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緒 言

総義歯製作において，咬合平面の設定や人工歯

排列は，上下顎顎堤の形態や対向関係と密接に関

係しており，適切な義歯製作に関与する。

咬合平面の設定に関する研究には，頭蓋骨を基

準にしたもの１）～３）や頭部エックス線規格撮影法を

用いた方法４），５），パノラマエックス線写真から下

顎体高の測定を行うことにより決定する方法６）な

ど様々な方法がある。

今回，上顎顎堤が著明に吸収したうえに広範囲

にわたるフラビーガムを有し，下顎の顎堤が近遠

心的および�舌的に傾斜し，さらに対向関係の条
件が悪いために，人工歯排列位置の問題から義歯

の安定を得るのに非常に苦慮した症例を経験した

ので報告する。

症 例

患者：７６歳 男性

初診：平成９年９月

主訴：噛むと下の入れ歯が動いてやわらかいもの

しか噛めない。受け口が気になる。

既往歴：特記すべき事項なし。

現病歴：上顎は８年前に無歯顎となり，初診時に

は４つ目の義歯を１年半使用していた。下顎は半

年前に無歯顎となり総義歯を使用していた。調整

を続けたにもかかわらず床下粘膜の疼痛が繰り返

し発現したために本学補綴科へ来院した。

現症：

１）口腔内所見：上顎顎堤は著明に吸収し前歯部
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抄 録：我々は，上顎顎堤が著明に吸収したうえに広範囲にわたるフラビーガムを有し，下顎の顎
堤が近遠心的および�舌的に傾斜し，さらに対向関係の条件が悪いために，人工歯排列の問題から
義歯の安定を得るのに非常に苦慮した症例を経験したので報告する。
患者は７６歳，男性。上下無歯顎であり，義歯不適合による咀嚼障害および反対咬合による審美障

害を主訴に来院した。臼歯部交叉咬合排列の新義歯を製作したが，装着後１年半調整したにもかか
わらず下顎義歯床下粘膜の潰瘍は完全に消退しなかった。そこで使用中の義歯の問題点を明確にす
るために，複製義歯を用いて人工歯排列位置と顎堤との関係を精査した。その分析結果をもとに臼
歯部人工歯の排列位置を変えたうえで，明確な咬頭嵌合を有する交叉咬合排列を採用して新たに新
義歯を製作した。その結果，下顎義歯は安定し，義歯床下粘膜の潰瘍は消失して患者の満足も得ら
れた。
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から小臼歯部にかけてフラビーガムを呈してい

た。下顎顎堤は近遠心的に前歯部から小臼歯部に

向けてと，大臼歯部から小臼歯部に向けて斜面を

形成し，�舌的にも�側から舌側に向けて斜面を
形成していた（図１，２，３）。

２）旧義歯所見：前歯部から臼歯部まで反対咬合

に排列されており，下顎義歯の後縁が短くレトロ

モラーパッドは覆われていなかった。義歯の安定

も得られていなかった（図４）。

３）エックス線所見：オルソパントモグラフィー

による診査では関節結節の flattening が認められ

たが，顎関節部の疼痛，雑音および開口障害は認

められなかった。

処置及び経過：新義歯製作にあたり，印象採得は

フラビーガムに可及的に圧をかけないように注意

して，上下顎筋圧形成印象を行った。咬合採得

は，Willis の顔面計測，下顎安静位を利用して垂

直的顎位を決定し，ゴシックアーチ描記法を用い

て水平的顎位を決定した。

前歯部の人工歯排列は審美性を考慮して正常被

蓋とし，臼歯部は解剖学的人工歯を形態修正して

第２小臼歯部で被蓋が交叉する臼歯部交叉咬合排

列（図５）を行い，上下顎義歯を装着した。装着１

か月後，下顎左右臼歯部床下粘膜の潰瘍が消退せ

ず，開口時にわずかに義歯が浮き上がる症状も見

られた。下顎義歯舌側床縁の封鎖不足が認められ

たため，同部を延長して封鎖を高めることにより

吸着力を得た。さらに臼歯部�側床縁をわずかに
削除することで開口時の義歯の浮き上がりを改善

した。義歯装着３か月後，開口時の下顎義歯の浮

図１ フラビーガムを有する上顎顎堤 図２ �側から舌側に向けて傾斜している下顎顎堤

図３ 対向関係 図４ 初診時に使用中の義歯
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き上がりは消失したが，下顎床下粘膜の潰瘍は改

善されなかった（図６）。咬合関係を診査したとこ

ろ，後方咬合小面に早期接触が認められ，そのた

めに下顎義歯が動くのではないかと診断し，後方

咬合小面の咬合調整を行った。

義歯装着６か月後，顎位の確認のためにゴシッ

クアーチとタッピングポイントの描記を行ったが

水平的顎位のずれは認められなかった。その後，

床下粘膜の潰瘍等の症状が軽快したため調整回数

を減らした。

義歯装着１年後，床下粘膜の炎症症状が再度現

れ，装着時よりも義歯の維持・安定が悪化してい

ることが認められた。適合試験材にて確認したと

ころ，下顎義歯床内面の唇側の適合試験材が舌側

に比べて厚くなっており（図７），同時に前歯部の

水平被蓋の減少も認められ，下顎義歯の前方への

推進が疑われた。床の不適合は床内面の削去，調

整のみでは改善されないと判断し，粘膜調整を

行った後に，間接法によるリラインを行った。

リライン後も自覚症状はないものの床下粘膜の

潰瘍は消退せず，義歯の咬合面は削合と咬耗によ

り明確な咬頭嵌合が消失し，咬合高径の低下も認

められた。そこで適切な咬合高径の回復を図るた

めに，前の義歯と同様に臼歯部交叉咬合排列にし

て上下顎義歯の臼歯部人工歯を交換した。しか

し，人工歯交換後も床下粘膜の炎症症状は改善さ

れず，下顎義歯の前方への偏位も再び発現した。

下顎義歯の前方への偏位は，顎堤の形態と人工

歯排列位置との関係に問題があるのではないかと

考えた。正確な診断を行うために使用中の義歯を

石膏で複製したものを近遠心断および�舌断して
精査した。近遠心断の結果，顎堤に対して咬合平

面が平行ではなく，さらに最後臼歯が下顎顎堤の

後方斜面にあって義歯が前方に偏位しやすい状態

になっていることがわかった（図８）。

すなわち排列位置と顎堤の関係から下顎義歯の

安定が得られにくいうえに，明確な咬頭嵌合が消

失したことで下顎義歯が前方へ偏位し，維持不良

になったと診断した。

以上の診断に基づき再度新義歯を製作した。前

歯部は審美性を考慮して正常被蓋とし，臼歯部は

力学的に義歯が安定するように顎堤と咬合平面が

可及的に平行になるように人工歯を排列した。ま図５ 最初の義歯における臼歯部交叉咬合

図６ 義歯使用時の口腔内の状態
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た上下顎義歯の安定を保ちながら明確な咬頭嵌合

を与えるために，臼歯部は陶歯を用いてGysi 法

による交叉咬合排列にした（図９）。

平成１２年１月，新義歯を装着した。装着翌日，

右側臼歯部相当部の�粘膜に咬傷を認め，上顎右
側臼歯部の齦�移行部に潰瘍を認めたため，臼歯
部人工歯の水平被蓋と床縁の長さを調整した。義

歯調整を数回行うことで床下粘膜の潰瘍は消失し

た。

平成１３年１０月現在，下顎義歯の安定は装着時と

変わらず良好であるが，床下粘膜の変化が認めら

れ，義歯の適合はやや不良になった。しかし，床

下粘膜の潰瘍は認められず，患者の満足も得られ

ている。

考 察

１．最初の義歯と２つ目の義歯の比較

１）患者の感覚と床下粘膜の状態：最初の義歯に

比べて２つ目の義歯では，主観的に患者が下顎義

歯の安定感を自覚し，客観的に床下粘膜に慢性的

に存在していた発赤，潰瘍等は消失して良好な状

態になった。

２）咀嚼機能評価表７）：総義歯患者の咀嚼能力を

評価することは使用中の義歯を判定する上で大変

重要なことである。現在，様々な方法７～１１）が行わ

れているが，今回は簡便で明確な判定基準が得ら

図７ 義歯床内面の適合状態の変化
左－義歯装着１か月後 適合状態は良好
右－義歯装着１年後 適合状態は不良

図８ 最初の義歯における�側咬頭部での近遠心断
（下顎右側臼歯部） 図９ Gysi 法による臼歯部人工歯排列を行った２つ

目の義歯
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れる総義歯咀嚼機能評価を用いた。この評価法は

山本式総義歯咀嚼能率判定表１１）の咀嚼指数を明ら

かにし，客観的な基準により評価できるため臨床

では非常に有効である。評価に際し，２つ目の義

歯では装着１週間後と３か月後に行った．その結

果，最初の義歯での咀嚼スコアは２０であり，「普

通に食べられる食品」はグループ１のものしかな

かったが，２つ目の義歯では咀嚼スコアは２５とな

り，グループ３の堅いビスケットも一時食べられ

るようになった。さらに装着３か月後の評価（図

図１０ 咀嚼機能評価表 前－最初の義歯 後－２つ目の義歯（装着３か月後）
○－普通に食べられる △－工夫すれば食べられる ×－食べられない
咀嚼スコア＝普通に食べられる食品数／２０（全食品数）×１００

図１１ 咀嚼ストロークの前頭面投影図の変化（かまぼこ咀嚼）
左－最初の義歯，中－２つ目の義歯（装着１週間後），右－２つ目の義歯（装着３か月後）
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１０）では咀嚼スコアは３０で，海老天ぷらが普通

に，堅いせんべいが工夫すれば食べられるように

なり，咀嚼可能な食品が増えた。他に義歯依存性

の高い食品であるといわれるレタスが２つ目の義

歯装着３か月後には普通に食べられるようになっ

た。この評価法から，２つ目の義歯の咀嚼能力が

向上していることが明らかになった。

３）下顎運動計測装置：下顎運動計測装置

BioPAK（BioResearch 社製）を用いてかまぼこ咀

嚼時の下顎運動路を計測した。咀嚼リズム，サイ

クルタイム等に２つの義歯の間に著明な差は認め

られなかったが，咀嚼ストロークの前頭面投影図

を見ると，最初の義歯よりも２つ目の義歯の方

が，ストロークの幅が広く，作業側において涙滴

型の形態を示すストロークの割合が増えていた

（図１１）。これは，下顎義歯の安定性の向上による

ものと考えられる。

２．咬合平面の設定

無歯顎患者の咬合平面はカンペル線，上唇下

縁，レトロモラーパッド，舌背および瞳孔線を参

考に決定することが多いが，他にオルソパントモ

グラフィーやセファログラムを利用する方法があ

る。長岡１２）は頭部の前後的傾斜に注意すれば無歯

顎者の咬合高径，咬合平面の位置および傾斜など

の診断にオルソパントモグラフィーは有用である

と報告している。

今回は下顎顎堤が複雑に傾斜しているために下

顎義歯の安定を得ることに苦慮した症例であり，

近遠心的に歯槽頂の傾斜に臼歯の上下的排列位置

をあわせることで下顎義歯の安定が得られた。

３．人工歯排列法

人工歯の選択と排列において，最初の義歯は解

剖学的人工歯を使用し，削合によって臼歯部交叉

咬合排列を行った。しかしこの方法では，削合に

より咬頭傾斜が弱くなり，明確な咬頭嵌合が得ら

れにくい。その結果，下顎義歯が前方に移動した

と考えられる。溝上１３）は，顎堤の吸収が著しい症

例の場合，咬合面の傾斜によって生ずる側方ベク

トルを恐れて無咬頭歯を使用しがちであるが，咬

頭嵌合がないことによってかえって義歯が移動し

やすく不利なこともあると述べている。また，杉

山１４）は模型実験で３０°の咬頭傾斜を有する人工歯

の方が０～２０°の人工歯よりも義歯の動きが少な

いと報告している。

本症例においても咬頭傾斜角の小さい人工歯を

用いた最初の義歯よりも，明確な咬頭傾斜と咬頭

嵌合を有する人工歯を使用した２つ目の義歯の方

が義歯の安定が得られた。

４．石膏複製義歯による診査

２つ目の義歯が一応の安定を得られた理由を考

察するために最初の義歯を診査した時と同様に２

つ目の義歯を複製し，その石膏模型を切断して，

最初の義歯と比較した（図１２，１３）。近遠心断の図

でわかる通り，２つ目の義歯では第２大臼歯が顎

堤の傾斜の比較的ゆるい位置に排列されており，

咬合面から歯槽頂までの距離がどの部位でも比較

図１２ 最初の義歯と２つ目の義歯の中央溝部における臼歯部近遠心断面の比較
左－最初の義歯 右－２つ目の義歯

２３２ 丸山，他：下顎総義歯の安定を得ることに苦慮した一症例
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的均等で顎堤の傾斜に調和した排列がなされてい

た。これは�側咬頭部あるいは舌側咬頭部での近
遠心断の場合でも同様であり，このことにより，

下顎義歯を前方へ偏位させる力が働きにくいと考

えられた。また�舌断の図からわかるように，特
に大臼歯部で咬合咀嚼力が比較的平坦な部位に加

わり，さらに明確な咬頭嵌合を有すること（図１４）

により，義歯の前後的な動揺を防止することがで

きたと推察された。

５．２つ目の下顎義歯の安定が得られたことにつ

いて

一般に我々は上顎前歯部の位置を審美性から決

定したうえで，カンペル線と平行に咬合平面を設

定することが多いが，本症例のように顎堤の条件

が悪い場合には，義歯を移動させる力の作用点で

ある臼歯部人工歯を顎堤の形態に十分留意して排

列することが，義歯の安定を考えたうえで重要で

あることがわかった。さらに，交叉咬合でもGysi

法のように明確な咬頭嵌合を有していれば義歯の

移動防止の一助となりうることがわかった。

図１３ 最初の義歯と２つ目の義歯の下顎右側第２大臼歯遠心咬頭部�舌断面の比較
左－最初の義歯 右－２つ目の義歯

図１４ 最初の義歯と２つ目の義歯の側方観
上－最初の義歯 下－２つ目の義歯
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We report an edentulous patient, who presented with remarkably advanced maxillary residual

ridge resorption leaving an extensive flabby residual ridge and mandibular residual ridge that was in-

clined not only mesio-distally but also bucco-lingually. Moreover since the intermaxillary relationship

was not favorable, we had problems with the arrangement of artificial teeth, and consequently achiev-

ing stability of the mandibular complete denture was very difficult.

The patient was a 76-year-old man, completely edentulous, who complained of inadequate function

during mastication due to problems of adaptation to the present dentures. Since the patient exhibited

anterior reverse articulation, he was also unsatisfied with the esthetic appearance of the dentures.

First, we fabricated complete dentures with reverse articulation of the posterior artificial teeth. How-

ever, once the dentures were placed and even after 6 months of periodic adjustments, ulcer of the tis-

sue underlying the mandibular denture was persistent. To clarify the problematic points of the den-

tures while using them, we prepared duplicate dentures, and an exhaustive assessment of the relation-

ship between the arrangement of artificial teeth and the alveolar ridge was carried out. Moreover,

based on reverse articulation of posterial teeth, new dentures were prepared. As a result, it was possi-

ble to achieve the mandibular denture stability and consequently the ulcer underlying the mandibular

denture completely disappeared. The patient was satisfied with the new dentures.

（The Shikwa Gakuho，１０２：２２７～２３５，２００２）
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