

Table 4　Change of stained area of denture

plaque caused by denture cleansing
-A

:%)

]〕 B efore 10m in 20m in 12 h

Cleanser Cleansing Cleansing. CleanS1ng C1eanS1ng

E C 100 0 0 0

D H 100 13.8 7.3 2.5

L D 100 20.3 19.2 9.9

P D 100 1.8 1.5 0.7

S D 100 3.8 2.4 0.4

PK r 100 0.9 0.9 0.6

P K b 100 32.3 31.4 1.4

M ean 100 10.4 9.0 2.2

-28-
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たものが　　　と約5%の除去効果の向上を示した｡ま

た　　　についても　　　であったものが　　　と除

去効果が約26%向上することが認められた｡

したがって,第1報において分顛した比較的プラーク

除去効果の高い　　　　およびPKrの3種類の活掃

剤では,義歯表面滑沢材の使用の有無にかかわらず,十

分なプラーク除去効果を示し,プラーク除去効果が前3

者より低い　　　　およびLDの3種幾の清掃剤で

は,義歯表面滑沢材の使用によりそれぞれ　　　　お

よび5%のプラーク除去効果の向上を示すが,プラーク

除去効果が前6者よりさらに低いPKbでは,義歯表面

滑沢材の使用により26%のプラーク除去効果の著しい向

上を示すので,可及的に汚れの少ない義歯を装着させる

ためには,義歯に対しデンチャープラークが付着しにく

く,しかも付着したプラークを容易に除去しうるという

性寛をもつ義歯表面滑沢材の使用を指示することが,有

床義歯症例の術後管理上　著しく有用であると判断され

る｡

IV.練括および結論

有床義歯装着患者のセルフケアの指導にあたっては,

簡便でしかも清掃効果の高い義歯清掃剤を毎日使用させ

ることにより,常に清潔な義歯を口腔内に装着させると

いう指導方針に合致した義歯清掃剤の選択が必要とな

る｡

ここで,義歯に対するプラ-クの付着を減少させるこ

とや,付着したプラークを容易に除去しうることはプ

ラーク貯留による種々の不快事項の発生の低下を期待し

うると同時に,簡便な義歯清掃法により十分な清掃効果

が得られる可能性が高く,義歯装着後の患者指導の改善

を図ることが可能となる｡

そこで今回われわれは,義歯表面滑沢村｢サリバデン

ト｣の塗布による,比較的短時間に形成されるデン

チャープラークの付着防止作用および付着プラークに対

する清掃効果についての2種楽の臨床的観察を行った｡

12名の成人被験者に,片側上顎臼歯部の歯敵･歯槽部

を被覆する実験用人工歯敵を,歯科用アクリリックレジ

ンを用いて作製し,これを2回の食事を含む延8時間装

着させた｡なお,義歯表面滑沢材の塗布を行ったものと

塗布を行わないものの2条件を設定した｡

人工歯敵の撤去後直ちに,プラーク顔示薬を塗布し,

デンチャープラークを染め出した後に,発色状態を記録

し,ついで義歯清掃剤によるメーカー指定の清掃を実施

し, 10分後, 20分後および12時間後の3回,それらの発
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色状態の記録を行った｡

使用した義歯清掃剤は,エヴァクリーン

ライオデント,ポリデント,ステラデントおよびピカの

6軍楽の市敗品である.

デンチャ-プラークの発色面積を自動漉度計測装置に

より算出し,デンチャ-プラークの付着面積および義歯

清掃剤によるデンチャープラークの除去効果を観察し

た｡

本調査の結果は以下の各項に要約される｡

1.義歯表面滑沢材は,義歯装着時に義歯表面を滑らか

にし,装着感を向上させるが,この滑沢材を使用した場

合の比較的短時間に形成されるデンチャープラークの付

着範囲は上顎臼歯部筋圧面で　　±　　を示したが,

未使用の場合の　　±　　に比較して若干その付着範

囲が減少した｡しかも,この滑沢材を使用することによ

り,付着したプラークの除去が容易になることが認めら

れた｡

2.義歯表面滑沢材の使用時には,比較的短時間で形成

されたデンチャープラークを市販の義歯活掃剤による10

分間程度の清掃で,そのほとんどを除去しうることが認

められた｡

3.市販の義歯清掃剤間には,デンチャープラーク除去

効果に若干の差異が認められるが,義歯表面滑沢材の使

用時に付着したデンチャープラークの除去にはそれらの

差裏が現われにくいことが認められた｡

4.義歯表面滑沢材は,義歯表面を滑沢にし,装着感を

向上させる目的で応用されるが,これには,デンチャー

プラークの付着を抑制し,しかも義歯清掃剤によるデン

チャープラークの除去を容易にする性寛が認められるの

で,本材を毎日使用させることにより,汚れの少ない義

歯を長期に使用することが可能となり,木材の臨床応用

価値は高いと患われる.
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eHects.

In instructing denture wearers about self care, it is necessary to offer guidance on methods

of both reducing denture plaque deposits and removing denture plaque･ To provide additional

information on these points, we investigated the influences of a denture surface smoother

(Salivadent) on limiting･ deposits of denture plaque on denture surfaces and on effectiveness ｡f

denture cleansers･ Subjects were 12 adult volunteers with normal dentition and n..cclusal

dysfunctions.

Acrylic resin testing dentures were made to cover the glnglVae in each upper molar reglOn.

Subjects wore the dentures for 8 hours, including 2 meals, from breakfast until just before

supper･ Denture cleansers used in this study were Evaclean, Dr･ Health, Liodent, Polident,

Steradent, and Pika.

A plaque-disclosing material was applied to the test dentures just after removal from

subjects'mouths･ Dentures were then cleaned according to directions glVen With each cleanser.

Denture plaque deposit areas were photographed before cleansing･ and at 10 min and 20 min

and 12 hours after dipplng･ Deposit areas on the photographs were measured by means of a

denslty a.nalyzer.
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Results

l. Denture surface smoother smoothed denture surfaces and improved sensations associated

with their wearing･ When a smoother was used, 8 hours after insertion, dentureplaque deposit

±

±

smoother wa.s used.

2. When a smoother was used, practically all plaque was removed from the dentures after

about 10 min immersion in most of the commercial cleansers used in this study.

3. Although slight differences in plaque-removing effectiveness were observed among the

cleansers, these discrepancies were suppressed by the use of denture surface smoother･

4. Denture surface smoother is used to smooth denture surfaces and to improve sensations

involved in wearing denturesI Since this smoother rest･ricts denture plaque deposits and faeil

1itates denture plaque removal by means of cleansers, its daily use promotes greater denture

cleanliness. For this reason, denture surface smoother is clinically very valuable in connection

with the self care guidance for denture wearers.
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