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はじめに

現在多くの国で高齢化が進んでおり，要介護高
齢者の数は増加している１）。患者が要介護となると
自身での口腔清掃が困難となり，口腔内や義歯に多
量のプラークが付着する２，３）。その結果，唾液中の微
生物が増加し，誤嚥性肺炎が発症する危険性が高ま
る。

高齢者のインプラント治療成績に関し，若年者
や壮年者と比較し有意差がない４－６）という報告があ
るため，今後インプラント治療が適用されている高
齢者が増加する。しかし，全身疾患，特に運動機能

や認知機能障害により，過去にインプラント治療が
適用された高齢者が歯科医院に通院することが困難
になる事例も多く存在する７－９）。高齢化が急速に進
んでいる国際社会においてもそのことが問題となっ
ている。インプラント埋入後，患者が要介護となっ
た場合，固定性上部構造では自身での口腔清掃を行
うことが困難である。インプラント体周囲にプラー
クが蓄積した結果，誤嚥性肺炎やインプラント周囲
炎を引き起こす可能性がある１０）。

天然歯およびインプラント体が存在する患者に
対し，口腔清掃を容易に行うためにはオーバーデン
チャーが有効であると考える。なぜなら，可撤性の
補綴装置であるオーバーデンチャーは固定性補綴装
置と比較し，患者および介護者による口腔清掃や補
綴装置の清掃が容易に行える利点を有する補綴装置
だからである。

訪問診療においてオーバーデンチャーの組み込

キーワード：オーバーデンチャー，軟質リライン材，機
械的特性，アタッチメント
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軟質リライン材を用いたオーバーデンチャーの
アタッチメントシステムの維持力の検討

久保慶太郎
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２０１７年４月 東京歯科大学老年歯科補綴学講座 臨床専門専修科生
現在に至る
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研究テーマ：軟質リラインのオーバーデンチャーへの応用，軟質リライン材の清掃法の確
立，口腔機能低下症

抄録：現在多くの需要のある訪問診療において，オーバーデンチャー（OD）は有効な治療オプション
である。訪問診療で，OD の管理を行うには，アタッチメントの義歯への組み込みや修理を簡便に行え
る方法が望まれる。そこで，簡便な方法として，根面アタッチメントのフィメール部にシリコーン系の
軟質リライン材を用いるシステムに着眼した。本論文は，本システムの維持力，使用するシリコーン系
の軟質リライン材の特性に関し研究したものであり，その内容を紹介する。

９種類の軟質リライン材を OD に貼付し，初期の維持力と，３，３４８回着脱後の維持力の減少量を測定
した。硬度，弾性ひずみ，引張り強さ，算術平均粗さ（Ra）の４項目を機械的特性として測定した。
この研究から，OD の初期の維持力に影響がある軟質リライン材の機械的特性は，硬度，維持力の減少
量に影響を及ぼす軟質リライン材の機械的特性は，弾性ひずみであることが明らかになった。
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みや修理を行うには，使用するアタッチメントの義
歯への組み込みや修理が既存のアタッチメントシス
テムと比較して容易かつ安全に行える必要がある。
それに加え，早急に対応するため一般的に義歯調整
で使用する材料で対応できる方法が望まれる。そこ
で我々は訪問診療時に，簡便かつ安全に行えるオー
バーデンチャーのアタッチメントシステムに着眼し
た。それは，根面アタッチメントのフィメール部に
シリコーン系の軟質リライン材を使用し，メール部
にボールアンカーを用いるものである。

既存のアタッチメントを義歯に組み込む際，常
温重合レジンを用いることが多い。しかし，アン
ダーカットに入り込むと義歯を取り外せなくなる問
題がある１１，１２）。この問題に対し，軟質リライン材の
粘弾性や弾性１３－１５）を利用することで，義歯を取り外
せなくなる問題は解決できる。そしてオーバーデン
チャーに使用するアタッチメントの組み込みが容易
に行える。また，O-ring や磁性構造体といった小
さい器具を口腔内で組み込む必要がないため誤嚥の
リスクが無い。そのためアタッチメントの義歯への
組み込み操作が安全に行えると考える。

ゴムの O-ring とボールアタッチメントを用いた
オーバーデンチャーは，約３年相当の着脱操作で
フィメール部に使用する材料の摩耗により，維持力
が減少することが報告されている１６）。本システムに
おいても，長期間使用した際，使用する軟質リライ
ン材の摩耗により維持力が低下することも懸念され
る。本システムを長期間使用するために物性が安定
し，維持力が減少しにくい材料を選択する必要があ
る。

シリコーン系の軟質リライン材を応用したア
タッチメントの維持力と，着脱後の維持力の減少量
に影響を及ぼす軟質リライン材の機械的特性を明ら
かにすることを目的とした研究を行ったので紹介す
る。

軟質リライン材を応用したオーバーデンチャーの
維持力に関する研究

本研究では３種類の実験を行った。維持力測定
試験，繰り返し着脱試験，軟質リライン材の機械的
特性の測定である。また，９種類のシリコーン系軟
質リライン材を使用した（表１）。

維持力測定試験では，歯槽堤を模したエポキシ
模型と，ボールアタッチメント（直径２．５mm，高
さ３．５mm）を組み込んだオーバーデンチャーを模
した実験床を使用した（図１）。人工唾液（６０％
Glycerin Solution）をエポキシ模型上に分量滴下
し，実験床を圧接した。その後に，電動測定スタン
ド（MV-１００，IMADA, Japan）に装着された Digital
Force Gauge（DPS-５R，IMADA, Japan）にて，
垂直方向にクロスヘッドスピード２５mm／分の速さ
で実験床を牽引した。エポキシ模型から実験床が離
脱するまでにかかった力の最大値を１０回計測し，平
均したものを初期の維持力と規定した。

疲労試験では，患者が１日３回の義歯の着脱動
作を行うと想定した。１か月で９３回，１年間で
１，１１６回，３年間で３，３４８回の着脱動作を行うものと
仮定した。１か月の着脱想定回数である９３回毎に
３，３４８回まで維持力を計測した。維持力は維持力測
定試験同様に測定した。初期の維持力から３，３４８回

表１ フィメール部に使用したシリコーン系軟質リライン材

商品名 略称 メーカー

ジーシーリラインⅡ（ソフト） GS ジーシー
ジーシーリラインⅡ（エクストラソフト） GES ジーシー
ジーシーリラインⅡ（エクストラエクストラソフト） GEES ジーシー
ソフリライナー（ソフト） SS トクヤマデンタル
ソフリライナー（ミディアムソフト） SM トクヤマデンタル
ソフリライナータフ（ソフト） STS トクヤマデンタル
ソフリライナータフ（ミディアム） STM トクヤマデンタル
エバタッチスーパー ES ネオ製薬
モロジルプラス MP Detax
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の着脱後の維持力を引いた値を着脱後の維持力の減
少量（N）とした。

軟質リライン材の機械的特性の評価として，硬
度（ショア A 硬さ），引張り強さ，弾性ひずみ，表
面粗さの４項目を測定した。

統計解析は材料別に発揮される初期の維持力に
対し，一元配置分散分析後に Scheffe 検定を行っ
た。初期の維持力および維持力の着脱後の維持力の
減少量と，各機械的特性との相関関係は Pearson
の相関分析を行った（α＝０．０５）。また，初期の維
持力と着脱後の維持力の減少量を従属変数とした。
軟質リライン材の機械的特性を説明変数とした
Stepwise 法による重回帰分析を行った（α＝０．０５）。
分析には統計解析ソフトウェア（IBM SPSS version
２２, International Business Machines Corporation,
New York, U.S.A）を用いた。

軟質リライン材の機械的特性の測定結果を表２

に示す。測定値のそれぞれの平均値は，ショア A
硬さ８．０－４８．８，引張り強さで１．０－４．８MPa，弾性
ひずみで８．５－２２．０％，表面粗さで０．７９－０．９４µm
であった。各材料の初期の維持力測定試験の結果を
図２に示す。各材料の初期の維持力の測定結果は

表２ 使用した軟質リライン材の機械的特性

略称 硬さ 引張り強さ
（MPa）

弾性ひずみ
（％）

算術平均粗さ Ra
（µm）

GS ４８．８±１．１ ３．８５±０．１ ８．５±１．８ ０．８９±０．０１
GES ２６．８±２．１ ２．７４±０．５ １１．５±０．８ ０．８４±０．０１
GEES ２０．０±１．１ １．４２±０．３ １７．７±０．５ ０．８６±０．０７
SS ８．０±０．６ １．０６±１．１ ２２．０±９．６ ０．９１±０．１２
SM ２９．６±１．０ １．６３±０．５ １７．８±０．２ ０．７９±０．０３
STS ２３．２±０．７ １．９７±０．４ １７．５±０．２ ０．８３±０．０４
STM ４１．５±０．５ ４．８５±０．４ １２．５±０．５ ０．８３±０．０３
ES ４１．３±０．８ ３．９５±１．７ １０．０±０．２ ０．８５±０．０２
MP ２８．３±０．５ ２．９１±１．１ １２．２±３．２ ０．９４±０．１３

（Mean±SD）

図２ 初期の維持力の測定結果（Scheffe’s test）

（a） （b） （c）
図１ 実験装置

（ａ）：エポキシ模型 （ｂ）：実験床 （ｃ）：実験床内面
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１．３－５．４N であり，有意差が認められた。初期の
維持力との関連がある機械的特性として硬度が選択
された。繰り返し着脱試験の結果を図３に示す。使
用する軟質リライン材により，維持力の減少傾向が
異なった。着脱後の維持力の減少量に最も影響を及
ぼす機械的特性として，弾性ひずみが選択された。

軟質リライン材を応用したオーバーデンチャーの
今後の展望

これまでに，O-ring アタッチメントとボールア
ンカーメールを用いた，アタッチメントシステムに
おいて，硬度の高い O-ring を用いることで，オー
バーデンチャーの維持力が高くなることが報告され
ている１７）。本システムにおいても，初期の維持力に
最も関連がある軟質リライン材の機械的特性は，硬
度であったため，同様の結果が得られたと考えられ
る。また，根面アタッチメントに必要な維持力は４
N であることが報告されており１８），今回使用したう
ちの３種類の軟質リライン材の維持力は４N 以上で
あり，臨床においても使用できる可能性が示唆され
た。

本システムを長期での使用想定した場合，弾性
ひずみの低い軟質リライン材を本システムに使用し
た場合，着脱後の維持力の減少量が大きいことを示
している。弾性ひずみの小さい材料は，塑性変形量
が少なく着脱するたびに永久ひずみが大きくなる。
そのため，弾性ひずみの小さい軟質リライン材は，
永久ひずみが大きくなる。最終的にアンダーカット
部に適合する部位が変形する。その結果着脱後の維

持力の減少量が大きくなったものと考えられる１８）。
繰り返し着脱後，STM，ES は維持力が４N であっ
たことに加え，弾性ひずみの値も今回使用した軟質
リライン材の中で中等度であったため，着脱後の維
持力の減少量が少ない傾向であったと考えられる。
したがって，この２種類の軟質リライン材は，オー
バーデンチャーのフィメール材料として十分な耐久
性を有する材料である可能性が示唆された。着脱回
数に関しては，O-ring アタッチメントとボールア
ンカーメールを用いたアタッチメントシステムは，
約３年間着脱により維持力が減少することが報告さ
れている１６）。そのため１日３回の着脱操作を行うこ
とを想定とし，３年間の着脱に相当する３，３４８回を
選択した。

軟質リライン材は，シリコーン系とアクリル系
の２種類が用いられている。その粘弾性や弾性か
ら，顎堤への衝撃吸収能，褥瘡発生の予防といっ
た，利点を有する材料である１３－１５）。しかし，アクリ
ル系の軟質リライン材は可塑剤であるエチルアル
コールが溶出し，表面に荒れが生じる。そのため材
料の物理的な劣化だけでなく，Candida付着の温床
となる欠点を有している１９）。そのため，今回はアク
リル系と比較し物性が安定している２０）シリコーン系
の軟質リライン材をフィメール部に使用した。

軟質リライン材をフィメール部に使用した本シ
ステムは，訪問診療時にアタッチメントのフィメー
ル部に関し，義歯への組み込みや修理を容易かつ安
全に行える利点を有している（図４）。しかし，手
技の容易性のみに限らず，残根部周囲にアンダー

図３ 繰り返し着脱試験の測定結果
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カットを有する症例においても，既存のアタッチメ
ントシステムに比べ利点を有すると考える。残根部
に対してアタッチメントを用いる場合，残根の周囲
には深いアンダーカットを有していることが多い。
その場合，義歯床粘膜面をリリーフしなければなら
ない。残存歯周囲にあるアンダーカット部に対し，
軟質リライン材を用いることで義歯の適合性を向上
することができる２１）。ゆえに，本システムを残根上
に応用する際にも，残根周囲にあるアンダーカット
部を利用する。その結果，義歯の維持，安定を向上
することができると考える。また，オーバーデン
チャーは，歯根膜粘膜支持であり，支台歯と粘膜の
被圧変位量の違いが問題となる。そこで，軟質リラ
イン材の粘弾性や弾性１３－１５）を利用することで緩圧ア
タッチメントとして，咀嚼時に生じる被圧変位量の
差を補償できる可能性がある。インプラントオー
バーデンチャーに関し，Maryod ら２２）はインプラン
ト体を埋入後，早期荷重を付与する間，フィメール
部に軟質リライン材を用いることにより，インプラ
ント体周囲組織の術後の臨床成績，生存率が即時荷
重時と比較し良好であることを報告している。これ
はインプラント体のマイクロモーションが抑制され
るからである。

まとめ

今回の研究の結果から，良好な臨床成績を得る
ための材料の選択条件が示された。本アタッチメン
トで高い維持力を得るためには，硬度が高い軟質リ
ライン材を，長期的に本アタッチメントを使用する
場合は，弾性ひずみの大きい軟質リライン材を選択
することがよいだろう。多くの方に本システムを臨
床応用していただきたい。本結果が，その一助にな
ると信じている。

今後の展望として本システムを用いた際に，ア
タッチメント部や粘膜部にかかる力を分析すること
を考えている。その結果，アタッチメントの義歯へ
の組み込み手技の容易さだけでなく，支台歯の負担
を軽減できる可能性があり，臨床上より有用なシス
テムになると考えられる。
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図４ 本アタッチメントの使用方法
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