
　多くの高齢者にとって必要な歯科医療
は，時間をかけてしっかりきれいに治す
ことではなく，とにかく今「食べる」機
能を取り戻すことである．超高齢社会の
なか，高齢者の義歯治療を行う機会は増
えているが，高齢者はさまざまな問題を
抱えており，臨床対応は一筋縄ではいか
ない．そのようななか，病院歯科で毎日
高齢者と向き合う著者が，高齢者義歯治
療に関する臨床的な知識・技術のニーズ
を踏まえ，わかりやすく解説した実践書．
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ゴシックアーチの使用が有効だが……

　病院歯科で高齢者の義歯を数多く扱っていると，

もちろん咬合様式も大事なのですが，「噛める義歯

にするためにはまず顎位が大切だ」と感じています．

そのため，どのようにして患者さんの顎位を決定す

るのかが大変重要になると考えています．

　顎位を決定するための方法はたくさんありますが，

水平的顎位の決定にはゴシックアーチ（GoA）の使

用が有効であると考えています（確定的な方法が確立

されていないため，議論が分かれるところだと思いま

すが……）．

　そのため当初は，すべての義歯患者にGoAを用

いて水平的顎位を決定していました（図 ７～ ９）．治

療結果も良好で，とても有用性が高いと感じていま

したが，患者さんの全身疾患や状態によってはこち

らが意図する動きをしてもらうことが困難な場合も

多くあり，そこが悩みでした（図１0）．また，高齢者

の場合，義歯製作期間を少しでも短くしたほうが栄

養面でも有利なことが多いため，なるべく少ない治

療回数で，なるべく簡便な方法が好ましいと考える

ようになりました．そのため，現在はGoAを用い

なくても，近い結果が望める方法を模索しながら，

顎位の決定を行うようにしています．

3 ゴシックアーチと高齢者
「噛める義歯」にするにはまず「顎位」～その１

ワンポイント
アドバイス

義歯の違いによって，機能も大きく変わります．そのため，義歯製作

過程が重要になり，噛める義歯にするためには顎位が大変重要です．

しかし，いくら有用性が高い方法であっても，高齢者に常に適用で

きるとは限りません．患者が楽に行える方法や来院回数を重視した

ほうが，患者利益につながる場合もあります．
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Chapter 2　義歯はまず噛めなければ意味がない

図 ７〜 9　88歳，女性への義歯製作とテストフードの結果．

▶▶旧義歯着用時（a）と新義歯着用時（b）の側貌．旧義歯は顎位がかなり前方で製作されてい
たため，新義歯ではGoAを用いて

顎位を後方に修正し製作しました．

７a ７b

8 9

図10　患者によってGoAを用いるか否か判断を！

▶▶新義歯完成時に旧義歯と新義歯を比較しました．本人

は旧義歯で何でも食べられるとのことでしたが，実際は煎

餅などの硬めの食品は食べることができませんでした．

▶▶図 8と同日．旧義歯から新義歯に替えて同じテストフー

ドを試すと，今度はしっかりと食べることができました．

同日の同患者においても義歯の違いで食べられるものは変

化するため，違いを及ぼすファクターを把握することが重

要になります．

▶▶GoAの有用性は高いのですが，高齢者には難しい場

合も多いと感じています．そのため現在は，なるべく近い

結果が出せる簡便な方法を選ぶようにしています．

できなくても大丈夫ですよ．︎
他の方法でしましょう‼️

旧義歯使用時 新義歯使用時

旧義歯使用時 新義歯使用時

動画 1

動画 2
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GoAを用いずAPEXに近い位置に

顎位を設定

　複雑な動きが難しい高齢者においては，GoA
を

用いずにAPEX に近い位置に顎位を設定するた
め

に，患者が無理なく自力で取れる最後方位で咬合
採

得を行っています．しかし，その採得方法が複雑
で

は本末転倒です．できるだけシンプルな方法を用
い

るようにしています．

日常的動作を利用した咬合採得

　高齢者にとって簡便で理解しやすい咬合採得は
，

日常的な動作を利用するものだと考えられます．
そ

のため主に「開口」と「閉口」という，食べる時以外
も

行っている動きを利用しています．

　具体的には上下のロウ堤のどちらかに軟化させ
た

ワックスを置いた状態で，ゆっくりと噛んでもら
う

ことで顎間関係を記録しています（図１５～１７）．その

際，いかに患者さんに奥で噛んでもらうかが，と
く

に重要になります．意思の疎通が図れる場合であ
れ

ば，奥歯を意識してもらうだけでもよいかもしれ
ま

せんし，逆に意思の疎通が難しい場合であれば，
軽

い誘導が必要かもしれません．とにかく，「患者
自

身で楽に動かせる範囲での最後方位」の採得を目
指

しています．

　なお，この場合，ワックスを置く前に 1～ 2回
練

習しておくほうがよいでしょう．ワックスを使用
す

る方法は従前より多く提唱されており，さまざま
な

手法が存在しますが，シンプルで高齢者が理解で
き

ればどの方法でもよいと思います．ただ，顎を同
一

位に保持しておくことは高齢者にとって意外と難
し

く，咬合採得材料はシリコーンではなくワックス
が

適していると考えています．また，咬合高径の決
定

と水平的顎位の決定を同日に行うことで，治療回
数

を少しでも減らすようにしています．

5 高齢者に対して簡便で
優しい咬合採得方法を！

「噛める義歯」にするにはまず「顎位」～その３

ワンポイント
アドバイス

高齢者の水平的顎位決定のコツは……．

なるべくシンプルに!!

なるべく回数を少なく!!

なるべく後方で!!
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Chapter 2　義歯はまず噛めなければ意味がない

図１５～１７　咬合採得のキーポイント！

▶▶軟化させたワックスを上下のロウ堤

間に介在させて咬合採得を行っていま

す．力の弱い高齢者の場合は，ワックス

をかなり軟化させるのが １ つのコツにな

ります．

▶▶咬合採得時に上下の義歯が浮かない

ように指でサポートすると，患者は奥で

噛みやすくなります．写真では上顎に

ワックスを置いていますが，下顎でもか

まいません．

▶▶顎位が不安定に感じる症例では，ロ

ウ堤での咬合採得時に加え，試適時にも

顎位の確認を同様に行うことで，より精

度が上がります．

１５

１６

１７

浮かないように軽くおさえる‼

ワックスを均等に軟化させるのがコツ‼

試適時にも顎位を確認する‼
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5 「噛める義歯」にするにはまず「顎位」～その３
図１５～１７　咬合採得のキーポイント！

　９6歳の Eさんは老健施設に入所し
ていますが，施設職員からEさんの

流涎についての相談があり

ました．半年ほど前から流涎が始ま
り，だんだんとその量が増えてきて

いるとのことでした．確か

にデンタルエプロンを着用しても，
５分も経つと広範囲がよだれで濡れて

います（図2４）．

　さまざまな流涎の原因が考えられ
ますが，Eさんは意識も清明であり

，全身疾患の状態も落ち着

いていたため，全身的な原因ではな
く口腔機能が原因になっていること

を疑いました．舌圧を測定

するとかなりの低値を示したため，
Eさんの舌機能が低下したことによ

り，自分の唾液を飲み込み

づらくなり，結果的によだれとして
出している可能性を考えました．

　義歯の新製は望まれませんでした
ので，Eさんが長年使用している義

歯の口蓋研磨面を舌の動き

に合わせて厚くし，舌機能との調和
を図ったところ流涎は治まりました（

図2５，2６）．

　約 1年後の Eさんは咬合力などの
機能低下があり，軟らかい食事にな

りましたが，流涎はなく，

しっかり口から食べて過ごされてい
ます．加齢もあり段々と全身の機能

が衰えてきてはいますが，

歯科に来られた際には穏やかに微笑
んでくださいます（図2７）．

E さんにデンタルエプロンをかけて 5

分もすると，広範囲が濡れてしまうほ

どの流涎量でした．

舌圧が著しい低下を認めたため，口蓋研磨面
に舌接触補助床の形態を付与した

ところ，流涎は治まりました．

約 1年後のEさん．口腔だけでなく全

身が衰えつつあるものの，口からの食

事を続けられています．

図2４〜2７　義歯により E さんの流涎が改善

2５

2７

2６

流涎の原因は何？
Column 5

悩 み 解決コラム

これで
納得！

2４

67

66

長年使用していた義歯
舌の接触を

補助する形態を付与
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