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失われた咬合高径を求めるための

「生理学」的根拠に基づいた方法 .

咬合高径をうまく決めたい

すべての歯科医師のために。
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咬合機能は,正常者の顎□腔系では人体の発育にとも

なって形成され,機能する.

う蝕・歯周病・外傷・形成不全などの種々の原因によ

り,正常歯列が欠損し,欠損歯列を生じ,時間が経過し

て,症状が固定すると,咬合機能を行う上下顎歯列・咬

含平画・咬含高径などに形態異常が生じ,咬合機能が崩

壊し,顎□腔系に障害を来たすようになる.

本書では,この本来の咬合高径・咬合平面が失われた

咬倉崩壊顧 Jの治療学について,咬合崩壊症例の様相 0

症状・治療法の考え方に関し,歯科補綴学の立場から検

討を加え,さ らに臨床の疑問点については,国腔生理学

の立場から解説を加えた口また,臨床家の協力も得て,

クラウン,クラウンブリッジックラスプ床義歯,テレス

コープ義歯ラインプラントブリッジなどの治療症夕」のバ

リエーションを示すこととする.

本書が,咬合平面をどうすべきか,咬合挙上を行いた

いがどうするのか,悩む臨床医の一助になれば幸いであ

る.

201ア年2月

五十嵐順正,増田裕次

執筆協力 森本 岡」,谷回善成
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五十嵐順正 (N丁 殴OD∪ C丁 ON,CHAPttE殴 1～ 7執筆)

1972年 3月 東京医科歯科大学歯学部卒業

1976年 3月 東京医科歯科大学大学院歯学研究科修了 (歯 科補綴学

専攻)

1976年 4月  東京医科歯科大学助手 (歯科補綴学第一講座)

1981年 12月  昭和大学歯学部助教授 (歯科補綴学第三講座)

1993年 9月 松本歯科大学教授 (歯科補綴学第一講座)

2006年 1 月 東京医科歯科大学大学院教授 (摂食機能構築学分野)

2013年 3月  東京医科歯科大学定年退職

2013年 4月  大阪歯科大学客員教授,東北大学大学院歯学研究科非

常勤講師,岡 山大学歯学部非常勤講師

所属学会

日本補綴歯科学会

□腔病学会

歯科チタン学会

EPA(ヨ ーロッパ補綴歯科学会)

ADR(国 際歯科学会)

主な著書

『コーヌステレスコープデンチャー』永末書店,1984
『ケルバーのコーヌステレスコープ』医歯薬出版, 1986(訳 )

『パーシャルデンチャー・設計アルバム I RPを 中心に』クインテッセン

ス出版, 1989(訳 )

『パーシャルデンチャーの設計』口腔保健協会, 1995
『高齢者の補綴治療」クインテッセンス出版,2001(訳 )

『パーシャルデンチャーのテクニック (第 4版 )』 医歯薬出版,2006
『スタンダー ド部分床義歯補綴学』学建書院,2006
『新版 現代のパーシヤルデンチャー』クインテッセンス出版,2008
『パーシャルデンチャーを得意になろう』ヒヨーロン・パブリツシヤーズ

,

2013
『パーシャルデンチャー成功のための設計 3原則 動かない 汚さない

壊れない』クインテッセンス出版,2015

増田裕次 (physio ogy l～ 5執筆)

1986年 3月

1986年 4月
1992年 9月

2000年 5月
2002年 12月

2004年 2月

2005年 4月

大阪大学歯学部卒業

大阪大学歯学部助手 (口 腔生理学講座)

カナダ・卜ロン ト大学歯学部 文部省在外研究員 (～

1994年 2月 )

大阪大学大学院歯学研究科講師

大阪大学大学院歯学研究科助教授

松本歯科大学総合歯科医学研究所教授 (研究分野 |□

腔生理学 研究活動 1咀疇のメカニズム,国 腔感覚の意義 ,

口腔機能評価)

松本歯科大学大学院歯学独立研究科教授 兼務

所属学会

日本咀疇学会 (常任理事)

日本顎口腔機能学会 (常任理事)

歯科基礎医学会

日本生理学会

森本 剛 (CHAPttER 5症 ly1 5執 筆)

1982年 3月  大阪大学歯学部卒業

1982年 ～1985年  大阪大学歯学部付属病院第一口腔外科勤務

1985年 6月  現在の地にて森本歯科医院 (大阪市)開業

2011年 8月  日本歯科医師会認定産業歯科医 取得

2013年 4月 労働衛生コンサルタント試験 合格 ・登録

所属学会

日本顎咬合学会 (認定医 編集委員)

日本補綴歯科学会

大阪入学歯学会

≡本労雪安全緯:生 コンサルタント会

大阪重科労働得;生 コンサルタント協議会 (役員)

谷口善成 (CHAPttER 5症 例 6,CHAPttER 6症 例 2執筆)

1986年 3月  神奈川歯科大学卒業

1991年  たにぐち歯科開設 (さ いたま市)

1999年  たにぐち歯科開設 (川 国市)

1999年  ケアマネジヤー資格取得

1999年  医療法人社団・善歯会理事長

所属学会

日本補綴学会

日本国腔インプラント学会

ドイツロ腔インプラント学会 (DGZI)

EAO (Eu「opea∩ assoclatlo∩ of osseol∩ tegrat o∩ )

日本老年歯科医学会
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「咬合挙上」「bite「 aising」 (Biβ hebUng:独 )と いう

概念 が歯科 医学 の文献 に登場 す るの は,Ka「 oyli

(]902)がさきがけであるとされる.これは現在でいう

歯周治療用歯ざしり防止スプリントを示し,咬合挙上に

より歯ざしりを防止するとともに,歯周組織を保護する

のではないかという意図で考案された.

咬合挙上スプリントの歯科補綴的な適用は,Kolle「

KC(]929)が低位咬合患者に弾性ゴム床 (歴史的蒸和ゴ

ム :kautschuk製)の暫問挙上床を数週間装着させたあ

とに欠損補綴を開始した,と記載がある.

欠損歯列の分類で著名な Ken∩edy E(]942)は ,欠

損補綴に際して低位咬合を生じた患者に,術前の顎間関

係を X/1onso∩ 咬合器にフェイスボウマウントし,「暫

間的咬合挙上装置」「tempo「 a「y btte「 aise「」として

鋳造性の挙上スプリントを適用する技法を示している.

Kazis H(可 943), KOIle「 KC(]943), Elb「echt

(1950)ら も,低位咬合患者に弾性ゴム床 (kautschuk

製)の暫問挙上床の適用を記載した.

1960年代以降は暫間挙上床の素材にアクリルレジ

ンが使用され始め,Sho「 e(1959)は レジンスプリン

トを上顎へ,SchWette「 」A/1(1964)は下顎臼歯列ヘ

適用 す る義歯型 の レジ ンス プ リン トを発表 した

||

表1 補綴治療に必要な「咬合挙上」の歴史.
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(Posselt u〔可962,可 966〕 )J

本邦では中沢勇 (]960,可 965)が Schweize「 の下

での知見を紹介・実践し,のちに学生向けの教科書に章

を設け,「歯列部分欠損患者にはオーラルリハビリテー

ション(咬合改良法)の適用となる症夕」のある」ことを示

した (19ア 2).B「 eCke「 SC(1966), 保母 (1968)

らは, Schvveize「 σ)o「 al「ehabilitation Z壬 さらに

展開し,咬合挙上については「金属とレジン複合材スプ

リントで数週装着 (B「ecke「 )」
「レジン製治療用咬合面板

で3か月 (保母)」 暫間装着し,症状を確認のうえ,最終

補綴へ移行することを示した.

]9ア0年代以降は,KO「 be「 KH(¬ 983),KO「 be「

E(¬ 987), Owa‖ フ Kayse「, ca「 lsso∩ (司 996),

」の「ge∩ se∩ (]999), 野首フ 五十嵐 (2000), 五十嵐

(2009)らが,二次的(CHAP丁巨R司 図1参照)低位咬合

症夕」患者の欠損補綴治療に際し,「咬含挙上スプリント』

を通剛し多数週から数か周後 |こ最終補綴へ移行する術式
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を提示している.

以上のように,近代歯科補綴学が始まって以来「咬合

挙上」は,広範な欠損補綴処置に,のちにいわれたオー

ラルリハビリテーションの一環として,治療計画が立

案 。実施されてきた.

現代のわれわれが範とすべきは,

①患者所見の収集

②患者情報からあるべき「咬含高径 vertical dimen―

sion of occlusion(VOD)」 0想定ヮ 設定

は顔貌,セ ファロ写真などを参考に,また最終補綴装置

に必要な「挙上量」を推定するロ

③想定された咬含高径に追る臨床ステップの展開

粽暫間咬合挙上の実施

諫暫問咬合挙上装置の装着・調整 0管理

餞装着後の患者の反応の評価

躙装着期間の設定と終了の判定
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プロビジョナルレストレーションの設計,臨床技法

⑤最終補綴装置の設計・装着・管理・予後管理

などを慎重に展開することが必要であり,これには広範

な知識ベースと的確な臨床技法が不可欠である日
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