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緒 言

粘膜支持を含む可撤性局部義歯において，義歯

装着後に生じる歯槽骨の吸収１～４）等により，義歯

床の粘膜への適合性が経年的に徐々に低下するこ

とは避けることができない。このような場合，義

歯床基底面に対する不適合を修正し機能的適合性

の回復，改善を目的として，リライニングが日常

の臨床において頻繁に応用されている。

近年，リライニング材の改良に伴い直接リライ

ニングが多く適用されるようになり，直接リライ

ニングについて，現在まで多くの研究がなされて

きている。しかしそれらは材料の機械的強度や義

歯床に対する接着性など理工学的な検討に関する

ものが多く５，６），義歯床と床下粘膜との適合性の評

価７，８），義歯床の適合度の経時的変化について評価

したもの９，１０）はあるが，リライニングを行った場

合における義歯床の粘膜に対する適合性の改善状

態について評価した報告１１）は少ない現状にある。

また，その効果はリライニング後の適合性試験

の肉眼所見で判定されるのみで，定量的な検討は

ほとんど行われておらず１２），直接リライニングの

意義を明らかにするために直接リライニングによ

る義歯床の適合性の変化についての定量的な把握

が求められる。

そこで，本研究においては，直接リライニング

が適応となる装着後１年以上経過した下顎片側遊

離端義歯症例２５例を被験対象として，リライニン

―――― 原 著 ――――
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抄 録：本研究では，装着後１年以上経過した下顎片側遊離端義歯２５例を被験対象とし，直接リラ
イニングによる適合性の改善状態を定量的に検討した。床粘膜間適合度記録は，リライニング前お
よびリライニング後，さらにリライニング後の義歯咬合面間に金属箔を介在させた時の適合状態に
ついて採得し，多目的画像処理装置により適合試験材の厚径１００µm未満の面積比率を求めた。結
果は以下に要約される。１．直接リライニングにより床粘膜間近接域の面積比率が増大し，リライ
ニング前後で面積比率に有意差が認められた。２．リライニング前に床面積の約５０％を示した適合
試験材の厚径１００µm未満の部位の面積比率は，リライニング後約７０％に達した。３．リライニン
グ後の床粘膜間の近接域面積は咬合条件の若干の変化ではほとんど変化は認められなかった。４．
リライニング前の床粘膜間の近接域面積が小さいほど，リライニングによる近接域面積の増大傾向
は高くなるが，リライニング後の近接域面積は，術前の床粘膜間の近接域面積が大きいほど大き
く，リライニング前後では，床粘膜間の近接域面積比率の大きさの順位に相関が認められた。
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グの前後に行われる適合性試験結果を定量的に把

握することによって，リライニングによる義歯床

の適合状態の変化を定量的に比較することを試み

た。

実 験 方 法

１．被験例および被験義歯

１）被験例

東京歯科大学千葉病院補綴科に来院した患者の

中から，下顎臼歯部に片側遊離端欠如を有するこ

と，残存歯列および遊離端義歯に対合する歯列が

天然歯もしくは固定性修復物による適切な処置が

施されていること，残存歯列により適正な咬合位

が保たれており咬頭嵌合位が明確であることの条

件を充たす２５名を選択した。

２）被験義歯

リライニングは，製作直後の義歯や長期間使用

した義歯，また暫間義歯や永久義歯においても不

良が発見された場合には直ちに行うことが望まし

いといわれている９）。しかしながら，不適合の度

合とリライニングの時期についての明確な基準は

ない。そこで，義歯装着後１年以上経過し，多少

なりとも不適合が生じていると思われる症例を選

択し被験対象とした。不適合の程度は症例により

様々であるが，臨床的条件に即しているものと考

えた。各被験例の年齢，性別，欠如歯は表１に示

すとおりである。

３）歯槽堤の断面形態

歯槽堤の形態的な条件がリライニングの効果に

影響を及ぼすことが考えられるため，被験例それ

ぞれの歯槽堤について近遠心的，頬舌的断面形態

を把握する事を目的として，以下の方法で計測用

模型を作製した。まず，各被験例の診査用模型を

ビニルシリコーン印象材（ジーシー社製，エグザ

ファイン）により印象採得を行い，それに硬石膏

（ジーシー社製，ニュープラストーン）を注入して

計測用模型とした。これにより得られた計測用模

型を咬合平面と計測基準平面とが平行になるよう

に加工し，欠如部歯槽堤の解剖学的歯槽頂におい

て近遠心的断面を，印象採得した際の印象材を義

歯床近遠心的中央部にて頬舌側に切断し，解剖学

的歯槽頂線と垂直になるようにその形態をトレー

スし，記録した。代表的な被験例の欠如部歯槽堤

を示すが，それらを比較する便宜上，遠心側，頬

側を図中の右側とした（図１）。このように歯槽堤

は被験例ごとに様々な形態を認めた。

４）義歯床基底面の面積および近遠心長径，頬舌

的幅径と断面形態指数

義歯床面積と近遠心長径，頬舌的幅径，断面形

表１ 被験例の条件

Sub. No 年齢 性別 欠如歯

１ ５４ 女性 ７６ ４５６

２ ６２ 男性 ４５６７

３ ６８ 男性 ６７

４ ６０ 男性 ７６５４

５ ６３ 女性 ７６５

６ ６４ 女性 ４５６

７ ６４ 男性 ４５６７

８ ５５ 女性 ７６

９ ５１ 男性 ７６５４

１０ ６１ 男性 ４５６７

１１ ４１ 女性 ７６５４

１２ ５７ 女性 ７６５

１３ ５０ 女性 ７６

１４ ４３ 女性 ５６７

１５ ５４ 女性 ４５６７

１６ ６８ 女性 ７６

１７ ５０ 女性 ６ ５６

１８ ５４ 女性 ７６５

１９ ５８ 女性 ５４４５６７

２０ ５６ 女性 ６７

２１ ５１ 女性 ６７

２２ ４２ 女性 ５６７

２３ ５０ 女性 ５６７

２４ ６７ 女性 ７６５

２５ ５０ 女性 ７６５
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態について把握し，リライニング後の適合性との

関連性について検討することとした。まず，義歯床

基底面面積の計測に関して冨山１３），加藤１０）の方法

に準じ，後述する記録フィルムの作製と同様の方

法で規格撮影した義歯床より，２次元的に咬合平

面投影面積を本学所有の多目的画像処理装置（東

芝エンジニアリング社製，Multipurpose Image

Processor：以下MIP と略称する）により計測し

た。ついで，義歯床の近遠心長径と床近遠心中央

部の頬舌的幅径とを実験義歯より計測した。

また，歯槽堤の頬舌的断面形態を数量化するた

めには，顎堤を幾何学的に単純化する必要があ

る。そこで，本実験では以下の方法で顎堤の形態

を計測した。まず，頬舌的な断面形態を定量的に

検討するにあたって，義歯床近遠心中央部を選択

し歯槽堤の高さと幅の測定を行った。高さの測定

は歯槽頂の最も高い位置より頬舌側それぞれに齦

頬移行部最深部まで咬合平面に対し垂直になるよ

うに線を引き，その距離を高さとして測定した。

また，幅の測定においては三輪１４）が報告してお

り，咬合平面へ投影された幅とするのが一般的で

あるので，今回の実験においても歯槽堤の幅の計

測にはこの方法を採用した。このようにして求め

た義歯床近遠心中央部の歯槽堤頬舌断面の幅と高

さより歯槽頂齦頬移行部と歯槽頂口腔底間距離を

求め，その長さの和を歯槽堤断面形態の指標とし

て断面形態指数とした。

さらに，局部義歯において咀嚼能力の向上と，

床の機能時における安定性を得るために設定され

る連結装置は，口腔内の感覚を障害しないように

するため設定位置や形態に制約を受けるが，咬合

時にうける咬合力の伝達物としての力学的な強度

も要求される。そのため条件の差異により選択さ

れる連結装置は異なり，今回の実験では鋳造用コ

バルトクローム合金を用いた鋳造バーと，既製の

バー用コバルトクロム線を用いた屈曲バーの２種

類の連結装置を用いた両側性設計の義歯床を実験

義歯として選択した。床面積，歯槽堤近遠心長

径，断面形態指数，連結装置の種類を表２に示

す。

２．実験材料

１）義歯床リライニング材

義歯床リライニング材として，口腔内挿入時に

おける刺激が少なく，現在臨床に広く用いられる

頻度が高いことを考慮しトクソーリベース（トク

ヤマ社製）を選択した。

２）適合試験材

適合試験材として流動性が高く，極めて薄い膜

になった際にも剥離せず床内面に密着し，皮膜厚

さを定量的に計測し適合状態を判定するために，

シリコーンラバー系の適合試験材であるフィット

チェッカー（ジーシー社製）を選択した。

３．被験義歯のリライニング

リライニングは，床基底面の表面をカーボラン

ダムポイントで一層削去し，新鮮なレジン面を露

出させた後接着剤を塗布し，メーカー指定の粉液

比（P/L）１．６にて混和したリライニング材を床基

底面に盛り，口腔内に装着した。なお，口腔内へ

の義歯の装着は混和開始後１分とした。咬頭嵌合

位で１度咬合させた後，開口させ十分な舌の運動

後，再度咬合させ手指により頬粘膜を十分に運動

させ余剰のリライニング材を排除した。リライニ

図１ 欠如部歯槽堤の近遠心および頬舌的断面形態
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ング材の完全硬化の前に口腔内より義歯を撤去

し，付属の硬化促進剤を溶解した温水中に投入

し，完全硬化させた。また，リライニングの前後

に義歯側と非義歯側の臼歯部における咬合関係を

咬合記録材（ジーシー社製 エグザバイト）により

記録し，リライニング前後での咬合部位に著明な

変化のないことを確認した。

４．床粘膜間適合度記録

１）適合度記録の採得

リライニングの施行前後に被験義歯の床基底面

に対して，ベースとキャタリストの体積比５：１

で練和した適合試験材を盛り，口腔内に義歯を装

着した後，完全硬化するまで咬頭嵌合位を保持さ

せた状態で頬粘膜，舌等の可動組織の運動を行っ

た。完全硬化後口腔内より取り出し，得られた適

合度記録の規格写真撮影を行った。さらに，床基

底面の機能的印象に基づくリライニングによる床

粘膜間間隙の補償後における機能的適合性を調査

するために，咬合力により義歯床が歯槽堤粘膜に

向かい垂直に沈下するよう義歯床咬合面近遠心的

表２ 被験例別・厚径１００µm未満の面積比率および歯槽堤の形態的因子 （単位：％）

Sub. No 床面積（mm２）
歯槽堤近遠心長径

（mm）
断面形態指数
（mm）

連結装置

１ ３２７ ２０ ２０ 屈曲

２ ４２８ ３１ １７ 屈曲

３ ４１６ ３０ ２３ 屈曲

４ ６１０ ３７ ２２ 屈曲

５ ３８６ ２３ ２８ 鋳造

６ ３１４ ２３ ３０ 鋳造

７ ６５０ ４０ ２２ 鋳造

８ ４５５ ２９ ２５ 鋳造

９ ４２０ ３３ ２７ 鋳造

１０ ５０５ ３６ １５ 屈曲

１１ ５１２ ３６ ２０ 鋳造

１２ ３９８ ２８ ２４ 屈曲

１３ ３４４ ２４ ２１ 屈曲

１４ ４１９ ３０ １７ 屈曲

１５ ３６８ ３１ ２３ 鋳造

１６ ３５７ ２８ ２７ 鋳造

１７ ２５４ １８ ２３ 鋳造

１８ ４４７ ３６ １８ 屈曲

１９ ４７５ ４０ １７ 鋳造

２０ ３３７ ２７ １７ 鋳造

２１ ３１４ ２６ ２３ 鋳造

２２ ４５９ ３４ ２７ 鋳造

２３ ３６１ ２８ ２０ 鋳造

２４ ３６９ ２５ ２６ 屈曲

２５ ２７３ ２８ ８ 屈曲

平均 ４０８ ３０ ２１．６

S. D ９４．６４ ５．８６ ４．９５
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中央に厚径７０µmの鉛箔を置き，同時に反対側歯
列に厚径３０µmの咬合紙を咬合させた状態で引き
抜き試験を行い，咬合紙が引き抜けない最大枚数

の金属箔を咬合させた状態，すなわち被験者が残

存歯による咬頭嵌合位をとりうる最大の箔枚数を

咬合させ加圧条件を変化させた状態での床粘膜間

適合度も記録した。ここで，介在させた鉛箔は，

冨山１３）の報告により箔介在時には残存歯による咬

頭嵌合位の確保がみとめられており，床粘膜間間

隙の補償後における機能的適合性の調査には有用

であると判断されるため，今回の実験において鉛

箔を用いた。

２）記録フィルムの作製

床粘膜間適合度記録を同一条件で記録するため

に，以下の方法で規格写真を撮影した。まず，カ

メラスタンドに固定したカメラ（ニコン社製，

Medical Nikkol 装 着 のNikon FM２）に カ ラ ー

フィルム（イーストマン・コダック社製，エクタ

クローム）を装填し，カメラスタンド上の被験義

歯を撮影距離６０cm，撮影倍率１／３倍で撮影し

た。撮影にあたっては，スタンド上に黒色のラ

シャ紙を，そのほぼ中央に適合試験を行った義歯

を置いた。この際，義歯基底面の位置を一定の条

件に保持するために，パテータイプの印象材

（ジーシー社製，エグザファイン・パテータイプ）

を用いた咬合面コアを被験例ごとに作製し，この

咬合面コアを用いてリライニング前，後，箔介在

時それぞれの規格撮影を行った。また，キャリブ

レーション用スケールと，以下に述べる適合試験

材のウエッジも同時に撮影した。

ここで，規格撮影時の資料を置く際の角度付け

に関して細井７）は，フィルムに対して資料の角度

が４５度以上の場合にはホワイトシリコーンの厚さ

とカラー画像表示の関係は測定誤差が大きくなる

が，３０度以下の範囲であれば，測定誤差が少なく

相関性が高いと報告しており，本実験における規

格撮影の条件を満たすものであると思われる。

３）ウエッジの作製

適合試験材の色透過度の自動濃度計測分析装置

による解析処理を行うにあたって，適合試験材を

用いて較正用のウエッジを作製した。ウエッジの

作製にはまず，厚さ３mmのガラス板に厚径１００

µmから１００µm間隔で厚径８００µmまでのアルミ
箔を張り付け，箔の両端に直径８００µmのワイ
ヤーを置き，適合試験材を標準稠度のベースと

キャタリストを体積比５：１で１５秒間練和し，そ

の上に盛り，義歯床用レジン材とリライニング材

を厚さ５mmに整形した平坦な板をそれぞれ介在

させ圧接し硬化後，適合試験材のウエッジとした。

４）多目的画像処理装置（MIP）による画像記録お

よび疑似カラー画像の計測

リライニングによる床粘膜間適合度記録の計測

にはMIP を使用した。本装置は各種の医用画像

を入力データとして扱い，入力した画像を専用の

イメージプロセッサーとワークステーションおよ

び画像入出力装置にてデジタル画像処理を行うも

のである。画像記録およびカラー画像の計測は，

まず本装置のライトテーブル上に適合試験後の記

録写真を置きカメラにて入力し，疑似カラー処理

後に規格撮影を行い，その記録を再度カメラにて

画像入力しモニター上に表示した。資料の撮影に

おいて，ウエッジとキャリブレーション用のス

ケールも同時記録した。

表示されたモニター上でウエッジにおける一定

の厚径の部位が特定の色になるように調節し，資

料において計測濃度に対応した疑似カラーの指定

を行い，演算処理の結果を出力用のモニターに表

示した。この時，計測資料となるポジフィルムに

は，義歯床以外の部分も撮影されているので，そ

の部分は計測値に影響のないように遮蔽する必要

がある。そこで，義歯床を画面上で義歯床基底面

の外形に一致させて切り抜きマスキング画面を作

製し，計測資料に重ね合わせることにより義歯床

基底面のみが計測可能となるように設定した。

また，色別による適合試験材の皮膜厚さの表示

は，前述のウエッジの厚径をあらかじめ計測して

おき，その対比により疑似カラーは各厚径差によ

り厚径１００µm未満，１００～２９９µm，３００µm以上の
３段階の厚径別に分類し，それぞれ青，黄，赤の

各色とした。
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実 験 結 果

１．リライニングによる適合状態の変化

各被験例を計測するにあたり，適合試験材の特

定の濃度範囲を３分割した場合，床の色が完全に

透けて見える像の部位は，適合試験材の厚径１００

µm未満の部位で疑似カラーにおける青色を，床
の色が判別できない部位は，適合試験材の厚径３００

µm以上の部位で疑似カラーにおける赤色を，そ
の中間の透過度合のものを，適合試験材の厚径１０

０～２９９µmの部位で疑似カラーにおける黄色に
相当するよう処理した。

リライニングにおける適合状態の変化は，図２

の上段の様に（Sub.１６），リライニングにより適

合性の向上が認められ，箔介在時にはさらに適合

性に変化を示した例が多く存在した。

また，図２の中段の様に（Sub.８），リライニン

グにより適合性が変化せず箔介在時に適合性に変

化を示す例も存在した。

さらに，図２の下段の様に（Sub.１４），リライ

ニング後および箔介在時に適合性に大きな変化を

示さない例も存在した。

このように適合性の変化は被験例ごとに異なる

が，リライニングにより適合性の低下する例は存

在しなかった。

２．リライニングにおける適合試験材の厚径の分

布

リライニングによる床の粘膜に対する適合性を

把握するために，一定の条件下でリライニングを

行い，規格処理により適合試験材の厚径を疑似カ

ラー処理し，リライニング前後での適合精度の変

化を全２５例を調査対象とし定量的に求めた。適合

試験材の厚径を前述のように１００µm未満，１００～
２９９µm，３００µm以上の３段階に分類した。リラ
イニング前，リライニング後，箔介在時における

適合試験結果の被験例ごとの面積比率を表３に示

す。

厚径別にみてみると，厚径１００µm未満の部位
の面積比率については，リライニング前後に平均

で５３％から６８％へと１５％変化し，箔介在時におい

ては７１％へと３％変化した。

つぎに，厚径１００～２９９µmの部位に関しては，
リライニング前後に平均で，３３％から２３％へと１０

％減少し，箔介在時においては２０％へと３％減少

した。

さらに，厚径３００µm以上の部位に関しては，
リライニング前後に平均で，１４％から９％へと減

少し，箔介在時においては８％へと１％減少し

た。

ここで，各厚径ごとにリライニング前とリライ

ニング後，およびリライニング後と箔介在時にお

ける統計的有意差を求めた結果，全ての厚径でリ

ライニング前と後との間で有意差が認められた

が，リライニング後と箔介在時との間においては

有意差は認められなかった。

３．リライニング前の不適合の程度とリライニン

グ後の適合の程度との関係

リライニング前の不適合の程度とリライニング

後の適合の程度との関係について，リライニング

前における厚径１００µm未満の面積比率で被験例
を３群に分類し群間の比較を行った。すなわち適

合不良の群と適合やや不良な群，さらに両者の間

の群に分類すると表３に示す被験例のうち，適合

不良な群は，Sub.４，１０，１５，１６，１７，１８，２１，

２２および２４の９例で，それらの平均値は３８±１２％

であった。面積比率はリライニングの前後で３８％

から６３％へと２５％増大し，箔介在時には６８％へと

５％変化した。リライニングによる厚径１００µm
未満の面積比率について危険率５％で t検定を

行ったところ，有意差が認められた。また箔介在

時の面積比率についても有意差が認められた。

また，中間の群は，Sub. ２，３，８，９，１１，

１２，２０および２３の８例で，それらの平均値は５５±

４％であった。面積比率はリライニングの前後で

５５％から６５％へと１０％増大し，箔介在時には７０％

へと５％変化した。リライニングによる厚径１００

µm未満の面積比率について危険率５％で t検定
を行ったところ，有意差が認められた。しかし箔

介在時の面積比率については有意差は認められな

かった。

さらに適合やや不良の群は Sub. １，５，６，
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７，１３，１４，１９，および２５の８例で，それらの平

均値は６８±４％であった。面積比率はリライニン

グの前後で６８％から７６％へと８％増大し，箔介在

時には７６％と変化しなかった。リライニングによ

る厚径１００µm未満の面積比率について危険率５
％で t検定を行ったところ，有意差が認められ

た。しかし，箔介在時の面積比率については有意

差は認められなかった（図３）。

ついで術前の適合度の異なる３群について，リ

ライニングによる厚径１００µm未満の面積比率の
増大量の平均値の差を危険率５％で t検定を行っ

たところ，適合不良の群とやや不良の群の間にお

いて有意差が認められた。

したがって適合がやや不良な群より，不良な群

の方がリライニングによる適合域の増大がより著

明に現れることが認められた。

Sub．１６

Sub．８

Sub．１４

リライニング前 リライニング後 箔介在時

上段：記録写真 下段：疑似カラー写真

図２ リライニングによる適合状態の変化
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さらに，箔介在による面積比率の増大量の平均

値の差を危険率５％で t検定を行ったところ，有

意差は認められなかった。このことからリライニ

ングにより適合性は改善されたが，咬合条件の影

響は少ないものと思われる。

これらのことから，適合不良な群にリライニン

グを施すと著しい適合性の向上が認められるが，

適合やや不良な群にリライニングを施しても前者

ほど著明な適合性の向上は現れない。しかし，適

合度としては適合不良な群に比較して，適合性の

良い範囲の占有率が大きくなるものと思われる。

また，箔介在時すなわち粘膜の負担圧が増大す

る場合，術前にやや不適合であった群の適合性に

変化が少ないのに対し，術前に不適合であった群

の適合性は若干向上し，適合性の異なる３群共に

ある範囲にて適合度を得られることが認められ

た。

４．リライニング前後における床粘膜間近接域の

面積比率の大きさの変化

リライニング前とリライニング後の床粘膜間近

表３ 適合試験材の厚径の面積比率 （単位：％）

１００µm未満 １００～２９９µm ３００µm以上

Sub. No リライニング前 リライニング後 箔介在時 リライニング前 リライニング後 箔介在時 リライニング前 リライニング後 箔介在時

１ ６６ ７６ ５０ ２８ １７ ４０ ７ ７ １０

２ ５１ ５６ ５２ ３０ ３０ ３０ １９ １５ １８

３ ５５ ６３ ６３ ３１ ２７ ２４ １４ １０ １３

４ １６ ５７ ５９ ２６ ２５ ２８ ５８ １８ １３

５ ６５ ７５ ７７ ２６ １７ １９ ９ ８ ４

６ ６２ ７６ ８１ ２３ １６ １５ １５ ９ ５

７ ６９ ７１ ７３ ２５ ２６ ２４ ６ ３ ３

８ ５１ ５１ ７６ ３５ ２９ １４ １５ １９ １０

９ ５７ ７０ ７１ ２０ １８ １７ ２４ １２ １２

１０ ４５ ５６ ６６ ３９ ２５ ２０ １７ １９ １４

１１ ５３ ７３ ７０ ２９ １９ １７ １８ ８ １３

１２ ５４ ６３ ６４ ３７ ２３ ２３ ９ １４ １３

１３ ６９ ７２ ７５ １８ １５ １２ １２ １３ １２

１４ ７２ ７９ ８２ １９ １０ ９ ９ １１ ８

１５ ４９ ７２ ７５ ３８ ２０ １８ １３ ８ ７

１６ ２３ ５７ ６６ ５３ ３４ ２５ ２４ ９ １０

１７ ３６ ６０ ５９ ４１ ２８ ３３ ２３ １２ ８

１８ ３８ ６８ ７３ ４４ ２２ １７ １８ １０ １０

１９ ６７ ７３ ８１ ３１ ２５ １７ ２ ２ １

２０ ６０ ７５ ８１ ３６ ２０ １５ ４ ５ ５

２１ ４２ ５１ ５７ ４５ ４４ ３５ １３ ６ ９

２２ ４８ ６９ ７５ ４１ ２６ １９ １１ ５ ６

２３ ６１ ７６ ８６ ３７ ２１ １２ ２ ３ ２

２４ ４６ ７９ ８１ ４８ １７ １５ ６ ４ ４

２５ ７３ ８５ ９１ ２６ １４ ９ １ １ １

平均 ５３ ６８ ７１ ３３ ２３ ２０ １４ ９ ８

S.D １４．５２ ９．４４ １０．６３ ９．３２ ７．２２ ８．０２ １１．３８ ５．１６ ４．５４
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接域の面積比率をそれぞれ大きいものから順位を

与え，これらの順位についてスピーマン順位相関

を求めたところ，rs＝０．６８を得た。したがって，

リライニング前に比較してリライニング後は明ら

かに面積比率の増大を示すが，リライニング前の

面積比率が大きければリライニング後も大きくな

り，面積比率の順位はおおよそ一定の数値を示す

ことが認められた。

考 察

１．実験方法について

１）適合試験

適合状態の記録を行う場合，咬頭嵌合位の状態

によって被圧条件が変化する可能性が考えられ

る。ここで，咬頭嵌合位における咬合の安定性に

ついては板谷１５），山田１６）の報告があるが，いずれ

も咬頭嵌合位の安定性に関しては５０µmから１００
µm程度のばらつきを示すものが多く，咬耗が認
められる症例においてはそのばらつきも大きくな

る傾向があると報告されている。つぎに，歯牙の

咬頭嵌合位における変位量について後藤１７）は，上

下顎第１小臼歯における歯牙の長軸方向荷重時の

変位量は，荷重量１０００gに対して１０～６０µmで
あったと報告している。また，小宮山１８）は，頬舌

側への規制荷重による歯牙の変位量について，後

藤１７）の計測した荷重量１０００gに対して５０～１００µm
という結果にほぼ近似していると報告している。

このように残存歯列により咬頭嵌合位をとらせ

た場合には，その位置のばらつきはきわめて小さ

く，本実験の被験例は，下顎片側遊離端症例で残

存歯列により適正な咬合位が保たれていることか

ら，安定した条件で記録が行われたものと思われ

る。

２）適合試験材の判定方法

即日的適合診査については尾花ら１９）が報告して

おり，ホワイトシリコーンを用いた適合試験の術

式上の問題点としてまず細井７）は，適合試験材の

混和比をはじめ練和方法，練和時間等が重要な問

題であり，記録採得時の被験者の頭位は食事をす

る時の姿勢が好ましいと述べている。さらに冨

山１３）は，シリコーンの皮膜が厚すぎる場合には光

透過度による判定が困難であること，同一の被圧

状態においても症例ごとの床下粘膜の被圧変位量

が異なる場合には皮膜厚さに違いが生じ，比較判

定を誤ること，さらに練和条件の違いにより皮膜

厚さに差異が生じることの３項目を問題点として

いる。

ここで、シリコーンの皮膜厚さに影響を及ぼす

因子として森戸２０），三輪２１），高橋ら２２）は，ホワイ

トシリコーンを用いた適合試験は，その流動特性

から比較的床面積の小さな義歯床に対してその適

応性が高く，粘膜の被圧変位量には個人差がある

ことから症例間の比較はできないが，シリコーン

皮膜の厚径が当該粘膜の被圧状態を表しているの

で被圧量の大きさや相対的な圧負担の部位差の概

要を把握でき，さらに練和比を正確にし操作手順

を一定に行えば判定上の誤差は極めて小さくなる

と報告している。

本実験においては被験義歯を義歯床面積の小さ

い下顎片側遊離端義歯とし，義歯の受ける被圧量

に関しては，残存歯列による咬頭嵌合を基準とす

ることで条件の管理を行った。

３）多目的画像処理装置による計測

適合試験材の皮膜厚さの違いについて定量的分

析を行うために，自動濃度計測分析装置である多

目的画像処理装置を用いた。自動濃度計測分析装

置を用いた研究報告において冨山１３）は，ホワイト

面
積
比
率

リライニング前 リライニング後 箔介在時

適合不良の群 適合の中間の群 適合やや不良の群

図３ リライニングおよび箔介在時における適合試験
材の厚径１００�未満の面積比率の変化
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シリコーンの厚径が４０～６０µm以下の部位では，
レジン床の色が透過し，厚径１００～２００µmの部位
では，レジン床の色とホワイトシリコーンの色の

中間色を示したと述べている。また細井７）は，平

面資料におけるホワイトシリコーンの厚径の実測

値とカラー表示との関係を検討しており，厚径１３０

～１５０µmまでは，ホワイトシリコーンの厚径と
カラー画像の表示との相関性が高く，２００µm以
上の場合は，測定誤差の範囲が広くなるが，実際

の臨床の場において厚径が２００µm以上の場合は
義歯床が不適合なことが多いのでその範囲につい

ては厳密な測定が必要ないと述べている。

さらに細井７）は，適合試験材の厚径が３０µm程
度が良好な適合状態であり，シリコーン層が厚い

部分と薄い部分に分かれている不均一な状態，あ

るいは均一であっても１２０µm以上の厚い層で覆
われている場合には床下粘膜に咬合圧が適切に配

分されないことになるのでリベースが必要である

と述べている。また，厚径１００µm未満の部位は
その面積比率の変化が大きく，この部位は適合良

好な部位であるので本実験においては，厚径１００

µm未満の部位を観察することが適切であると考
えられる。

このことから本実験においては，適合試験材の

厚径１００µm未満の部位を適合良，厚径１００～２９９
µm，および厚径３００µm以上の部位を適合不良と
し，適合性の判定の指標とした。

２．適合性に影響を与えると思われる因子につい

ての検討

リライニング後の適合性に影響を与えると思わ

れる因子を検討するため被験例２５例を各因子毎に

被験例数に差がないように３群に分類し，厚径１００

µm未満の面積比率の平均値について群間の比較
を行った。

１）床基底面面積および歯槽堤近遠心長径の影響

� 床基底面面積の影響

義歯床基底面面積を床面積の小さい群と大きい

群，さらに両者の間の群に分類した（表２）。まず

床面積の小さい群は Sub. １，６，１３，１６，１７，

２０，２１，および２５の８例で，それらの平均値は３１

５mm２であった。面積比率はリライニングの前後

で５４％から６９％へと１５％増大し，箔介在時には７０

％へと１％変化した。リライニングによる厚径１００

µm未満の面積比率について危険率５％で t検定
を行ったところ，有意差が認められた。しかし，

箔介在時の面積比率については有意差は認められ

なかった。

次に，床面積の中間の群は Sub. ２，３，５，

９，１２，１４，１５，２３および２４の９例で，それらの

平均値は３９６mm２であった。面積比率はリライニ

ングの前後で５７％から７０％へと１３％増大し，箔介

在時には７２％へと２％変化した。リライニングに

よる厚径１００µm未満の面積比率について危険率
５％で t検定を行ったところ，有意差が認められ

た。しかし，箔介在時の面積比率については有意

差は認められなかった。

さらに，床面積の大きな群は，Sub. ４，７，

８，１０，１１，１８，１９，および２２の８例で，それら

の平均値は５１４mm２であった。面積比率はリライ

ニングの前後で４８％から６５％へと１７％増大し，箔

介在時には７２％へと７％変化した。リライニング

による厚径１００µm未満の面積比率について危険
率５％で t検定を行ったところ，有意差が認めら

れた。しかし，箔介在の面積比率については有意

差は認められなかった（図４）。

ついで，床面積の異なる３群におけるリライニ

ングと箔介在に伴う面積比率の増大量の差につい

て危険率５％で t検定を行ったが，有意差は認め

られなかった。以上よりリライニングの効果に及

ぼす床面積の影響は乏しいものと思われる。

ここで，適合試験材の皮膜厚さに影響を及ぼす

と考えられる床下粘膜の性状，粘膜の負担圧の分

布状態について，粘膜の性状のうち粘膜の厚さに

関しては岸２３），Kydd２４），永井２５）らが，顎粘膜の厚

さは平均で２～３mmであり，また被圧変位量に

ついては宮下２６），岸２３）らが，比較的小面積に対す

る加圧では０．２～２．０mmであり，義歯床等の比較

的広い面積の場合には０．１４～０．３１mmの変位を示

し，さらに岸２３）は，面積が６０mm２を超える場合に

はそれ以上面積が大きくなったとしても，その変
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位量に変化はほとんど認められなくなり，その時

の変位量はいずれの場合においても約０．２mmで

あると報告している。

義歯床の沈下量は，床の適合性と粘膜の被圧変

位量とによって決定されると思われるが，適合性

の不良な義歯は，部分的に強くあたる範囲の粘膜

の被圧変位量が沈下量として現れ，適合性の良好

な義歯は，床全面が比較的均等な沈下量を示すた

め，広範囲の粘膜全体の被圧変位量が沈下量とし

て現れると考えられる。

本実験の被験義歯床面積は，２５４～６５０mm２であ

るが，リライニング前の厚径１００µm未満の面積
が最小値は８２mm２であったことから，咬合圧によ

る床の沈下量が変化しなくなる床面積を超えてい

るため，床面積の大きさの差異による２群間に差

が現れず，リライニング後，さらには箔介在時で

の適合性の変化に特定の傾向が生じなかったもの

と思われる。

� 歯槽堤近遠心長径の影響

歯槽堤の近遠心長径を歯槽堤の近遠心長径が短

い群と長い群，さらに両者の間の群に分類すると

表２に示すように，歯槽堤近遠心長径が短い群は

Sub. １，５，６，１３，１７，２０，２１お よ び２４の８

例で，それらの平均値は２３．３mmであった。面積

比率はリライニングの前後で５６％から７０％へと１４

％増大し，箔介在時には７０％と変化しなかった。

リライニングによる厚径１００µm未満の面積比
率について危険率５％で t検定を行ったところ，

有意差が認められた。しかし箔介在時の面積比率

については有意差は認められなかった。

次に，歯槽堤近遠心長径が中間の群は Sub. ２，

３，８，１２，１４，１５，１６，２３および２５の９例で，

それらの平均値は２９．２mmであった。面積比率は

リライニングの前後で５４％から６７％へと１３％増大

し，箔介在時には７３％へと６％変化した。リライ

ニングによる厚径１００µm未満の面積比率につい
て危険率５％で t検定を行ったところ，有意差が

認められた。しかし箔介在時の面積比率について

は，有意差は認められなかった。

さらに，歯槽堤近遠心長径が長い群は，Sub.

４，７，９，１０，１１，１８，１９および２２の８例で，

それらの平均値は３６．５mmであった。面積比率は

リライニングの前後で４９％から６７％へと１８％増大

し，箔介在時には７１％へと４％変化した。リライ

ニングによる厚径１００µm未満の面積比率につい
て危険率５％で t検定を行ったところ，有意差が

認められた。また，箔介在の面積比率についても

有意差が認められた（図５）。

ついで歯槽堤近遠心長径の異なる３群における

リライニングと箔介在に伴う面積比率の増大量の

差について危険率５％で t検定を行ったが，有意

差は認められなかった。

以上よりリライニングの効果は床下歯槽堤近遠

心長径の影響を受けにくく，床面積と同様，面積

比率に影響を及ぼさないものと思われる。

２）歯槽堤の頬舌側断面形態の影響

歯槽堤の圧負担能力は，顎堤形態による影響を

受けると考えられるので，前述した方法で求めた

歯槽堤断面形態指数について検討を行った。

歯槽堤断面形態指数を小さい群と大きい群，さ

らに両者の間の群に分類すると表２に示すよう

に，断面形態指数の小さい群は Sub. ２，１０，

１４，１８，１９，２０および２５の７例で，それらの平均

値は１５．６mmであった。面積比率はリライニング

の前後で５８％から７０％へと１２％増大し，箔介在時

には７５％へと５％変化した。リライニングによる

厚径１００µm未満の面積比率について危険率５％
で t検定を行ったところ有意差が認められた。ま

面
積
比
率

リライニング前 リライニング後 箔介在時

床面積の小さい群 床面積の中間の群 床面積の大きい群

図４ 床面積の大きさと面積比率
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た箔介在時についても有意差が認められた。

また，断面形態指数の中間の群は Sub. １，３，

４，７，１１，１３，１５，１７，２１，および２３の１０例で，

それらの平均値は２１．６mmであった。面積比率は

リライニングの前後で５２％から６７％へと１５％増大

し，箔介在時には６７％と変化しなかった。リライ

ニングによる厚径１００µm未満の面積比率につい
て危険率５％で t検定を行ったところ，有意差が

認められた。しかし，箔介在時の面積比率につい

ては，有意差は認められなかった。

さらに，断面形態指数の大きい群は，Sub. ５，

６，８，９，１２，１６，２２および２４の８例で，それ

らの平均値は２６．８mmであった。面積比率はリラ

イニングの前後で５１％から６８％へと１７％増大し，

箔介在時には７４％へと６％変化した。

リライニングによる厚径１００µm未満の面積比
率について危険率５％で t検定を行ったところ，

有意差が認められた。しかし，箔介在時について

は，有意差は認められなかった（図６）。

ついで，断面形態指数の異なる３群におけるリ

ライニングと箔介在に伴う面積比率の増大量の差

について危険率５％で t検定を行ったが，共に両

者間に有意差は認められなかった。

以上より，断面形態が異なってもリライニング

の効果は変わらないと思われる。

ここで，顎堤の形態と適合試験に関して三輪２７）

が，顎堤の高さが中等度の場合には歯槽頂部の皮

膜厚さが斜面部に比較し厚くなる傾向を認めた

が，粘膜に相当するように作製された弾性模型に

おいては，顎堤の高さが高い場合を除き顎堤頂部

の皮膜厚さが斜面部に比較し薄くなる傾向にあ

り，顎堤の傾斜が強い場合には頬側斜面部の皮

膜厚さが薄くなる傾向にあるとの報告をしてい

る。

本実験では，歯槽頂部が頬舌側斜面部に比較し

適合良好な例は７例であったが，このうち３例が

顎堤が比較的高い例であった。また，頬側の適合

性の変化については，１５例で適合性の向上を認め

たが，このうち６例が顎堤の傾斜が強い傾向にあ

るのみであった。このことから顎堤形態がリライ

ニングに及ぼす影響は強いとはいえず，唾液の介

在や咬合圧等の影響が考えられる。

３）連結装置の種類の影響

安達２８）は，遊離端義歯に生じる床の変位は，両

側性支持様式の採用により極めて効果的に抑制さ

れるとの報告をしており，本実験においても，２

種類の連結装置と両側性設計の義歯を選択した。

連結装置の差異とリライニングの効果との関連

性をみるため，表２に示すように連結装置を屈曲

バーの１１例と鋳造バーの１４例とに分類し，比較し

た。

屈曲バーの群での面積比率は，リライニングの

前後で５３％から６９％へと１６％増大し，箔介在時に

は６９％と変化しなかった。リライニングによる厚

径１００µm未満の面積比率について危険率５％で t
検定を行ったところ，有意差が認められた。しか

し，箔介在時の面積比率については，有意差は認

められなかった。

次に，鋳造バーの群での面積比率は，リライニ

ングの前後で５３％から６８％へと１５％増大し，箔介

在時には７３％へと５％変化した。リライニングに

よる厚径１００µm未満の面積比率について危険率
５％で t検定を行ったところ，有意差が認められ

た。また箔介在時の面積比率についても有意差が

認められた（図７）。

ついで，屈曲バーと鋳造バーの２種類における

リライニングと箔介在に伴う面積比率の増大量の

面
積
比
率

リライニング前 リライニング後 箔介在時

歯槽堤近遠心長径の短い群 歯槽堤近遠心長径の中間の群
歯槽堤近遠心長径の長い群

図５ 歯槽堤近遠心長径と面積比率
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差について危険率５％で t検定を行ったが，共に

両者間に有意差は認められなかった。以上より

バーの種類はリライニング効果に影響しないと考

えられる。

ここで，箔介在時に屈曲バーでは変化せず，鋳

造バーにおいてはさらに適合性に向上を示したこ

とについては，関根２９），加藤３０）らが下顎片側遊離

端欠如における模型用義歯に種々の条件を付与し

た連結装置の強度について義歯床の回転に関する

シミュレーションを行ない確認したところ，既製

のバー用コバルトクローム合金線の力学的強度

は，鋳造バーに対して不足すると指摘しているこ

とと矛盾するものと考えられる。

４）箔介在枚数の影響ついて

リライニング後の適合試験時の金属箔介在枚数

についてみると表４で示すように，平均値は３．８

枚であり，宮下２６）の報告とほぼ一致した。箔を咬

合させた状態における適合試験後の面積比率と箔

介在枚数との関連性について，箔介在枚数を１～

２枚の少ない群と３～４枚の中間の群，さらに５

～１１枚の多い群の３群に分類した。

まず，箔介在枚数の少ない群の面積比率は，リ

ライニングの前後で５１％から６９％へと１８％増大

し，箔介在時には６９％と変化しなかった。リライ

ニングによる厚径１００µm未満の面積比率につい
て危険率５％で t検定を行ったところ，有意差が

認められた。しかし，箔介在時の面積比率につい

ては，有意差は認められなかった。

次に，箔介在枚数の中間の群の面積比率は，リ

ライニングの前後で５６％から６８％へと１２％増大

し，箔介在時には７２％へと４％変化した。リライ

ニングによる厚径１００µm未満の面積比率につい
て危険率５％で t検定を行ったところ，有意差が

認められた。また，箔介在時の面積比率について

も有意差が認められた。

さらに箔介在枚数の多い群の面積比率は，リラ

イニングの前後で５２％から６７％へと１５％増大し，

箔介在時には７４％へと７％変化した。リライニン

グによる厚径１００µm未満の面積比率について危
険率５％で t検定を行ったところ，有意差が認め

られた。しかし，箔介在時については有意差は認

められなかった（図８）。

ついで，箔介在枚数の異なる３群におけるリラ

イニングと箔介在に伴う面積比率の増大量の差に

ついて危険率５％で t検定を行ったが，有意差は

認められなかった。

ここで，宮田９）は，遊離端義歯の咬合の高さを

鉛箔を用いて実験的に変化させ，義歯床の適合性

に及ぼす影響に関して，咬合面全体を高くした場

合には，上下顎とも近心より遠心に向かって薄い

層が増加し，さらにその介在箔の厚径が厚いほど

その傾向が認められると報告している。また宮

下２６）は，臨床上の義歯による床沈下量計測法とし

て厚径７０µmの鉛箔を介在させて，その介在枚数

面
積
比
率

面
積
比
率

リライニング前 リライニング後 箔介在時 リライニング前 リライニング後 箔介在時
断面形態指数の小さい群 断面形態指数の中間の群

屈曲バー群 鋳造バー群断面形態指数の大きい群

図６ 断面形態指数と面積比率 図７ 連結装置の差異と面積比率
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から床沈下量を計測し，床の沈下量は最小０．１４

mmから最大０．３５mmに分布し箔３枚の０．２１mm

が最大の発現頻度を示し，さらに咬合力による義

歯床の沈下量と床下粘膜の局所被圧変位量との間

には密接な関係が存在し，絶対値においては前者

が後者よりはるかに小さい値を示すが，その間に

は概略的な比例関係があることが認められたと報

告している。本実験においては Sub. １のみが箔

介在時に厚径１００µm未満の部位の適合性に低下
を認めたが，他の２４例に関しては，ほぼ箔介在時

に適合性に変化を示さないか向上を認めた。以上

より，介在金属箔枚数の多い例が，箔介在時の厚

径１００µm未満の占める面積比率が大きくなる傾
向を示したことは，リライニング時の粘膜に対す

る加圧不足が考えられる。

総括および結論

義歯床基底面に対する直接リライニングは，日

常の臨床において頻繁に応用されているにもかか

わらず，直接リライニングによる適合性の改善状

態についての報告はほとんどない。そこで著者ら

は，義歯装着後１年以上経過した下顎片側遊離端

義歯症例２５例を被験対象として，直接リライニン

グを施行し，粘膜に対する床の適合性の改善状態

について定量的に検討を行った。

実験にあたり，２５人の被験例に対し，まずリラ

イニング前，およびリライニング後にホワイトシ

リコーンを用いて中心咬合位における床粘膜間適

合度を記録した。さらにリライニング後の義歯咬

合面間に，厚径７０µmの金属箔を介在させた状態
での床粘膜間適合度も記録した。なお，金属箔の

介在枚数は，咬合時に同時に反対側歯列の咬合面

間に介在させた厚径３０µmの咬合紙が引き抜けな
い枚数とし，被験例ごとに枚数を設定した。つい

で，得られた床粘膜間適合度記録を同一の規格で

写真撮影し，多目的画像処理装置により写真の黒

化度に基づいて適合試験材の厚径１００µm未満の
面積比率を検討した。

表４ リライニング後における箔介在枚数

Sub. No 箔介在枚数（枚）

１ ２

２ ２

３ ４

４ ６

５ ６

６ ３

７ ５

８ ６

９ ２

１０ ２

１１ ２

１２ ３

１３ ４

１４ ２

１５ ２

１６ ２

１７ ３

１８ ６

１９ １１

２０ ７

２１ ４

２２ ４

２３ ４

２４ １

２５ ４

平均 ３．８

S. D ２．２２

面
積
比
率

リライニング前 リライニング後 箔介在時

箔介在枚数の少ない群 箔介在枚数の中間の群 箔介在枚数の多い群

図８ 箔介在枚数と面積比率
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これらの実験結果は，以下に要約できる。

１．直接リライニングにより床粘膜間近接域の面

積比率が増大し，リライニング前後で面積比率に

有意差が認められた。２．リライニング前に床面

積の約５０％を示した適合試験材の厚径１００µm未
満の部位の面積比率は，リライニング後約７０％に

達した。３．リライニング後の床粘膜間近接域の

面積比率は咬合条件の若干の変化ではほとんど変

化を認めない。４．リライニング前の床粘膜間近

接域の面積比率が小さいほど，リライニング後そ

の増大傾向は高くなるが，リライニング後の近接

域面積は，術前の床粘膜間の近接域面積が大きい

ほど大きく，リライニング前後では，床粘膜間近

接域の面積比率の大きさの順位に相関が認められ

た。
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月５日，千葉），第１０回千葉県歯科医学大会（２０００年２
月６日，千葉），平成１１年度日本補綴歯科学会・東関東
支部学術大会（２０００年２月１２日，東京）において発表し
た。

１）Tallgen, A. : The continuing reducation of the
residual alveolar ridges in complete denture wearers
: A mixed－longitudinal study covering２５yeares. J
Prosthet Dent，２７：１２０～１３２，１９７２．
２）Atwood, D. A. : Reduction of residual ridges : A
major oral disease entitry. J Prosthet Dent，２６：２６６
～２７９，１９７１．
３）Ortman, H. R : Factors of bone resorption of the
residual ridge. J Prosthet Dent，１２：４２９～４４０，１９６２．
４）Atwood, D. A. : Some clinical factors related to
rate of resorption of residual ridges. J Prosthet
Dent，１２：４４１～４５０，１９６２．
５）Bunch, J., Johnson, G. H., Brudvik, J. S : Evalu-
ation of hard direct reline resins. J Prosthet Dent，
５７：５１２～５１９，１９８７．
６）安川宏美：義歯床に対するリライニング材の接着性
に影響する因子．鶴見歯学，２１：７３～９０，１９９５．
７）細井紀雄：義歯床の適合試験法に関する研究．鶴見
歯学，２：１１１～１３４，１９７６．
８）椿 幸雄：リライニング時における義歯床の変形に
関する基礎的研究．九州歯会誌，３５：４１６～４３０，１９８１．
９）宮田孝義：遊離端義歯における義歯床の適合性に関
する研究 －経時的変化と咬合の高さによる影響につ

いて－．日補綴歯会誌，２０：６９４～７１０，１９７６．
１０）加藤賢祐：義歯装着後の粘膜の塑性変形と義歯の機
能的適合性との関係．歯科学報，９２：５２１～５４８，１９９２．

１１）池谷完治：直接リライニングの適合性に関する実験
的研究．鶴見歯学，１８：４３５～４５０，１９９２．

１２）細井紀夫，尾花甚一：部分床義歯のリベース．歯界
展望，５２：２５～３３，１９７８．

１３）冨山 雅史：義歯床基底面の床下組織に対する機能
的適合性の顕示法に関する実験的研究．歯科学報，
８８：２１～８３，１９８８．

１４）三輪悦子，高橋宏嘉，椎名順朗，森戸光彦，細井紀
雄，尾花甚一：下顎顎堤の大臼歯部断面形態の計測に
ついて．日本補綴歯会誌，２５：６０５～７１０，１９８１．

１５）板谷雅一：下顎の急速開閉反復運動時における中心
咬合位付近の水平的下顎位の安定性に対する歯根膜圧
受容器の意義に関する実験的研究．歯科学報，８２：１２１９
～１２５８，１９８２．

１６）山田建二郎：矢状面における下顎位ならびに下顎運
動の中心に関する研究．九州歯会誌，２４：５１２～５２９，
１９７１．

１７）後藤建機：歯牙の生理的動揺に関する実験的研究．
歯科学報，７１：１４１５～１４４４，１９７１．

１８）小宮山彌太郎：天然歯列における咬合・接触状態，
歯牙の動きおよび咬音との関係について．歯科学報，
７５：１６９９～１７４６，１９７５．

１９）尾花甚一：即日的適合診査について．日補綴歯会
誌，３０：１０２４～１０２８，１９８６．

２０）森戸光彦，三輪悦子，丸谷久美子，滝新典生，尾花
甚一：適合試験用ホワイト・シリコーンの物理的な性
質について －第１報 荷重量と径の菲膜厚さに与え
る影響について－．日補綴歯会誌，２３：４９９～５０３，
１９７９．

２１）三輪悦子，高橋宏嘉，滝新典生，森戸光彦，細井紀
雄，尾花甚一：適合試験用ホワイト・シリコーンの物
理的な性質について －第２報 被圧縮度の相違が菲
膜厚さに与える影響について－．日補綴歯会誌，２４：
３５９～３６６，１９８０．

２２）高橋宏嘉，三輪悦子，滝新典生，森戸光彦，細井紀
雄，尾花甚一：適合試験用ホワイト・シリコーンの物
理的な性質について －第３報 被圧縮度の異なる顎
粘膜模型における菲膜厚さ－．日補綴歯会誌，２５：６４９
～６５８，１９８１．

２３）岸 正孝：歯槽堤粘膜の被圧変位性に関する加圧面
の面積と変位量との関係についての実験的研究．歯科
学報，７２：１０４３～１０７１，１９７２．

２４）Kydd, W. L, Daly, C. H., Wheeler �, J. B. : The
thickness mesurment of masticatory mucosa in vivo.
Int. Dent. J，２１：４３０～４４１，１９７１．

２５）永井栄一，佐藤吉則，中臺一介，壹岐俊之，新納晋
次郎，内田耕二，大谷賢二，杉山靖史，元山 修，大
木一三，斉藤仁弘，西山 實，大金 誠：局部義歯の
評価に関する研究 －顎粘膜の厚さ測定および咬合力
測定－．日本歯科医療管理学会雑誌，３３：１７７～１８３，
１９９９．

文 献

４０２ 佐藤，他：直接リライニングによる適合性の改善に関する研究

― 64 ―



２６）宮下恒太：顎粘膜の局所被圧変位度と咬合力による
義歯床の沈下度とに関する研究．歯科学報，７０：３８～
６８，１９７０．

２７）三輪悦子：義歯床の適合試験に関する実験的研究－
顎堤の形態と咬合力の影響について－．鶴見歯学，
８：３５～５４，１９８２．

２８）安達 康：遊離端義歯における咬合と設計の条件が
義歯床の安定性に及ぼす影響に関する実験的研究．歯

科学報，８２：１１０９～１１５８，１９８２．
２９）関根 弘，岸 正孝，小宮山彌太郎，安達 康，大
澤 勤，佐藤恵圀：局部義歯における連結装置の力学
的条件に関する研究．歯科学報，７９：１８８１～１８８７，
１９７９．

３０）加藤将人：上顎連結装置の形態差が義歯の動揺に与
える影響について．神奈川歯学，２８：３６～５１，１９９３．

A Study on the Improvement of Fitness During Direct Denture Relining

Takehiro SATO Hiromi HOTTA Masataka KISHI

Department of Removable Partial Prosthodontics, Tokyo Dental College

（Chairman : Prof. Masataka Kishi）

Key words : Direct relining－Fitness－Space between denture surface and soft tissue

To improve the effect of direct denture relining, the improvement in fitness in distal extension

base denture was investigated by light lucency of the white silicone disclosing material.

Twenty five patients who had worn dentures for more than one year were selected to participate

in this study.

The thickness of the white silicone was analyzed by the picture images of the fitting record using

a multipurpose image processor, and it was divided into three zones ; less than１００�, between１００
and２９９� and more than３００�. The fitting records were taken as follows : before and after relining in
centric occlusion and after relining when interposing the metal foil on the artificial first molar in centric

occlusion in each subject.

The area of good fitness increased after direct relining and that reached around７０％. There was

no difference between after direct relining and interposing metal foil after relining. In some cases, the

area of good fitness changed hardly from before and after relining and also from after relining to inter-

posing metal foil after relining. The less fitness showed the more increase of the area of good fitness

during direct relining ; however, smaller amount of the area before relining was still smaller after relin-

ing, in the area of less than１００�, then the order of the fitness hardly changed during direct relining.
（The Shikwa Gakuho，１０１：３８８～４０３，２００１）
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