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近年，義歯安定剤の科学的な見直しが進み，歯科医
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チャーの理論と臨床，Principles and Practices of Complete Dentures，
長生きする入れ歯

はじめに

師の管理下における適切な使用の有効性が報告される

歯科医師の多くは義歯安定剤の使用に否定的で，適

ようになってきた。義歯安定剤について，卒前教育で

合の良い義歯を製作すれば義歯安定剤は必要ないとし

はほとんど触れられないこともあり，多くの歯科医師

てきた。そのため，患者が義歯安定剤を使用している

は十分な知識を持っているとはいえない。本稿では，

と聞けば，明確な理由を提示できなくてもとりあえず

義歯安定剤の現状と問題点を整理し，正しい使用法や

その使用を禁止するというのが一般的だったように思

新製品の開発について解説した（巻頭のカラーグラビ

われる。一方で治療に満足できない患者は，それ以上

アもご参照いただきたい）。

歯科医師に頼ることなく市販の義歯安定剤を購入して
おり，両者の間には決定的な溝があった。現在市販さ
れている義歯安定剤の多くは，義歯に不満を持つ患者
の希望にメーカーが応える形で開発されてきたもの
で，そこに歯科医師の考えは存在しなかった。
一方近年，欧米を中心に義歯安定剤の科学的な見直
しが進み，粘着タイプの義歯安定剤の使用は合理的で
効果的であるとの報告が多くみられるようになってき

キーワード

義歯安定剤／義歯粘着剤／義歯の維持安定

た１〜３）。すなわち，歯科医師の管理下で適切に用いら
れれば義歯の維持安定，機能および患者の満足度を向
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上させる材料との認識がなされるようになってきた。
わが国の義歯安定剤市場は現在１２０億円を超える規

あるが，本稿においては一般的に用いられている表記
を採用した。

模である。年齢を問わず多くの人が毎日使用する歯磨
剤が年間約６５０億円の売り上げであることを考える
と，いかに多くの患者が義歯安定剤を購入しているか

１．義歯安定剤の種類
（図１〜図３）

が想像できる。
義歯安定剤について，卒前教育ではほとんど触れら

ひとくくりに義歯安定剤と呼称される材料ではある

れないこともあり，多くの歯科医師は十分な知識を

が，粘着タイプと密着タイプの２種類に大別される。

持っているとはいえない。義歯安定剤にも種類があ

どちらも義歯安定剤として扱われるため誤解や混乱を

り，その組成も作用機序もまるで異なる。一定の条件

生じることがある。義歯安定剤なのか義歯安定材なの

下での使用を勧められるものもあれば，歯科医師とし

かを含めて，粘着タイプ，粘着剤，密着タイプ，クッ

て使用を許容できないものもある。
義歯の維持安定の不足には必ず理由がある。歯科医
師の診断なく義歯安定剤を使用すれば，義歯がかかえ
る問題点は覆い隠されるだけであり，決して解決され
ない。問題は深刻化していき，来院したときには新義
歯を製作することが困難であるということも起こり得
る。床外形，咬合接触関係，適合などが不良な義歯
を，ある程度使用可能にしてしまうほどの義歯安定剤
の性能が，むしろ有害に働くからである。歯科医師
は，義歯安定剤の使用が適当であると判断された患者
に対してその使用法を適切に指導できなくてはならな
い。そのためには義歯安定剤についての正しい知識が
必要である。
なお，義歯安定剤には薬理作用はないため本来なら
ば義歯安定材と表記するほうが適切であるとの指摘も

図２

図１

義歯安定剤
現在市販されている義歯安定剤のうちいくつかを
示す。
同じような箱に入っていてもまったく異なるタイ
プの製品がある。

粘着タイプ（クリームタイプ）
薄く延びる。水分を吸収して粘着力を発揮する。
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図３

密着タイプ（クッションタイプ）
義歯と粘膜の大きな隙間を埋める。厚みがあるため嵌合位，咬合高径を変化させてしまう。

ションタイプなどの用語の定義を見直すべきであろ

２）密着タイプ
（クッションタイプ，home-reliner）

う。

義歯と顎堤粘膜との大きな隙間を埋め適合を改善す

１）粘着タイプ
（義歯粘着剤，denture adhesive）

ることで義歯の維持力増加を図るもので，ポリ酢酸ビ
ニルを主成分としている製品が多い。手指や粘膜には

カラヤガムやカルボキシルメチルセルロース

それほど粘着性を示さないが，義歯床には粘着性を示

（CMC）
，メトキシエチレン酸共重合体などの水溶性

す。また，塗布後経時的に固くなる。製品によって異

高分子を主成分としており，義歯と顎堤粘膜を粘着さ

なるが，概ね２日から４日の連続使用を想定している

せる。これらの水溶性高分子は口腔内で水分を吸収

ようである。

し，ゲル状になり粘着性を増すとともに，膨潤して義

粘着タイプとは異なり，べたつかず取り扱いが容

歯と顎堤粘膜との微小な空隙を満たすことで義歯の維

易，水洗できる，唾液で流されない，クッション効果

持力を増加させる。供給される剤形により，粉末タイ

で義歯による疼痛が緩和されることもある，などの理

プ，クリームタイプ，テープタイプに分けられるが，

由で一般に好まれる製品である。一方，義歯床に貼付

基本的な組成は変わらない。

して時間が経つと剥がすことが困難になる。そのた

現在市販されている粘着タイプの大部分はクリーム

め，剥がすことなく古いもののうえに新しい義歯安定

タイプである。クリームタイプは粉末タイプよりも唾

剤を重ねて使用しているケースに出会うことがしばし

液に流されにくく粘着力も高い傾向にある。一方粉末

ばあるが，嵌合位，咬合高径が変化する点および衛生

タイプは，取り扱いに多少の習熟が必要なことから敬

上の観点から大きな問題となる。

遠されるのか市場のシェアは小さい。診療室での咬合
採得やろう義歯試適の際に応用されることがある。

このように，粘着タイプと密着タイプとでは物性も

テープタイプは，乾燥状態ではやや固いチューインガ

作用機序もまったく異なる。わが国においては，アー

ム様で水に触れると粘着性を示す。作用機序はどのタ

ス製薬の「ポリグリップ」
，小林製薬の「タフグリッ

イプもほぼ同じだが，義歯床に塗布しやすく均一に伸

プ」といった密着タイプのシェアは義歯安定剤市場の

ばせるという点では，クリームタイプが有利である。

半分近くを占める。これは，CM などによる効果も大
きいであろうが，それ以上に，著しく適合の悪い義歯
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を安定剤の助けを借りて使用する患者が多いことが考
えられる。粘着タイプは，義歯と粘膜との間隙が大き

ここでは，義歯安定剤の使用が，維持安定および咀
嚼能力にあたえる影響について解説する。

いと効果を発揮しないが，密着タイプは間隙が大きく
てもそれを埋めてそれなりの維持安定を与えることが

１）維持安定について

できる。密着タイプがよく売れているということか

Grasso ら３）は，クリームタイプの義歯粘着剤を用い

ら，このような製品に頼らねばならない患者が多いこ

て総義歯の維持安定にあたえる影響を検討した。上顎

とは想像に難くない。

のみに総義歯を装着している２０名の患者（女性８名，

アメリカでは，７５％の歯科医師が義歯安定剤の使用
１）

男性１２名，４５〜８１歳，平均年齢７１歳）の咀嚼，嚥下，

を患者に勧めているとの報告もあるが ，これはあく

会話時の義歯の動揺を，マンディブラーキネジオグラ

までも粘着タイプに限定されている。密着タイプも販

フを用いて測定した。動揺は，旧義歯，新義歯につい

売されてはいるが，ADA（American Dental Associa-

て義歯粘着剤使用前，使用直後および２，
４，
６，
８時

tion）では歯科関連製品としては取り扱っていない。

間後に測定され，以下の結果が得られた（図４）
。

また，粘着タイプの義歯安定剤の使用にあたっても，
基本的に歯科医師の指示が必要とされている。

⑴

義歯粘着剤を使用することで，新，旧両義歯と

密着タイプに関して，日本補綴歯科学会では，維持

も著しく維持力が向上したが，粘膜，安定剤の弾

力の向上は認められても，むしろ為害作用が大きい場

性のためか動揺を完全に取り除くことはできな

合が多いため推奨できないとの見解を示している。密

かった。粘着剤を使用した時，とくに適合の悪い

着タイプの使用により，部分的に強い圧が加わり急速

旧義歯では大きな改善が見られたが，改善の程度

な顎堤の吸収が起きることが報告されている。咬合の

については新義歯との間に有意差は見られなかっ

変化や衛生上の問題についてはすでに触れたとおりで

た。しかし，旧義歯に義歯粘着剤を使用すると，

ある。密着タイプの使用は，歯科医師による義歯裏装

その動揺量は，新義歯に義歯粘着剤を使用してい

に近い行為であり，安易に患者にゆだねるべきもので

ない時より小さい値を示した。

はない。
粘着タイプに関しては，裏装などの歯科医師が行え
る処置で及ばない部分を補うと考えれば，使用は容認

⑵

義歯粘着剤を使用することによりすべての方向

への動揺が少なくなり，衝突による粘膜の損傷は
減少することが示唆された。

し得る。アメリカの補綴専門医を対象とした調査で
は，その効果が認められており使用におおむねコンセ
ンサスが得られている４）。
これらの背景を踏まえ，本稿では義歯安定剤として
主に粘着タイプについて解説する。

当講座の Hasegawa ら５）のモーションキャプチャー
システムと座標計測システムを用いた義歯粘着剤と義
歯の動揺に関する研究においても，旧義歯に粘着剤を
用いると新義歯と同じレベルにまで動揺を抑えること
ができるとの結果を得ている。

２．義歯粘着剤の効果

一方，義歯装着者が義歯粘着剤の効果についてどの
ような評価をしているかを調査するために，Kelsey

義歯粘着剤の使用により，義歯の維持安定が向上す

ら２）は，総 義 歯 を５年 以 上 使 用 し て い る２５名 の 患 者

ること，最大咬合力が増大すること，咀嚼回数が減少

（女性１２名，男 性１３名，４８〜８２歳，平 均 年 齢６５歳）に

することが報告されている。また，患者に対するアン

対し，５種類の義歯粘着剤を，使用量，範囲などをは

ケート調査によると，義歯の維持安定や義歯床下への

じめ使用法を正しく説明し，使用させた後にアンケー

食物残渣の侵入が改善されたことが報告されている。

ト調査を行った。その結果，すべての人でどの粘着剤

また，義歯使用時の快適さや咀嚼に対する自信といっ

においても維持力が向上したとの回答を得た。使用者

た項目においても良好な反応が得られている。

からもよい反応が得られることが示唆された。
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図４

義歯粘着剤による上顎総義歯偏位量の経時的変化
１９９４３）より）。
義歯粘着剤使用前後におけるアンズ咀嚼時の上顎総義歯の動揺（Grasso，
０５）。
○と●，△と▲，□と■の間にそれぞれ有意差がある（p＜０．

２）咀嚼能力について

せ，咀嚼後の粉砕片を１０メッシュの篩を用いて篩分け

６）

当講座では Fujimori ら が義歯粘着剤の使用が咀嚼
機能に及ぼす影響を評価し，さらに顎堤の状態による
義歯粘着剤の使用効果の違いについて検討した。

した。篩を通過した粉砕片の全重量に対する重量％を
算出した。
その結果，顎堤が不良なグループにのみ義歯粘着剤

新しい上下顎全部床義歯を装着した１６名（男５名，

の使用により咀嚼能力が有意に増加した。顎堤が不良

３歳）を，顎堤の良好なグループ
女１１名，平均年齢７４．

なグループにおいて義歯粘着剤の使用により咀嚼能力

８名と，不良なグループ８名の２グループに分け，義

が増加したことは，維持力が増加したことにより咀嚼

歯粘着剤使用時，非使用時の最大咬合力，維持力，咀

がスムーズに行われるようになり，ピーナッツを粉砕

嚼能力を測定した。

する能力が向上したことによるものと思われる。一

最大咬合力は，顎堤が良好なグループ，不良なグ

方，顎堤の状態が良好な場合は，もともと義歯の維持

ループともに義歯粘着剤の使用により有意に増加し

と安定が良好であり，ピーナッツを効率良く粉砕でき

た。義歯床と粘膜の間に，唾液よりも粘度の高い義歯

るので，義歯粘着剤を使用して維持力と咬合力をさら

粘着剤が介在することにより，顎堤粘膜へ伝達される

に増加させても，咀嚼能力にその効果が現れなかった

咬合圧が緩圧され，顎堤が大きな咬合力を負担できる

ものと思われる。

ようになり，その結果咬合力が増加した。

以上より，義歯粘着剤が，顎堤状態が不良な症例に

維持力についても，同様な傾向が見られ，義歯粘着

おいて，咀嚼能力を向上させるのに有効であることが

剤の使用により，顎堤が不良なグループはもとより，

示唆された。一方，顎堤状態が良好な症例では，咀嚼

顎堤の良好なグループでも著しく増加した。

機能を考えた場合，義歯粘着剤を用いて義歯の維持と

７）

咀嚼能力については，Manly らの方法に準じて咀
嚼効率を測定した。ピーナッツ約３g を２０回咀嚼さ
１０
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安定をより向上させる必要がないことが示唆された。

義歯の本質的な問題点を覆い隠してしまうことこそ

３．義歯粘着剤の使用例

が，最大の問題点である。
患者は義歯の維持が悪くなったら，義歯粘着剤を用

義歯粘着剤は次のようなときに使用すると有効であ

いる前にまず歯科医師の診察を受けなければならな

るとされる。不適合義歯を継続使用するための材料で

い。歯科医師は，義歯床の内面，外形および咬合関係

はなく，義歯治療をより効率的に進めるための材料で

の点検と修正を行うか，あるいは新義歯を製作するこ

あるといえる。

とになる。次いで，より一層の維持力の向上を図る必
要があれば，そこで初めて義歯粘着剤を用いることに

⑴

臨床ステップでの使用

①義歯の咬合採得時，咬合床を安定させる。
②ろう義歯試適時，床を安定させる。

なる。あくまでも，義歯粘着剤は，正しい義歯治療の
補助的な材料として扱われなければいけない。
患者が義歯安定剤に頼らなくてすむように，維持安
定のよい義歯をつくるよう努力することが基本だが，

⑵

新義歯装着時での使用

義歯粘着剤の助けが必要な症例もある。その症例を見

顎堤の状態が悪い症例などでは義歯装着時に，

分けるのは患者ではなく歯科医師の仕事である。誤解

印象採得時のような維持力を示さないことから，

を招くような表現の宣伝は制限することが望ましい。

患者と歯科医師の信頼関係が損なわれることがあ

仮に，義歯粘着剤が歯科医師の処方箋がなければ入手

る。少量の義歯粘着剤を使用することで，新義歯

できないものであれば，状況はまったく異なるはずで

導入時の患者の不安をとりのぞくことができる。

ある。残念ながら，患者が自己判断で安易に使用する
現状においては，義歯粘着剤の強すぎる粘着力がもた

⑶

アフターケアでの使用
義歯の適合がよいとの前提条件のもとでのみ使

らす弊害を解決することは難しい。
また，義歯安定剤は，衛生的にも問題がある。義歯

用されるべきである。

粘着剤を用いた義歯は，そのままでは水洗ができな

①口腔粘膜が過敏な患者の粘膜刺激の軽減。

い。毎食後義歯粘着剤の付着した義歯と口腔内を洗浄

②義歯について自信を持たせる。患者に精神的な

し，新しいものを塗布しなおすべきであると ADA８）

安心感を与えることができる。
③適合がよくても十分な維持力を得ることが困難
な症例への応用。

では推奨しているが，実際にそのように使用されてい
るケースは少ないようである。クリームタイプは流れ
のよい材料ではあるが，顎堤粘膜への粘着力が強いた

舌後退位，口腔乾燥症，筋のコントロールに

め，除去が非常に困難なことが報告されている９）。義

障害がある，下顎位が安定しないなどの症例に

歯粘着剤が介護の現場でも用いられており，高齢者の

おいて，使用が有効である。

口腔衛生への配慮が求められる。

４．義歯安定剤の問題点

５．新しいアプローチ
〜除去の容易な義歯粘着剤の開発〜

義歯安定剤は，適合の悪い義歯でさえ，維持安定を
大きく向上させる効果がある。しかも患者が満足する

以上の問題点を解決するために筆者らは，粘度を抑

ほど動揺を抑えられるので，患者自身で義歯粘着剤を

え，かつ顎堤粘膜からの除去が容易なジェルタイプ義

用いることで，治療が必要な義歯がそのまま放置され

歯粘着剤（図５）を開発した１０）。この粘着剤は口をゆ

てしまうことにもなりかねない。当然のことではある

すぐ程度で顎堤粘膜から簡単に剥がれる。また，粘着

が，不適合義歯の有する問題点を義歯安定剤だけで改

力が少し抑えてあるので，適合の悪い義歯では，期待

善することはできない。義歯安定剤の使用が，不適合

できるほど維持力を上げることができない。すなわ
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１１

図５

ジェルタイプ義歯粘着剤
無色半透明のジェル状で容易に薄く塗布できる。

ち，裏装や再製が必要な義歯には使用ができない。
新しい義歯粘着剤の組成は，市販品の組成を参考に
デザインされているが，粘着力をコントロールするた
めに，従来の粘着タイプ義歯粘着剤には使用されてい
ない精製水を多量に加えたことで，ジェル状を呈して
いる。CMC と多量の精製水を基本組成とし，プロピ
ルパラベン，エタノール，メトキシエチレン無水マレ
イン酸共重合体塩などが混和されている。
このジェルタイプ義歯粘着剤について，維持力への
影響および粘膜からの除去のしやすさを調べるため
に，義歯の再製を希望して来院した全部床義歯患者の
１１）

中から，Kapur の義歯支持組織の臨床的評価法で上

図６ 義歯粘着剤使用時の義歯維持力への影響
０５で有意差あり）。
（＊：p＜０．

顎の顎堤条件が不良と判断された１１名（男性３名，女
７歳）を被験者として実験を
性８名，平均年齢 ７３．

した。義歯粘着剤にどの程度の粘着力があればよいか

行った。

については明らかにされていないが，強すぎる粘着力
で義歯の維持力を増大させることは，不適合義歯の問

１）維持力
維持力の評価には，咬合力計を習慣性咀嚼側の第一

題点が隠れてしまい，患者の来院を妨げる可能性があ
る。

大臼歯部で咬みしめ，反対側で義歯が転覆したときの
８g を義歯粘膜
咬合力を測定値とした。義歯粘着剤０．
面に均一に塗布し，３０分間軽く咬合させた後に測定し
た。

２）粘膜への残留量
粘膜からの除去のしやすさを評価するために，使用
後の義歯床下粘膜上の残留量が測定された。粘膜上の

図６のように，義歯粘着剤を使用すると，使用しな

４
残留量を視覚的に評価するために，義歯粘着剤を０．

かったときと比較して，クリームタイプ，ジェルタイ

％インジゴカルミンにて着色した。着色された粘着剤

プとも，維持力の有意な向上が認められた。クリーム

を義歯粘膜面に均一に塗布し，口腔内に挿入後軽く咬

タイプはジェルタイプよりも有意に大きい維持力を示

合させ，３０分後に義歯床下粘膜上に残留した粘着剤を

１２
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と持続性のみが追求され開発されてきたため，顎堤粘
膜からの除去を困難にして口腔内を不潔にしてしま
う。加えて，適合が悪い義歯でも，使用し続けること
を可能にしてしまっている。
新しく開発されたジェルタイプ義歯粘着剤は，顎堤
粘膜から容易に除去できるように設計されている。口
をゆすぐ程度で顎堤から簡単に剥がれるので，口のな
かを不潔にすることがない。粘着力が抑えてあるの
で，患者が勝手に適合の悪い義歯に使用したとして
も，維持力の向上はそれほど期待できない。
図７

除去操作を行ったときの義歯粘着剤の口腔粘膜への
０５で有意差あり）。
残留量（＊：p＜０．

高齢化社会を迎え，義歯の使用期間が延長されたた
め，顎堤の悪い症例が増加している。唾液の減少した
患者や嵌合位の不安定な患者も多く，義歯治療は年々

観察した。被験者に５段階の除去操作を行わせ，各操

難しくなっているように思われる。新しい義歯粘着剤

作後の義歯床下粘膜上の残留量をスコア化して評価し

が義歯治療において効果的な補助材となるよう期待し

た。除去操作は，被験者による「うがい」による除去

ている。

と，ガーゼや温湯などを用いた積極的な除去とした。
残留量をスコア化した結果を図７に示した。ジェル
タイプは，うがいのみで容易に除去された。一回のう
がいでは，ジェルタイプも粘膜上に残留が見られた
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