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緒 言

床用レジンを用いた可撤性局部義歯では義歯床

を蝋からレジンへと置き換える埋没・重合過程が

必要となるために，レジンの重合収縮および熱収

縮に伴う寸法変化を避けられない。ここで生じた

寸法変化は，義歯装着時の調整量に直接反映する

ことから，義歯の重合過程に生じる寸法変化の実

態を把握することは，臨床上極めて重要と考えら

れる。

現在，可撤性局部義歯では，支台装置および連

結装置が組み込まれるために，人工歯，支台装置

など，全てを上部フラスコにとるアメリカ法，人

工歯，支台装置など，全てを下部フラスコにとる

フランス法，支台装置，連結装置を上下フラスコ

に分けて埋没するアメリカ・フランス併用法のい

ずれかが行われる。

これまでにレジン床義歯の重合に伴う寸法変化

についての報告が総義歯症例１）～１５）や局部義歯症

例１６），１７）についてなされているが，それらのほとん

どがレジン床義歯粘膜部の重合に伴う寸法変化や

人工歯の位置移動について異なる重合法を用いて

比較を行ったものであり，局部義歯床をアメリカ

法とアメリカフランス併用法にて比較したものは

ない。そこで本実験では，同一の重合法にて埋没

方法を変え，人工歯間距離やクラスプ間距離を計

測することにより，義歯床全体の寸法変化を計測

し，埋没法間による違いを比較検討することを目

的とした。

材料および方法

１．計測用義歯の作製

１）模擬症例

図１に示すような＿７＿４｜～＿＿３＿７の残存症例を想定
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抄 録：本研究では，局部義歯症例を用い，埋没・重合の過程に生じる人工歯間および支台装置間
の変位を究明し，さらに埋没方法の差異についても検討した。
１．埋没・重合過程における人工歯間距離の変化は，アメリカ法（以下，Ａ法）での平均寸法変化

率は－０．２４％で，アメリカ・フランス併用法（以下，AF法）の平均寸法変化率は－０．１０％といずれ
も収縮傾向を示し，埋没法間による有意差は認められなかった。
２．埋没・重合過程におけるクラスプ間距離の寸法変化率はＡ法で－０．１７％で，AF法では－

０．１９％といずれも収縮傾向を示し，埋没法間に有意差は認められなかった。
３．クラスプに対する人工歯の垂直的な変化は，Ａ法では０．０７±０．０３mm，AF法においては０．０７

±０．０２mmといずれも浮上傾向を示したが，埋没法間による有意差は認められなかった。

キーワード：加熱重合型床用レジン，重合，埋没法，寸法変化
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したエポキシ模型を原型とし，模擬症例とした。

支台歯は後述する計測方法上の条件からアクリ

ル製の円柱（＿７｜＿７：直 径１１mm，＿４｜＿３：直 径７

mm）を埋め込み，即時重合レジンにて固定し

た。それぞれの円柱は長軸が咬合平面に垂直で，

上面が咬合平面に一致した同一平面内に含まれる

ようにした。レストシートの形成にあたって，支

台装置が埋没・重合操作中に義歯の転覆等を防ぐ

ために，窩底部をスプーン状にした。

２）支台装置

このような模擬症例に支台装置としてエーカー

スクラスプを設計した。支台装置の作製は，各個

トレーを用い，ビニルシリコーン印象材（ジー

シー社製エグザファイン，レギュラータイプ）に

より模擬症例の印象を採得し，硬質石膏（ジー

シー社製プラストーン）による作業用模型を作製

した。作業用模型より耐火性模型を作製した。ク

ラスプはアームを幅３mm，厚径１．５mmの板状

とし，上縁を円柱の上面に一致させた単純な形態

とした。蝋原型作製後，メーカー指定の混水比で

埋没し，金銀パラジウム合金（石福金属社製キン

パラＳ１２）を用い鋳造を行い，＿７＿４｜＿３＿７のそれぞ

れの支台歯に対してクラスプを作製した。

＿７｜，＿４｜，｜＿３および｜＿７の各支台歯に装着した

クラスプをそれぞれＡ，Ｂ，ＣおよびＤとした。

３）蝋義歯の作製

作業用模型上の＿７＿４｜＿３＿７部にクラスプを適合さ

せ，欠如部位に人工歯（松風社製エンデュラＳ２８）

を排列した。

通法に従い歯齦形成を行い，左右側の歯牙欠如

部位義歯床を幅２０mm，厚径５mmのパラフィン

ワックス（松風パラフィンワックス３枚）にて連結

した。

４）埋没方法

義歯の埋没方法としては，人工歯およびクラス

プを上部フラスコに埋没するアメリカ法（以下，

Ａ法と略記する）と，人工歯を上部フラスコに，

クラスプを下部フラスコに埋没するアメリカ・フ

ランス併用法（以下，AF法と略記する）を選択し

た。

埋没材は普通石膏（丸石石膏社製）を使用し，

メーカー指定の混水比にて混和した。

５）床用レジンと義歯の重合

床用レジンはヒートショック型加熱重合義歯床

用レジン（ジーシー社製クイックアクロン）を用い

た。フラスコは，義歯埋没用フラスコ（YS社製）

を用い，上下フラスコの嵌合状態が良好であるこ

とを確認した。義歯の重合方法はメーカー指定の

粉液比で混合し，餅状化してから填入した。填入

時の加圧は４０kg／cm２とし，丁寧にバリを除去し

た。クランプはがたつきのないことを確かめた

後，十分な加圧固定を施し，重合層にて１００℃で

１５分間重合した。重合後，室温中にて十分に除冷

し，およそ２４時間後に計測を行った。

このような一連の計測をＡ法８例，AF法８例

の計１６例行った。

２．計測方法

１）計測点の形成

本実験では，クラスプおよび人工歯の変位が計

測の基本となるため，人工歯およびクラスプに計

測点の形成を行った．後述する寸法変化の計測器

の条件から基準点として人工歯，クラスプとも

ISO規格００８HPラウンドバーを用い半球状の小

窩を形成した。

すなわち人工歯に対する計測点として，右側第

二小臼歯頬側，舌側咬頭頂をそれぞれ１５ｂ，１５

ｐ，右側第一大臼歯遠心頬側咬頭頂および近心舌

側咬頭頂をそれぞれ１６ｂ，１６ｐ，左側第一小臼歯

頬側咬頭頂および舌側咬頭頂をそれぞれ２４ｂ，２４

図１ 模擬症例

１０２ 猪狩，他：重合操作による局部義歯床の変位
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ｐ，左側第一大臼歯遠心頬側咬頭頂および近心舌

側咬頭頂をそれぞれ２６ｂ，２６ｐと設定し形成を

行った。

クラスプの計測点として，レスト部中心点およ

び頬舌側アーム上面各１点ずつの３点を，支台歯

を中心として１２０゚間隔で形成した。

２）計測基準面の設定方法および計測時期

計測基準面は，計測対象を三次元計測装置（ミ

ツトヨ社製BH３０３，測定精度：±０．００２以下）に

固定し，クラスプＡ，クラスプＢ，およびクラス

プＤのレスト部中心点の計測点をポイントプロー

ブを接触させ計測し，この３点により形成される

水平面を基準として，座標値を計測した。

計測時期として，１：蝋義歯の状態（以下，第

１計測と略記する），２：模型を下部フラスコに

埋没した時点（以下，第２計測），３：重合後，上

部のフラスコおよび石膏を除去したが，いまだ下

部フラスコに埋没されている時点（以下，第３計

測），４：フラスコから模型を掘り出した時点（以

下，第４計測）と埋没・重合操作が進む４段階毎

に計測した。

３）人工歯間距離の計測

計測対象を三次元測定装置に固定後，クラスプ

間に排列された＿６＿５｜＿４＿６の人工歯の計測点を１０回

計測し平均値を出し，人工歯間距離を算出した。

水平方向での人工歯間距離の計測は，第１計測か

ら第４計測までのすべての時期にて行い，反対側

の１５－２４間，１６－２６間，対角側での１６－２４間，１５

－２６間の４ヵ所を計測した。人工歯間距離は掘り

出し後の第４計測と重合前の第１計測との比較

と，フラスコに埋没された状態での重合後の第３

計測と重合前の第２計測の比較を行った。

また，AF法での第２計測および第３計測時期

での計測基準面の決定は，クラスプを埋没する

際，基準面を決定するレスト部の石膏を除去して

から基準面を決定し，計測を行った。それに伴

い，Ａ法，AF法での第１計測と第４計測の比較

での頬側咬頭頂の差および舌側咬頭頂間距離の差

の寸法変化率について分散分析を行った。

４）クラスプ間距離の計測

クラスプアーム上面に設けた３点の座標値は同

一円周上にあるものとして，これらの座標値から

クラスプの中心点の水平面内の座標値を算出し

た。計測は第１計測と第４計測の段階で１０回ずつ

行い，それぞれ対向するクラスプ間すなわちＡ－

Ｂ間，Ｂ－Ｃ間，Ｃ－Ｄ間，Ｄ－Ａ間，Ａ－Ｃ

間，Ｂ－Ｄ間の６ヵ所を計測し，比較した。ま

た，Ａ法とAF法の埋没法間におけるクラスプ間

距離の差の収縮率について検討するため，それぞ

れの第４計測と第１計測の差の収縮率について分

散分析による有意差検定を行った。

５）人工歯の垂直的変位の計測

埋没・重合過程での人工歯の垂直的変位を把握

するため，三次元測定装置を用いて計測した各人

工歯とクラスプのレスト部の座標値とを用いて人

工歯の垂直的変位の算出を行った。支台歯に装着

されているクラスプのレスト部の垂直値を基準と

し，それぞれ隣接した人工歯の頬，舌測咬頭頂の

垂直値を減じる事により算出し，これを人工歯の

垂直的変位と定義した。

また，Ａ法とAF法の埋没法間の違いによる寸

法変化を検討するため，Ａ法とAF法それぞれの

Ａ－１６，Ｂ－１５，Ｃ－２４，Ｄ－２６の各計測部位ご

とに危険率５％でｔ検定を行った。

結 果

１．人工歯間距離の計測結果

各計測における測定値を表１に表す。

人工歯間距離は，平均値において第１計測から

第４計測まで，ほぼ減少傾向を示した。

水平方向の人工歯間距離の差については，第４

計測と第１計測，および第３計測と第２計測を比

較した。それらの計測結果は，表２に示す通りで

あるが，いずれも（＋）は膨張，（－）は収縮を示

す。

１）Ａ法

� 頬側咬頭頂間距離の差

Ａ法での人工歯間距離は８か所の計測のうち，

頬側咬頭頂間距離の寸法変化は第４計測と第１計

歯科学報 Vol．１０２，No．２（２００２） １０３
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表１ 人工歯間距離 測定値

人工歯間距離 （mm）

１ ２ ３ ４

Ａ法

頬側�

１５－２４ ４６．３１±０．３２ ４６．２７±０．３３ ４６．２６±０．３１ ４６．２０±０．３３
１６－２６ ５２．８６±０．６３ ５２．８６±０．６３ ５２．７２±０．６３ ５２．７５±０．６１
１６－２４ ５０．４６±０．４５ ５０．４３±０．４５ ５０．３５±０．４４ ５０．３４±０．３９
１５－２６ ５１．３７±０．３５ ５１．３６±０．３８ ５１．２９±０．３８ ５１．２５±０．３６

舌側�

１５－２４ ３７．８１±０．４７ ３７．７３±０．４７ ３７．７６±０．４８ ３７．７２±０．４７
１６－２６ ４１．４５±０．５１ ４１．４３±０．５３ ４１．３９±０．５０ ４１．３７±０．５１
１６－２４ ３９．７４±０．４２ ３９．７０±０．４６ ３９．６９±０．４５ ３９．６５±０．４５
１５－２６ ４０．５６±０．３９ ４０．５１±０．４０ ４０．４９±０．３９ ４０．４４±０．３９

平 均 ４５．０７±５．５４ ４５．０４±５．５５ ４４．９９±５．５２ ４４．９７±５．５３

AF法

頬側�

１５－２４ ４６．４０±０．３７ ４６．４５±０．３８ ４６．４２±０．３３ ４６．３９±０．３７
１６－２６ ５３．３２±０．３１ ５３．３２±０．３１ ５３．２６±０．３１ ５３．２４±０．３１
１６－２４ ５０．７２±０．２８ ５０．７１±０．３４ ５０．６９±０．２９ ５０．６７±０．３１
１５－２６ ５１．５８±０．３４ ５１．６５±０．３４ ５１．５６±０．３４ ５１．５４±０．４０

舌側�

１５－２４ ３７．９１±０．４５ ３７．９２±０．４５ ３７．８９±０．４４ ３７．８８±０．４６
１６－２６ ４１．８０±０．３７ ４１．８２±０．４１ ４１．７７±０．４１ ４１．７６±０．４３
１６－２４ ４０．０３±０．４０ ４０．０６±０．４２ ４０．０１±０．４１ ３９．９９±０．４２
１５－２６ ４０．７４±０．３２ ４０．７５±０．３２ ４０．６９±０．３８ ４０．６８±０．３９

平 均 ４５．３２±５．５９ ４５．３３±５．５９ ４５．２９±５．５８ ４５．２７±５．５８

表２ 人工歯間距離変化量
表２－�

Ａ 法 （単位：mm ｎ＝８）

１５－２４ １５－２６ １６－２４ １６－２６ 平 均

４－１差
頬側� －０．１０±０．０８ －０．１１±０．１０ －０．１２±０．１４ －０．１１±０．１６ －０．１１±０．１２
舌側� －０．０９±０．１１ －０．１３±０．０８ －０．０９±０．１６ －０．０８±０．１２ －０．１０±０．１２

３－２差
頬側� －０．０４±０．０８ －０．０９±０．０４ －０．０８±０．０４ －０．１１±０．１３ －０．０８±０．１０
舌側� ＋０．０１±０．０５ －０．０３±０．０３ －０．０２±０．０８ －０．０４±０．０６ －０．０１±０．０６

表２－�

AF法 （単位：mm ｎ＝８）

１５－２４ １５－２６ １６－２４ １６－２６ 平 均

４－１差
頬側� －０．０１±０．０８ －０．０５±０．０８ －０．０６±０．０６ －０．０８±０．０８ －０．０６±０．０８
舌側� －０．０３±０．０５ －０．０５±０．０９ －０．０３±０．０３ －０．０５±０．０８ －０．０４±０．０７

３－２差
頬側� －０．０３±０．０８ －０．０９±０．０５ －０．０１±０．０７ －０．０６±０．０４ －０．０５±０．０７
舌側� －０．０３±０．０７ －０．０５±０．１１ －０．０５±０．０６ －０．０６±０．０５ －０．０５±０．０７
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測の比較ではＡ法での頬側咬頭頂間の平均値は最

大で１６ｂ－２４ｂ間の－０．１２±０．１４mm，最小で１５

ｂ－２４ｂ間の－０．１０±０．０８mmを示した。また，

どの部位においても均一的な収縮量で，平均収縮

量は－０．１１mmを示した。第３計測と第２計測の

比較では部位に関係なく不規則な寸法変化で，い

ずれも収縮傾向を示した。

� 頬側咬頭頂間距離の差の寸法変化率

今回得られた結果について，一般的に表記の対

照となっているレジンの寸法変化率と比較するた

め，各埋没法の人工歯間距離の差ごとに寸法変化

率を求めた。

各人工歯間の差の寸法変化率は図２に示すとお

りである。

第１計測と第４計測を比較した各頬側咬頭頂間

距離の差の寸法変化率について分散分析において

検定を行ったところ有意差は認められず，平均寸

法変化率は－０．２２％であった。また第２計測と第

３計測の同部位の差の寸法変化率を分散分析にお

いて検定を行ったところ，有意差が認められた。

� 舌側咬頭頂間距離の差

舌側咬頭頂間距離の寸法変化は，第４計測と第

１計測を比較した場合１５ｐ－２６ｐ（－０．１３mm）

間，１６ｐ－２４ｐ間の対角側間距離を最大にして，１５

ｐ－２４p間，１６ｐ－２６ｐ（－０．０８mm）間の順で寸

法変化は減少し，いずれも収縮傾向を示し，平均

収縮率は－０．１０mmを示した。第３計測と第２計

測の比較では部位に関係なく不規則な寸法変化で

あり，いずれも収縮傾向を示した。

� 舌側咬頭頂間距離の差の寸法変化率

第４計測と第１計測を比較した各舌側咬頭頂間

距離の差の寸法変化率について分散分析において

検定を行ったところ有意差は認められず，平均寸

法変化率は－０．２５％であった。

２）AF法

� 頬側咬頭頂間距離の差

頬側咬頭頂間距離の寸法変化は，第４計測と第

１計測を比較した場合１６ｂ－２６ｂ（－０．０８mm）

間，１６ｂ－２４ｂ間，１５ｂ－２６ｂ間，１５ｂ－２４ｂ

（－０．０１mm）間の順に寸法変化量は減少し，平均

収縮量は－０．０６mmを示し，特定の傾向は見られ

なかった。

第３計測と第２計測の比較では部位に関係なく

不規則な寸法変化で，いずれも収縮傾向を示した。

� 頬側咬頭頂間距離の差の寸法変化率

第１計測と第４計測を比較した各頬側咬頭頂間

距離の差の寸法変化率について分散分析において

検定を行ったところ有意差は認められず，平均寸

法変化率は－０．１０％であった。また第２計測と第

３計測の同部位の差の寸法変化率を分散分析にお

いて検定を行ったところ，有意差が認められた。

� 舌側咬頭頂間距離の差

舌側咬頭頂間距離の寸法変化は，第４計測と第

１計測を比較した場合２６ｐ－１６ｐ（－０．０５mm）

間，１６ｐ－２６ｐ間，１６ｐ－２４ｐ間，１５ｐ－２４ｐ

（－０．０３mm）間の順で寸法変化量は減少し，平均

収縮量は－０．０４mmで，いずれも収縮傾向を示し

たが，特定の傾向は見られなかった。第３計測と

第２計測の比較では部位に関係なく不規則な寸法

変化であり，いずれも収縮傾向を示した。

� 舌側咬頭頂間距離の差の寸法変化率

第４計測と第１計測を比較した各舌側咬頭頂間

距離の差の寸法変化率について分散分析において

検定を行ったところ有意差は認められず，平均寸

法変化率は－０．１０％であった。

２．クラスプ間距離の計測結果

表３に表すように，クラスプ間距離は平均値に

おいて第１計測に比較して第４計測は減少傾向を

示した。

計測結果は表４に示す通りであるが，いずれも

（＋）は膨張，（－）は収縮を示す。各クラスプ間の

差の寸法変化率は図３に示すとおりである。

１）Ａ法でのクラスプ間距離の差

Ａ法でのクラスプ間距離の差の寸法変化量はＡ

－Ｃ間（－０．０９mm）を最大として，Ｄ－Ａ間，Ｂ

－Ｄ間，Ａ－Ｂ間，Ｃ－Ｄ間，Ｂ－Ｃ間（－０．０４）

の順で減少し，全て収縮傾向を示した。Ａ法での

平均収縮量は－０．０７±０．２３mmを示した。

一方AF法でのクラスプ間距離の平均値は，最

大でＡ－Ｂ間の－０．１３±０．０９mm，最小がＡ－Ｃ
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間の－０．０７±０．０８mm，Ｂ－Ｄ間の－０．０７±０．０７

mmで，他の５カ所が収縮を示したのに対して，

Ｂ－Ｃ間のみ膨張を示した。AF法での平均収縮

量は－０．０７±０．１１mmを示した。

２）Ａ法でのクラスプ間距離の差の寸法変化率

支台歯間距離の短い同側のＡ－Ｂ（－０．４０％），

Ｃ－Ｄ（－０．２０％）間の寸法変化率が最も大きく，

次ぎに支台歯間距離の大きいＡ－Ｃ間，Ｄ－Ａ

間，Ｂ－Ｄ間，最後がＢ－Ｃ（－０．０９％）間の順で

あった。

各クラスプ間距離においての差の寸法変化率に

ついて分散分析により検定を行ったところ，有意

差は認められなかった。従ってＡ法での平均収縮

率は－０．１７％である。

３）AF法でのクラスプ間距離の差

AF法でのクラスプ間距離の寸法変化量は，支

台歯間距離の小さいクラスプ間距離Ａ－Ｂ

（－０．１３mm）間，Ｃ－Ｄ（－０．１２mm）間の収縮量

表３ クラスプ間距離 測定値

クラスプ間距離 （mm）

１ ４

Ａ法

Ａ－Ｂ ２６．５９±０．１６ ２６．４８±０．１７
Ｂ－Ｃ ３４．６８±０．１２ ３４．６８±０．２７
Ｃ－Ｄ ３２．６９±０．１０ ３２．６２±０．１４
Ｄ－Ａ ５０．８０±０．１３ ５０．７３±０．３１
Ａ－Ｃ ５１．７７±０．１２ ５１．６７±０．３０
Ｂ－Ｄ ５０．７１±０．１９ ５０．６７±０．２９

平 均 ４１．２±１０．１８ ４１．１３±１０．１９

AF法

Ａ－Ｂ ２６．６１±０．１２ ２６．４８±０．１０
Ｂ－Ｃ ３４．６７±０．１１ ３４．７３±０．０８
Ｃ－Ｄ ３２．７０±０．１３ ３２．５８±０．１２
Ｄ－Ａ ５０．８１±０．１５ ５０．７０±０．２０
Ａ－Ｃ ５１．７６±０．１０ ５１．６８±０．１６
Ｂ－Ｄ ５０．７３±０．１９ ５０．６６±０．２３

平 均 ４１．２１±１０．１９ ４１．１４±１０．１９

表４ クラスプ間距離の第４計測と第１計測の変化量
の比較

表４－�

Ａ法クラスプ間距離変化量（単位：mm ｎ＝８）

Mean 標準偏差

Ａ－Ｂ －０．０６ ０．０６

Ｂ－Ｃ －０．０４ ０．２６

Ｃ－Ｄ －０．０６ ０．０９

Ｄ－Ａ －０．０９ ０．３１

Ａ－Ｃ －０．０９ ０．２７

Ｂ－Ｄ －０．０８ ０．２５

平 均 －０．０７ ０．２３

表４－�

AF法クラスプ間距離変化量（単位：mm ｎ＝８）

Mean 標準偏差

Ａ－Ｂ －０．１３ ０．０９

Ｂ－Ｃ ＋０．０６ ０．０８

Ｃ－Ｄ －０．１２ ０．１２

Ｄ－Ａ －０．１１ ０．１０

Ａ－Ｃ －０．０７ ０．０８

Ｂ－Ｄ －０．０７ ０．０７

平 均 －０．０７ ０．１１

A法 AF法

図２ 人工歯間距離の差の寸法変化率
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が大きく，Ｄ－Ａ間，Ａ－Ｃ間，Ｂ－Ｄ（－０．０７

mm）間の支台歯間距離の大きいクラスプ間距離

の収縮量が小さかった。ほとんどの寸法変化の数

値が収縮傾向を示す中で，Ｂ－Ｃ間のみが＋０．０６

mmと僅かな膨張を示した。これはＡ法の収縮傾

向と異なった傾向を示した。AF法でのクラスプ

間距離の差の平均収縮量は－０．０７mmであった。

４）AF法でのクラスプ間距離の差の寸法変化率

AF法では，支台歯間距離の短い同側のＡ－Ｂ

（－０．４７％），Ｃ－Ｄ（－０．３７％）間の収縮率が大き

く，Ｄ－Ａ間，Ａ－Ｃ間，Ｂ－Ｄ（－０．１３％）間の

支台歯間距離の大きいクラスプ間距離の収縮率が

小さく，Ｂ－Ｃ間のみ＋０．１８％収縮率となった。

各クラスプ間距離に差の寸法変化率について分散

分析により検定を行ったところ，Ｂ－Ｃ間に有意

差が認められた。Ｂ－Ｃ間のみ他部位と異なった

数値を示したが，その他は部位による寸法変化率

の差が少ないことが認められ，クラスプ間距離は

全ての方向に比較的均一に収縮しているものと考

えられる。AF法での平均収縮率は－０．１９％であ

る。

３．人工歯の垂直的変位量の計測結果

表５に表すように，人工歯の垂直的変位につい

ては，それぞれクラスプとそれに隣接する人工歯

咬頭頂の垂直距離について，第４計測と第１計測

を計測を行った。人工歯の垂直的変位について

表５ 人工歯の垂直的変位 （mm）

１ ４

Ａ法

頬側�

Ａ－１６ １．０１±０．１４ １．０７±０．１４
Ｂ－１５ ０．９２±０．１３ ０．９０±０．１２
Ｃ－２４ ０．７５±０．２５ ０．８４±０．３４
Ｄ－２６ １．１２±０．１９ １．１９±０．２６

舌側�

Ａ－１６ ０．８６±０．２１ １．０３±０．２１
Ｂ－１５ ０．５９±０．３０ ０．８０±０．３１
Ｃ－２４ １．０９±０．３５ １．２６±０．３９
Ｄ－２６ １．７９±０．５２ １．９６±０．５５

平 均 １．０３±０．３４ １．１４±０．３４

AF法

頬側�

Ａ－１６ １．２２±０．１７ １．２８±０．１９
Ｂ－１５ ０．９９±０．２１ １．０３±０．１６
Ｃ－２４ ０．７８±０．１２ ０．８９±０．１２
Ｄ－２６ １．１４±０．１３ １．２２±０．１３

舌側�

Ａ－１６ ０．８７±０．２９ ０．９１±０．２９
Ｂ－１５ ０．６７±０．２２ ０．７５±０．２２
Ｃ－２４ １．１８±０．２５ １．２４±０．２５
Ｄ－２６ １．７７±０．１５ １．８２±０．１５

平 均 １．０７±０．３２ １．１４±０．３１

図３ クラスプ間距離の差の寸法変化率
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は，第１計測と第４計測を比較した場合，浮上傾

向を示した。Ａ法での頬測咬頭頂の垂直的変化の

平均値は，最大でＣ－２４ｂ（Ｃクラスプと２４頬測

咬頭頂との垂直的比較，以下同様の表示を行う）

の０．０９±０．１１mm，最小でＢ－１５ｂの０．０５±０．０３

mmを示した。一方，舌測咬頭頂での垂直的変化

の平均値は，最大でＢ－１５ｐの０．２１±０．０２mm，最

小 でＤ－２４ｐの０．１７±０．０６mm，Ｄ－２４ｐの０．１７

±０．１０mmの値を示した（表６）。

これに対して，AF法での頬測咬頭頂の垂直的

変化の平均値は，最大でＣ－２４ｂの０．１１±０．０４

mm，最 小 でＡ－１６ｂの０．０５±０．０６mmを 示 し

た。また，舌測咬頭頂の垂直的変化の平均値は，

最大でＢ－１５ｐの０．０７±０．０３mm，最小でＡ－１６

ｐが０．０４±０．０５mmを示した（表６）。また，Ａ法

とAF法それぞれのＡ－１６，Ｂ－１５，Ｃ－２４，Ｄ

－２６の各計測部位ごとに危険率５％でｔ検定を

行ったところ，有意差は認められなかった（図

４）。

考 察

１．実験方法について

１）重合方法について

加熱重合型床用レジンは高頻度で採用されてい

るにもかかわらず，床用レジンの重合収縮および

熱収縮を主とする義歯床の寸法変化については，

作業用模型に対する重合後の義歯床の適合性およ

びレジン重合前後の人工歯の位置的な変化につい

て検討が行われているに過ぎず，レジン重合前後

の人工歯間距離，クラスプ間距離等についての調

査は皆無である。そこで本実験では，加熱重合型

義歯床用レジンを用いて，レジン重合前後の人工

歯間距離，クラスプ間距離等の寸法変化を把握し

ようとした。

２）埋没方法について

加熱重合型義歯床用レジンの埋没方法に関して

は，中沢１８）および沖野１９）によりフラスコ内埋没法

として，倒立埋没法（アメリカ法）と正位埋没法（フ

ランス法）の２法が記載されているが，中沢は

Gysi の引用であることを付図にて示している。

現在，総義歯では人工歯を下部フラスコにとる

フランス法と人工歯を上部フラスコにとり模型を

下部フラスコにとるアメリカ法が知られている

が，局部義歯では，支台装置および連結装置が組

み込まれるために，人工歯，支台装置など，全て

を上部フラスコにとるアメリカ法（Ａ法），人工

歯，支台装置など，全てを下部フラスコにとるフ

ランス法，支台装置，連結装置を上下フラスコに

分けて埋没するアメリカ・フランス併用法（AF

法）のいずれかが行われる。

表６ クラスプに対する人工歯の第４計測と第１計測
における垂直的変化量

表６－� Ａ法 （単位：mm ｎ＝８）

頬側� 舌側�

Mean 標準偏差 Mean 標準偏差

Ａ－１６ ０．０６ ０．０３ ０．１８ ０．０３
Ｂ－１５ ０．０５ ０．０３ ０．２１ ０．０２
Ｃ－２４ ０．０９ ０．１１ ０．１７ ０．１０
Ｄ－２６ ０．０８ ０．０９ ０．１７ ０．０６

平均 ０．０７ ０．０８ ０．１８ ０．０６

表６－� AF法 （単位：mm ｎ＝８）

頬側� 舌側�

Mean 標準偏差 Mean 標準偏差

Ａ－１６ ０．０５ ０．０６ ０．０４ ０．０５
Ｂ－１５ ０．０４ ０．０８ ０．０７ ０．０３
Ｃ－２４ ０．１１ ０．０４ ０．０６ ０．０４
Ｄ－２６ ０．０８ ０．０２ ０．０５ ０．０４

平均 ０．０７ ０．０６ ０．０６ ０．０４

図４ 埋没間での人工歯の垂直的変化量の比較
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本実験では蝋義歯の埋没から重合後の義歯の掘

り出しまでに４回の計測を行い，寸法変化の推移

を観察することを意図したために，埋没・重合操

作中の計測が困難なフランス法は不採用とした。

３）人工歯とクラスプの変位の計測方法について

重合過程に生じる人工歯あるいはクラスプの位

置変化を計測しようとする場合に，実験条件によ

り人工歯およびクラスプの変位の捉え方が異な

る。

まず，加熱重合法による人工歯の位置の変化に

ついては，森ら１２），２８），２９）は，総義歯症例を対象とし

て，蝋義歯からフラスコ埋没時までと加熱重合後

の人工歯の位置を比較し，埋没時の水平的人工歯

の変位は，普通石膏を用いて埋没した場合，中切

歯が前方に０．０８mm，第２大臼歯は後方に０．０６mm

変位し，フラスコ下部基底面からの高さと計測し

た垂直的変位は，前歯部から臼歯部へと，歯列全

体として０．１mmのほぼ均等な変位が観察された

こと，ならびに加熱重合後の前後方向では，中切

歯においては０．３８mm，第２大臼歯においては

０．１４mmそれぞれ前方に変位し，前歯部が臼歯部

に比較し大きな変化を示したのに対し，左右方向

では０．０１～０．０９mm内の変化量であったことから

左右方向では前後方向より小さな変化が観察され

たと報告している。

つぎに，奥野２４），２５）らは，注入法レジン重合法に

ついて，総義歯症例と局部義歯症例に対して特殊

石膏埋没材（Dentsply 社の Tru Pour Fluid Resin

System）を用いた蝋義歯から重合後までの人工歯

の位置の変化を計測し，総義歯症例では人工歯の

水平的変位は０．０３～０．０６mmの範囲で唇頬側方向

にわずかに変位し，垂直的変位は０．０４～０．０９mm

の範囲でわずかに浮上する傾向を示したと述べて

おり，局部義歯症例においてもほぼ近似した結果

が報告されている。一方，フレームワークに連結

されているクラスプでは作製時の鋳造収縮が問題

となるが，単独のクラスプを個々の支台歯に設定

し，レジン床によって連結する場合には，重合過

程に生じるクラスプの位置変化は，義歯の寸法変

化をもたらす。しかしながら重合過程に生じるク

ラスプの位置の水平的変位を調査した報告は見ら

れない。

そこで，本実験では，人工歯間距離，クラスプ

間距離およびクラスプに対する人工歯の垂直的な

距離の変位について義歯の重合過程において複数

回計測することによって，義歯の重合過程におけ

る義歯全体の寸法変化を把握しようとした。

４）人工歯とクラスプの変位の計測誤差について

義歯の重合過程における義歯全体の寸法変化に

ついては，偶然に起こる変化と重合プロセスに

よって必ず起こる重合収縮および熱収縮に伴う寸

法変化とが混在している可能性があるので，今回

の調査においては，Ａ法，AF法それぞれ８床ず

つ，同一の条件で計測を行い，それらの平均値と

分散によって寸法変化を評価することにした。

従って，同一の支台歯に同一のクラスプを設定し

ているので，クラスプの計測値には計測誤差が含

まれるが，人工歯の位置の計測値には，排列位置

が全く同一でないことによる症例毎の位置の差と

計測誤差とが含まれる。このために，２点間の距

離の差を寸法変化とするが，この時の計測誤差を

把握しておく必要がある。

まず，同一の支台歯に同一のクラスプを設定し

ているクラスプについての位置の計測結果は，Ａ

法では，クラスプAの座標値（－０．０３，－０．０１，－

０．０３）で８例の標準偏差はそれぞれ（０．０８，０．０７，

０．０８）である。これに対してAF法ではＡの座標

値（０．０２，－０．０１，０．０２）で８例の標準偏差はそれ

ぞれ（０．０９，０．０６，０．０９）である。従ってクラスプ

ＡのＡ法とAF法との位置には約５０µm（０．０５，
０，０．０５）の計測誤差が存在する。〔表７－�〕。
一方，人工歯についての位置の計測結果は，Ａ法

では，１５ｂの座標値（１．３８，１９．４３，－０．９３）で８例

の標準偏差はそれぞれ（０．１１，０．２７，０．２１）である。

これに対してAF法では１５ｂの座標値（１．４０，

１９．４９，－０．９９）で８例の標準偏差はそれぞれ

（０．２０，０．２１，０．２５）である。従って１５ｂのＡ法と

AF法との位置には約６０µm（０．０２，０．０６，０．０６）
の計測誤差が存在する。〔表７－�〕。
以上の計測結果の検討から，同一の支台歯に同
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一のクラスプを設定しているクラスプの位置およ

び排列位置が全く同一でない人工歯の位置の両者

のいずれにおいても，Ａ法とAF法との間に５０µm
～６０µmの計測値の差が認められた。
２．人工歯間距離の寸法変化について

局部義歯症例の重合操作中の人工歯の寸法変化

を計測するため，第４計測と第１計測を比較した

ものと，第３計測と第２計測を比較したものとを

行った。結果において述べたように，埋没法別で

の各人工歯間距離は様々な寸法変化を示した。

１）Ａ法とAF法との差について

Ａ法での第１計測と第４計測の比較での頬側咬

頭頂の差および舌側咬頭頂間距離の差の寸法変化

率について分散分析を行ったところ有意差は認め

られなかった。従ってA法での咬頭頂間距離の

平均寸法変化率は－０．２３％となる。AF法でも同

様の検定を行ったところ，有意差は認められず，

AF法咬頭間距離の平均寸法変化率は－０．１０％と

なる。Ａ法とAF法を寸法変化率で比較すると

AF法の方がＡ法より小さい収縮率を示してい

る。これはAF法が埋没の際，クラスプを埋没用

石膏にて覆うため重合操作中のクラスプの動きを

最小に抑えることが出来るため，レジン床の重合

収縮に何らかの影響を与えているものと思われ

る。また，Ａ法，AF法それぞれの寸法変化にお

ける差異を判明するため，分散分析により検定し

たところ，有意差は認められなかった。従ってク

ラスプ間距離の平均寸法変化率については，重合

方法間に差異はないと判断される。

またＡ法とAF法の第４計測と第１計測との寸

法変化率を比較した値は－０．１６％である。これは

一般に言われている重合時での寸法変化率０．３～

０．５％に比べても明らかに低い寸法変化率であ

る。羽生ら１６）は重合直後の上顎局部義歯における

寸法変化率は－０．３８％～－０．５４％であったと報告

している。ここで松村ら３０），３１）は床用レジンを加圧

注入し，重合操作中も引き続き圧を加えることに

より重合収縮を補償するMak プレス法にて，同

じく岡井ら３２）は高加圧持続式加熱重合法にて重合

収縮の少ない加熱重合型床用レジンにて高い適合

精度を実現している。今回の研究では埋没・重合

操作中の加圧またクランプの締め付けを適切に

行ったため，填入から掘り出しまで十分な加圧が

でき，収縮が低く抑えられたと思われる。

２）第３と第２計測における人工歯間距離のばら

つきについて

１），２）を通して第４計測と第１計測を比較し

第３計測と第２計測のばらつきが大きいのは，第

３計測と第２計測では，ともに作業用模型がフラ

スコに埋没されている状態であるためすなわちフ

ラスコ上面に対して，模型基底面が完全に平行に

埋没されているとは言えないために，各クラスプ

腕上面により形成される基準の水平面が８例ごと

に若干の傾斜が生じ，計測誤差がさらに拡大した

ものと推測できる。

３．クラスプ間距離の寸法変化について

クラスプが床用レジンで保持される構造を有す

る局部義歯では，重合収縮および熱収縮によるク

ラスプ間の寸法変化を避けることは出来ない。支

台装置を持たない総義歯形態のCo－Cr 鋳造床の

適合性について調査した長谷川３３），３４）は，水平的な

表７－�

１５ｂ （単位：mm）

Ｘ Ｙ Ｚ

Ａ法 頬側�
平 均 値 １．３８ １９．４３ －０．９３
標準偏差 ０．１１ ０．２７ ０．２１

AF法 頬側�
平 均 値 １．４０ １９．４９ －０．９９
標準偏差 ０．２０ ０．２１ ０．２５

表７ 計測項目の計測部位の平均値と標準偏差

表７－�

クラスプ （単位：mm）

Ａ

Ｘ Ｙ Ｙ

Ａ法
平 均 値 －０．０３ －０．０１ －０．０３
標準偏差 ０．０８ ０．０７ ０．０８

AF法
平 均 値 ０．０２ －０．０１ ０．０２
標準偏差 ０．０９ ０．０６ ０．０９
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寸法変化が適合性に及ぼす影響が大きいと述べて

いる。総義歯より高い適合精度が要求される局部

義歯としては義歯床の収縮は適合性の点で問題を

生じる可能性が大きい。局部義歯形態のCo－Cr

鋳造床のクラスプの適合性について松村３５）は，複

雑な形態になるに従って適合性が低下するため，

単純な形態のものとし，出来るだけ寸法精度の向

上をはかるべきと提唱している。特に水平方向の

被圧変位により支台歯にかかる負担に関して高橋

ら３６）は，歯根膜への影響が大きく，支台歯に為害

作用をもたらす危険性があると示唆している。

１）Ａ法およびAF法でのクラスプの適合性

川原ら３７）は，金属床を含む局部義歯がほぼ支障

なく臨床で用いられている現状から，支台歯の若

干の移動により誤差が許容されていると報告して

いる。本実験においてもＡ法，AF法共に０．０７mm

程度のクラスプ間距離の収縮が認められたが，こ

の値は歯牙の水平的な被圧変位量の生理的限界の

範囲内であると考えられる。

２）Ａ法とAF法との差について

Ａ法とAF法のクラスプ間距離の収縮率につい

て検討するため，それぞれの第４計測と第１計測

の差の変化率について分散分析により有意差検定

したところ，Ｂ－Ｃ間に有意差が認められた。こ

の結果はＢ－Ｃ間の収縮率がＡ法とAF法で＋と

－が逆転したことが原因と考えられる。このため

AF法とＡ法のＢ－Ｃ間を除外した標本で再度，

分散分析を行ったところ，有意差は認められな

かった。

４．人工歯の垂直的変位

人工歯の垂直的方向に対する寸法変化を計測す

ることは，義歯完成後の咬合調整に直接影響する

ことから，多くの報告６），８），２４）が行われている。し

かし，その多くが床用レジンの石膏型への充填方

法の違いによる差を比較するものであり，加熱重

合義歯床用レジンの埋没方法であるＡ法，AF法

を比較する報告はない。

１）Ａ法，AF法の人工歯の垂直的な寸法変化の

比較

守川３８），馬場ら３９）は，Ａ法の場合，人工歯，支

台装置と模型との位置関係が狂いやすく，また重

合操作を誤ると口腔内で全体に浮き上がった義歯

になるおそれがあるという欠点を有し，一方AF

法では人工歯を除く全ての部分が模型と確実に固

着されるので，模型と支台装置の位置関係が狂う

ことがなく，義歯を完成することが出来るが，人

工歯の咬合の高さは，上下フラスコ間に生じた隙

間の厚みだけ高くなると示唆している。このこと

から本実験では，Ａ法，AF法の埋没法別よる人

工歯の浮き上がりの比較を行った。

図５に示すように Ａ法，AF法いずれも重合

後に全ての咬頭頂の高さが増大を示すが，頬側咬

頭に比べて舌側咬頭の高さの増大量が少ない傾向

を示した。このことに関連して，羽生７）らは加熱

重合レジンを用いた上顎左右犬歯残存の局部義歯

症例における重合変形の調査では，口蓋中心部に

設けた基準点方向へ０．３８～０．５４％の収縮率で重合

収縮する傾向にあると報告している。本実験にお

ける結果は，人工歯の頬舌側半面の特徴，すなわ

ち頬側は，ほぼ歯冠の全面が人工歯であるのに対

して，舌側は歯冠の１／２程度であり，レジン床に

より残りの半分を形成することからレジン床の頬

舌側による収縮量の差が現れたと考える。

２）埋没法による比較

結果において述べたように，Ａ法とAF法で

は，埋没法の違いにより有意差は認められなかっ

た。したがって，単独のクラスプに隣接する人工

歯は埋没法が違っても，クラスプに対してほぼ

０．０７mm浮き上がることが判明したが，この原因

については充分な考察は行えなかった。

結 論

本研究では上顎＿７＿４｜～＿＿３＿７残存局部義歯症例を

加熱重合型床用レジンにてＡ法，AF法の埋没法

を用いて，人工歯間距離やクラスプ間距離を計測

することにより，義歯床全体の寸法変化を計測し，

さらに埋没法間による違いを比較検討した。

本研究によって得られた所見は以下に述べる通

りである。

１．埋没重合過程の重合前後における人工歯間距
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離の寸法変化は，Ａ法，AF法いずれも収縮を

示した。人工歯間距離の差の寸法変化量ではＡ

法に比較し，AF法が小さい値を示した。また

この時の人工歯間距離の平均寸法変化率は，一

般的な床用レジンの重合時の寸法変化率０．３～

０．５％よ り も 小 さ いＡ法－０．２４％，AF法－

０．１０％を示した。これは加熱重合方式でも加圧

を適正に行うことで，重合収縮を補償すること

が出来ることを示唆している。

２．埋没重合過程の重合前後におけるクラスプ間

距離の寸法変化はＡ法，AF法いずれも収縮が

認められた。

３．支台歯に装着されたクラスプに対する人工歯

の垂直的な変位は，Ａ法では＋０．０７±０．０３

mm，AF法においては＋０．０７±０．０２mmとい

ずれも浮上傾向を示した。

また，重合前後における人工歯間距離の差の

変化率，クラスプ間距離の差の変化率およびク

ラスプに対する人工歯の差の変位量のすべてに

おいて，埋没法間による有意差は認められな

かった。

本論文の要旨は，第２７０回東京歯科大学学会（２０００年
１１月４日，千葉），第１５０回日本補綴歯科学会（２０００年６
月１日，東京）において発表した。
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Influence of the Curing Procedure On Dimensional Change
In Partial Denture

Yumihiko IGARI Hideshi SEKINE Masataka KISHI
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This study investigated the dimensional change during laboratory procedures in fabricating the re-

movable partial denture. The inter－distance of artificial molar between the right side and left side, the

inter－distance between bounded clasps and the height from clasp to adjacent cusp tip of the artificial

teeth were measured at four phases ; set up of partial denture（phase 1）, after initial investiment（phase

2）, after curing with flask（phase 3）and after recountering（phase 4）using a ３－dimensional measur-

ing system form indicator. The difference between the American flasking technique and American－

French flasking technique was also investigated.

The results as follows：

１）The numerical change in inter－distance of the artificial molar between right side and left side

from phase 1 to phase 4 was －0.24% by the American flasking technique and －0.10% by Ameri-

can－French flasking technique.

２）The numerical change in inter－distance of bounded clasp from phase 1 to phase 4 was －0.17% by

the American flasking technique and －0.19% by American－French flasking technique.

３）The numerical change in the height from clasp to adjacent cusp tip of artificial teeth was +0.07

mm by both techniques.

４）There were no significant differences between investment methods.

（The Shikwa Gakuho，１０２：１０１～１１４，２００２）
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