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はじめに

ジルコニアは優れた機械的性質を有し，吸水や溶
解がなく安定性の高い理想的な歯冠色材料として，
固定性補綴装置や口腔インプラントの材料として用
いられている１）。一方，可撤性補綴装置において
は，装着時の感覚を向上させ，患者の満足度を高め
ることを目的として，金属床義歯が選択されている
のが現状である。また，金属床義歯は床が薄くでき
るため，レジン床義歯よりも義歯装着による味覚閾
値の上昇を軽減できるという報告もある２）。しかし，
義歯の装着は味覚閾値に影響を与えないという報
告３）もあるため，義歯装着による味覚閾値への影響
は明らかではない。

金属床義歯はレジン床義歯よりも患者の満足度の

高い義歯だが，金属床義歯に使用されることの多い
コバルトクロム合金は，金属アレルギーを引き起こ
す可能性が高く４），チタンであっても金属アレル
ギーの原因になるといわれている５）。そのため，金
属床義歯はこれらの使用金属に対するアレルギー患
者に応用することができない。さらに，近年では口
腔内で金属を使用すること自体に抵抗感をもつ患者
も多く存在する。

そこで我々は，総義歯口蓋部にレジンや金属に代
わりジルコニアを応用することで，より患者の満足
度の高い義歯を提供できるのではないかと考えた。
本研究の目的はアクリリックレジン，ジルコニア，
コバルトクロム合金で製作した口蓋板を健常者に装
着させ，装着感と味覚閾値への影響を比較すること
である。
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抄録：金属床義歯はレジン床義歯よりも患者の満足度の高い義歯だが，使用金属に対するアレルギー
患者に応用することができない。さらに，口腔内で金属を使用すること自体に抵抗感をもつ患者も多
く存在する。そこで我々は，総義歯口蓋部にレジンや金属に代わりジルコニアを応用することで，よ
り患者の満足度の高い義歯を提供できるのではないかと考え，アクリリックレジン，ジルコニア，コ
バルトクロム合金で製作した口蓋板を健常者に装着させ，装着感と味覚閾値への影響を比較した。

その結果，ジルコニアで製作した口蓋板は味覚閾値への影響がなく，装着感がよいことが明らかと
なった。このことから，ジルコニア床義歯は金属床義歯やレジン床義歯よりも患者の満足度の高い義
歯であることが示唆された。
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材料および方法

被験者は歯列欠損，著しい歯列不正，発音障害の
ない健常有歯学者１６名（男１０名，女６名，２２－２８歳，
平均年齢２３±２歳）とした。本研究は，東京歯科大学
倫理委員会の承認を得て行われた（承認番号４０７）。

口蓋板はレジン口蓋板［RP］，ジルコニア口蓋板
［ZP］，金属口蓋板［MP］の３種類を製作した。RP
は厚さ１．５mm とし，アクリリックレジン（アクロン
№３，ジーシー）を用いた。ZP は厚さ０．５mm とし，
Ce-TZP/Al２O３ナノ複合体（P-Nano ZR，パナソニッ
クヘルスケア）を用いた。MP は０．５mm とし，コバ
ルトクロム合金（ウイロニウム，BEGO）を用いた。
口蓋板の後縁はアーラインと一致させ，辺縁と歯肉
との境界は可及的に歯肉縁と一致させた。各種口蓋
板の装着順はランダムとし，口蓋板装着３０分後，被
験者が嘔吐感を感じていないことを確認し，実験を
開始した。

味覚検査の味質は甘味には蔗糖，塩味には食塩，
酸味には酒石酸，苦味には塩酸キニーネ，旨味には
グルタミン酸とイノシン酸の混合溶液を用いた。検
査溶液は，山内らの方法に従い，１３段階の濃度の用
液を作製した６）。試験溶液は，最も濃い溶液を濃度
番号１３として倍希釈していき，健常者の認知閾値と
いわれる濃度が濃度番号６になるように作製した。

味覚閾値の検査は，口蓋板未装着時［NP］，RP，
ZP，MP において，各味質の検知閾値と認知閾値
を全口腔法６）によって調査した。被験者には，溶液
１ml をピペットで口腔内全体に回し入れ，その後
嚥下するように指示し，味の有無とその味を申告さ
せた。各検査の前には，蒸留水を注入し無味である
ことを確認させた。味質の提示は上昇法とし，濃度
の薄いものから順に提示して，初めて味の存在を申
告した濃度を検知閾値，味質について正答した濃度
を認知閾値とした。

装着感の評価項目は，発音の容易さ，嚥下の容易
さ，温度の感じ方，金属味，異物感，重量感，食品
付着感およびこれらを総括した総合的な装着感の８
項目とした。被験者には，１００mm visual analogue
scale（VAS）に各自の評価をマークするように指示
した。発音の容易さを評価する際は，被験者に実験
者と日常会話を行わせ，その時の感覚を元に評価さ

せた。嚥下の容易さと温度の感じ方の評価の際は，
被験者に７０℃に調整したスープを飲ませて評価させ
た。食品付着感の評価の際は，被験者にチューイン
ガム（XYLITOL，ロッテ）を５分間噛ませ，その時
の口蓋板への付着感を評価させた。

統 計 解 析 は，Kruskal-Wallis 検 定 後，Mann-
Whitney の U 検定を行った。有意水準は０．０５とし，
多重比較では Bonferroni 補正を行った。

結果および考察

味覚閾値の評価において，どの味質でもまたいず
れの口蓋板においてもその装着は検知閾値，認知閾
値ともに悪影響を与えなかった（図１）。味蕾は舌や
軟口蓋に存在しており，味のほとんどはこの部位で
感じていることが知られている７）。口蓋板は硬口蓋
のみを覆っており，舌や軟口蓋は覆っていないた
め，検知閾値や認知閾値を上昇させるほどの影響を
与えなかったのだと思われる。

VAS による感覚評価の結果を図２に示す。異物
感と発音の容易さは，ZP と MP が RP よりも高い
評価になった。有歯顎者に口蓋板を装着させた場
合，口蓋板の厚さが０．８mm 以下であれば，発音と
異物感に関しては順応できるといわれている８）。ZP
と MP は厚さが０．５mm であったため，異物感が少
なく，発音が容易であったと考えられる。嚥下の容
易さの評価では，口蓋板の種類の違いによる差はな
かった。過去の研究で，口蓋板の装着によって舌圧
は変化せず９），口蓋板の厚みが１．５mm 以下ならば舌
運動に及ぼす影響はないという報告がある１０）。今回
の実験で用いた口蓋板の厚みは，どれも１．５mm 以
下であったため，口蓋板の装着による舌運動への影
響がなかったと考えられる。温度の感じやすさの評
価では，MP は RP よりも温度を感じやすいと評価
されたが，MP と ZP の間には有意差はなかった。
コバルトクロム合金はアクリリックレジンよりも熱
伝導率が高いため，温度の感じやすさにおいて MP
は RP よりも高い評価になったと思われる。一方，
ジルコニアは金属よりも熱伝導率が低いものの，
ZP は MP と同様に厚さが０．５mm と薄かったため，
温度の感じ方に差がでなかったと考えられる。コバ
ルトクロム床義歯を装着すると口腔内に微量の金属
が溶出し４），これが金属アレルギーの原因となる。
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図１ 検知閾値（A）および認知閾値（B）の結果

図２ VAS による感覚評価の結果
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この溶出した金属はアレルギーの原因になるだけで
なく，金属味の原因ともなりうる１１）。今回の実験
で，MP は RP よりも金属味を感じるという評価に
なった。この金属味の存在は味覚閾値に影響は与え
なかったが，総合的な装着感の評価に影響を与えた
可能性がある。実験に用いた口蓋板の重さを計測し
たところ，RP が３．６７±０．４０g，ZP が６．４９±０．９２g，
MP が８．８３±０．９８g であり，すべての群間に有意差
が認められた。しかし，装着時の重さの感じ方にお
いては，RP と ZP と MP の間に，有意差は認めら
れなかった。過去の研究において，十分に吸着して
いれば義歯の重さが６０g 増加しても患者は認識でき
ないという報告がある１２）。そのため，今回の実験の
ような少ない重さの差では，重量感の評価に影響を
与えなかったと思われる。食品付着感の評価では，
ZP は MP よりもチューイングガムが付着しにくい
という結果になった。我々はこれまでにアクリリッ
クレジン，ジルコニア，コバルトクロム合金で製作
した試験片にチューインガムを付着させ，万能試験
器を用いて牽引し，その時の最大力を測定する実験
を行った。この試験において，ジルコニアはアクリ
リックレジン，コバルトクロム合金よりもチューイ
ンガムが付着しにくいという結果を得た１３）。主観的
な評価，客観的な評価どちらにおいてもジルコニア
に食品は付着しにくかったことから，ジルコニアは
食品の付着しにくい材料であるといえるだろう。ま
た，ジルコニアは細菌が付着しにくい材料であるこ
とが知られている１４）。食品付着感の評価の結果よ
り，ジルコニアを総義歯口蓋部へ応用することで，
細菌だけでなく食品も付着しにくくするため，他の

義歯床用材料よりも義歯を清潔に保つことが容易に
なると考えられる。総合的な装着感の評価では，
ZP は RP よりも高い評価となり，MP は RP と変わ
らなかった。ZP は，RP よりも発音が容易で，異
物感が少なかったため，総合的な装着感が高く評価
されたと思われる。一方，MP は RP よりも発音が
容易で，異物感が少なく，温度を感じやすいと評価
された。しかし，金属味があり，ZP よりも食品が
付着しやすかったため，総合的な装着感の評価は
RP と変わらなかったと考えられる。総義歯の装着
感は患者の満足度に大きく影響するといわれてい
る１５）ため，ジルコニアを総義歯に応用することで，
より患者の満足度の高い義歯を製作できることが示
唆された。

まとめ

ジルコニアで製作した口蓋板は味覚閾値への影響
がなく，装着感がよいことが明らかとなった。この
ことから，ジルコニア床義歯は金属床義歯やレジン
床義歯よりも患者の満足度の高い義歯であることが
示唆された。
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