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　今回はスポーツと歯科との関連性に
についての特別座談会の2回目「義歯」
がテーマです。座長には前回に引き続
き竹内正敏先生にお願いし、特に義歯
臨床に関心をお持ちの先生と歯科技工
士さんにご参集いただき、闊達なディ
スカッションが繰り広げられました。
　座談会に先立ち開催された「事前講
義」の内容については後に続くSemi-

nar Reviewをご覧ください。

①   「スポーツ歯科から見た顎関節症」

② 「義歯は噛むためだけのもの？」

　③   「音楽は顎のスポーツだ！」
　　　はコロナ禍の影響で掲載中止と
　　　なりました。

自院やラボで行う義歯治療

竹内（正）　まず最初に、ご自分のク
リニックやラボで行う多数歯欠損義歯
の治療や作製について簡単に説明して
いただけますか。
相宮　私の場合、多数歯欠損では上下
の顎間関係が難しいケースもあるの
で、トリートメントデンチャーを用い
て、患者さんの反応を見ながら調整し
て安定させていく方法をよく用いま
す。その際には、保険・自費で分ける
というより、患者さんの事情に合わせ
て最も良いものを提供することを第一
に考えています。
竹内（一）　私は少数歯欠損の場合、 
周囲の歯を切削しないようインプラン
トもしくは自家歯牙移植を中心に、な

るべくブリッジや義歯を使わない方法
を選択しますが、多数歯欠損では再介
入を想定して義歯を用いることが多い
です。また、多数歯欠損で顎位や咬合
が安定しないケースでは、相宮先生と
同じように治療用義歯を使って頂き調
整したものをベースに最終的な義歯を
作製していきます。そして少しでも義
歯を安定させるために、患者さんには
可能な限りロケーターやマグネットを
使ったオーバーデンチャーをお薦めし
ています。
大成　私のラボは岡山県にありますが
ほぼ宅配対応で行っていますので、岡
山県内はもちろん東は関東から大阪・
神戸など関西方面の医院様とのやりと
りが中心です。それぞれ地域ごとに特
色があって関東は自費が多く、岡山で

連 載：口腔の健康とスポーツの密接な関係　Part.3

「歯科がスポーツから学べること」
特別座談会② 「義歯は噛むだけのもの⁉
～義歯臨床での筋機能知識の有用性を考える～」
竹内 正敏／相宮 秀俊／竹内 一貴／大成 洋平

竹内歯科医院
院長

竹内 一貴

タケウチ歯科クリニック
院長

竹内 正敏

吹上みなみ歯科 
院長

相宮 秀俊

アールワン
代表

大成 洋平

P068-073_dentaltalk_sports.indd   68P068-073_dentaltalk_sports.indd   68 2021/04/10   10:242021/04/10   10:24



69Dental Magazine

図1　身体パフォーマンスにおける義歯の効用。

義歯を入れて姿勢が良くなった！
これは、顎位の変化が姿勢を改善
したものと考えられます。

義歯を入れて
ゴルフのスコアが戻った！
これは、等尺性筋力の発揮が
楽に行えるようになったからだ
と考えられます。

義歯を入れて
スクッと立ち上がれるようになった！

こんな話をよく聞きます！

Dental Talk

は保険中心が多いですね。自費の場合
はマグネットやロケーターなど、イン
プラント関連の依頼が多いでしょう
か。最近は訪問診療をされている先生
が多く、そうした医院様の義歯を任さ
れることもあります。

義歯と身体パフォーマンス

竹内（正）　最初のテーマは「義歯と
身体パフォーマンス」についてです。
私はスポーツ歯科を中心に行っている
ので、常々人の体の動きを観察する癖
があって、（患者さんに）義歯を入れ
た後の変化をチェックするのですが、
今まではそうした考え方や方法は否定
されることが多かったように思いま
す。最近の学会などでもこれまで同様
否定される傾向が強いのでしょうか。
相宮　全般的に認められてきていると
思います。動的な評価と静的な評価、
一つはTMJの動きですよね。顎関節の
動きをレコーディングしていくという
こともだんだんスタンダードになって
きています。最近はゴシックアーチも
かなり浸透してきていますので、動き
に左右差があるとか、再現性がある動
き、スピードを良くしているとか、そ
ういうところも大きなテーマになって
きていますし、少なくとも今の潮流の
中では否定されているということはな
いように思います。
竹内（一）　今回の座談会に際して、
過去のケースを振り返ってみたとこ
ろ、治療前は欠損や歯の動揺などが原
因できちんと噛めていなかった方が、
機能する義歯を装着して1、2年経過す
ると、以前の状態に比べて起き上がり
などの動作がスムーズになったと思う
ことがあります。また、義歯を入れて
から「今まで外に出なかったのに老人
会で顔を見るようになった」と他の患

者さんから聞いたりすることもあり
「そういう変化というのもあるのだな」
と感じるのですが、現状ではそういう
ことを考える機会がまだまだ少ないの
ではないかと思います。
大成　私も、自分の仕事の結果が気に
なるので、苦労したケースなどの場
合、発注された先生に経過確認をとる
ことがあります。その場合、「せんべ
いが食べられたとか」「たくあんが噛
み切れるようになった」といった咀嚼
に関するものが大半ですが、一度だけ
「ゴルフのスコアが戻った」というよ
うな話を聞いたことがありますね。
竹内（正）　それは興味深いエピソード
ですね。今のお話も含めこれまで伺っ
た話を図1に示しておきます。そうい
う効用まで見ていただければ義歯の応
用範囲も広くなるような気がします。

義歯は道具なのか、人工臓器
なのか

竹内（正）　次に「義歯は道具なのか、
人工臓器なのか」というテーマに移り
ましょう。大学では「義歯＝人工臓器」
という考え方で学んでこられたと思い
ますが、「義歯＝道具」とみる発想に

ついてはいかがでしょう。
相宮　とても面白い発想だと思いま
す。「人工臓器」という発想は、おそ
らく欠損なり、歯槽骨の喪失なり、顎
関節の問題点なりということを総合的
に見て“失ったものを回復する”とい
う補綴治療の概念から来ていると思い
ます。一方で、それが回復した際の目
的という視点で考えると「道具」とい
う発想が出てくると思うのです。です
から「義歯は道具でもあり人工臓器で
もある」。この現状を両面から捉えて
いくことが大事ではないかと思います。
竹内（一）　私の場合は、義歯は義手
や義足と同じようなイメージがあり、
相宮先生と同じようにやはり「人工臓
器」と「道具」としての二面性がある
と感じます。以前、義肢職人の方が出
ているテレビを見たときに非常に細か
く微調整を行っておられるのを見て、
義歯との類似性を強く感じましたが、
ここで重要なのは職人さんが患者さん
に合わせようとしているところですね。
竹内（正）　その通りです。義歯の場
合は作り手の考えに患者さんを合わせ
たいという気持ちが垣間見えると感じ
ることがあります。大成先生のお考え
はいかがでしょう。
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図2　義歯作製の主役は歯科医師？ それとも患者さん？ 図3　スマホを利用した義歯情報の交換イメージ。
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大成　昔は人工臓器と考えて作ってい
たのですが、ある先生のところで見た
私の義歯は、調整によって原型をほと
んどとどめていないほど削られていま
した。その経験以来、義歯は道具と思
うようになりました（笑）。

道具であるため使う人に
よって好みの形状が異なる

竹内（正）　私が「義歯＝道具」とい
う考え方で強調したかったことは、こ
れまで義歯は歯科医師の裁量が大き
かったというか、使う人の特性を軽視
して作られてきたように思うからで
す。これこそが現在多くの義歯の作製

方法が林立している原因ではないかと
も感じます。図2は、「舌の動きを妨げ
ず、かつ落ちにくい義歯が欲しい」と
いう患者さんの要望に合わせて口蓋部
を極端に薄くした義歯を新製し、1ヵ
月後に削合調整した症例を再現したも
のです。口蓋部には大きな穴が開き、
意図せずして無口蓋義歯になってしま
いました。しかし、この状態でもしっ
かり吸着し、まったく問題なく使用さ
れていました。要は義歯を道具として
みると、患者さんの使い勝手に合わせ
ていろんな形態のものが出現してくる
のではないかということです。
相宮　お話を聞いていて非常に興味深
いと感じました。要はその人にとって
適正な形態というものを考えたとき
に、舌のある位置も含めての筋肉のバ
ランスが取れている場所に人工歯を配
列し、義歯床縁をどこに設定するかと
いうと、“患者さんに聞く”、もしくは
“患者さんの使用感に合わせてその形
状を変えていく”ということは、それ
がアカデミックであろうが臨床的であ
ろうが、とても重視すべきポイントで
はないかと思います。とすると義歯床
の厚みへの工夫とか舌のポジションな
ど運動学的に診たところは顎運動や舌
運動でも診ていきますし、解剖学的

な、いわゆるアカデミックな方から攻
めていった場合、おそらくその接点に
は無口蓋という発想がどの位置でどの
くらいできるのかは私もおおいに関心
があります。
竹内（正）　歯科技工士向けの月刊誌
などで総義歯のさまざまな作製法に関
する記事も出ていると思いますが、「義
歯形状の多様性」というテーマには関
心がありませんか。
大成　雑誌などではそういうテーマの
記事はあまり目にしないような気がし
ます。多様性というよりインプラント
の方法ばかりがクローズアップされて
そこまで意識がいかないのではないで
しょうか。私はスポーツ歯科や矯正歯
科に携わることがあるので、もう少し
視野が広いと思いますが…。さらに、
私のラボは規模が大きくはなく、先生
ともかなり密な関係で仕事ができるの
で、ちょっとした顎の動きでも先生か
ら動画を送っていただいて、それに合
わせて工夫するということはあります
ね。患者さんに合わせて義歯を作ると
いうことでは、先日竹内一貴先生から
「患者さんができるだけ小さい義歯を
希望している」という連絡を受け、ス
マホを使ってロウ義歯の写真や動画を
撮影してやりとりしましたね（図3）。

竹内 正敏
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竹内（正）　なるほど。スマホにはそ
ういう使い方もあるのですね。
大成　私は新規の先生のところは多少
遠方でも一度は必ず足を運ぶようにし
ています。行ってグルっと巡回して
「地域性はこんな感じかな」とイメー
ジをしながら作製しています。
竹内（正）　それは素晴らしいですね。
やはり人との接触がないと機能的な義
歯は作れないですよね。
大成　そうですね。良い義歯を作ろう
とするとそうなると思います。

義歯の左右対称性と
利き側の問題

竹内（正）　私のクリニックでは、義
歯作製に関わらず日常診療から筋肉の
過緊張をコントロールするための運動
療法を指導しています。その体験か
ら、ほとんどの患者さんの筋には咀嚼
の利き側に関連した緊張の左右差が見
られます。
竹内（一）それは正中がずれるという
ことですか。
竹内（正）　顔貌でいえば、咀嚼側へ
少し収束するようになります。全く左
右対称になる人はまずいません。逆
に、「それは利き側の問題ですから異
常ではないですよ」と説明すれば、矯
正治療ももっと楽に治療できるし、義
歯の多少の正中のずれも許容範囲とい
えます。これまで、歯科では科学的根
拠もなしに左右対称にこだわりすぎて
いたような気がします。それとは反対
に、使い込んだ義歯で左右の歪みがと
ても大きいにもかかわらず、吸着して
いるという理由で放置されているケー
スを多く見ます。これも今後考えてい
くべき課題ではないでしょうか。
相宮　まさにおっしゃる通りだと思い

ます。最近は従来見えていなかったも
のが見える時代になってきまして、例
えば歯科用CTを使って詳細に見ていく
と完全にシンメトリーな人っていない
んです。しかしながら、咬合器上では
いくらでも真っ直ぐにできますよね。
そのあたり歯科医師として、正常な方
向にもっていく、すなわちアシンメト
リーが大きい人をシンメトリー方向に
もっていくことは正しいと思います
が、一方でゴールの設定が完全にシン
メトリーである必要はなくて、あるレ
ンジにおさまるという考え方のほうが
無理がなく患者さんに受け入れてもら
えるのではないかなと思いますね。
竹内（一）　シンメトリーも含め理想
的な義歯の形態のイメージは先生方そ
れぞれに持たれていると思いますが、 
私もその上で現実的に患者さんの状態
に合わせて義歯の形態を調整する必要
があると思っています。しかし、日々
の臨床で既に装着されている義歯を見
ていると顎堤の吸収や咀嚼筋の発達具
合が著しく左右対称じゃないケースで
も無理にシンメトリーにしようとされ
ている傾向がありますよね。
大成　そうですね。個性的に行うとい
う部分はありますけど、基本は咬合器
に正中をキチッと合わせるやり方で
す。合ってないとクレームがくるので
合わせるようにするのですが、実際に
は使えば使うほど正中はずれていくと
いうケースも多く、義歯とはそういう
ものかなと思って作っていました。で
も、今回利き側の話を聞いて少し理解
できました。
竹内（正）　歯科技工士さんからはなか
なか問題提起しにくいテーマですからね。
竹内（一）大成さんはしっかりと提案
してくれていますよ。
大成　はい、私は言います。最初に取

引するとき「私はいろんなことを言い
ますよ」と（笑）。
竹内（一）でもそれが歯科医師にとっ
てとても勉強になるのでありがたいで
す。お互いディスカッションができて
いるからこそ良い仕事につながってい
ると感じます。
大成　言わなかったら良い方向には進
まないですからね。
竹内（一）　大成さんが言いにくいこ
とであってもしっかりと指摘してくれ
なかったら今の私たちの関係はなかっ
たはずです（笑）。

義歯作製に関連した
咀嚼筋のトレーニング

竹内（正）　次に、義歯作製に関連した
咀嚼筋のトレーニングについてですが、
これについて当院では義歯作製に手を
かけない分だけ、この部分でしっかり
カバーしていくという発想で丁寧に
行っています。具体的には、義歯作製
前の咀嚼筋の弛緩訓練、印象採得にあ
たっての舌の巧緻性訓練、義歯作製後
の頰筋、舌、咀嚼筋の協働訓練などです。
竹内（一）　咀嚼筋トレーニングで思
い出したことがあります。私の場合、

相宮 秀俊
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治療用義歯でしたが最近装着直後より
水平的な顎位がズレてきたため咬頭を
フラットに調整して顎位を模索したと
いう症例を体験しました（図4）。これ
は製作前に咀嚼筋を緩めて筋機能の改
善をしておけば防げたトラブルかもし
れませんね。
竹内（正）　まさにその通りですね。
その一言で今日の座談会は価値あるも
のになったような気がします（笑）。
大成　歯科技工士の立場から一言お伝
えしたいのは、ラボサイドとしてはで
きれば舌の情報も欲しいのです。スマ
ホなどで動画を送っていただければ非
常にありがたいです。また、舌の動か
し方を練習してもらえるとおそらく印

象もキレイに採れると思います。
竹内（正）　相宮先生は義歯のあとの
指導はシステム化されていますか。
相宮　最終的に作ったあとは「好きな
ようにお使いください」とお渡しして
いるので使用指導というものは特段
行っていません。ただ噛み癖が出てく
るので、それが原因で元あったポジショ
ンよりローテーションしてくる場合に
は「左右均等にお使いになられるともっ
と長くお使いいただけますよ」とお伝
えする程度です。
竹内（正）　実は、咀嚼側を変えるとい
うのはとても難しくて、急に行うと頰
や舌を噛んだりします。ですから咀嚼
側の変更は少し時間をかけられたほう
が良いと思います。このあたりは歯科
医師の先生が想像する以上に難しいで
すね。そこは運動指導の知識を持って
いただくともう少し理解しやすいので
はないかと思います。当院では、なぜ
作製後のフォローに時間をかけるかと
いうとマウスガードの作製を行ってい
ることも関係しています。マウスガー
ドというのは作製後に行うプレー中で
の調整が重要です。そのためT-ScanⅡ
という咬合接触診査機器を活用してい
ます。これはマウスガード再作製時に
「前回と同じ咬合にしてほしい」といわ

れるときに役立ちます。これは義歯作
製の時も同じですね。ただ、全然点数
にはなりませんけどね（笑）。
相宮　T-ScanⅡでは咬合力をマッピン
グしたあと、重心はどうやって見てい
らっしゃるのですか。
竹内（正）　咬合重心を完全に一致さ
せることは難しいですが、できるだけ
前回と近い位置にもっていくように、
根気よく少しずつ削合していきます。
竹内（一）　前回と同じというのは難
しいですよね。
相宮　今はイントラオーラルスキャ
ナーをはじめデジタル機器が発展して
きているので、最も良い状態をデジタ
ルで再現できないものかと思っている
のです。その理由として、10年使った
義歯の咬合面形態って「同じもの作っ
てください」と言われても無理ですよ
ね。それを、スキャナーを使ってジル
コニアで作ったらうまくいくのではな
いかという発想があって、実は先日ト
ライしたのです。結果、かなり大変で
したし、全く同じというのは難しいで
すけど、それに近い形では再現できま
した。このようにデジタルを味方にす
ることで可能性としてはあるのではな
いでしょうか。竹内一貴先生のお考え
はいかがでしょう。

図4　義歯装着直後より水平的なズレが生じてきた症例。写真左が治療用義歯で、写真右は
完成した最終義歯。（竹内一貴先生ご提供　歯科技工士：大成洋平先生）

竹内 一貴

大成 洋平
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竹内（一）　いずれそういう時代には
なると思います。最近では歯科技工士
さんとの連携において動画を送って仕
事をするということが当たり前になり
つつあるので、デジタルを活用してよ
り簡便に平面から立体へと情報伝達の
質が高まる流れが加速され、これまで
の歯科のあり方が変わっていくような
気がしますね。
大成　私も「これってデジタルででき
るんじゃないかな？」と思うアイデア
はいくつもあります。もし、それが実
現できれば仕事がもっと早く効率良く
できるようになるでしょう。
相宮　それはぜひ進めて欲しいです
ね。そのためには、患者さんの配列に
関する測定データをたくさん収集して、
自分のプログラムを組み上げるところ

からスタートするように思います。そ
の結果「このタイプが近いかな？」と
いうものにワンクリックでもっていっ
て、そこから微調整していく発想がこ
れから重要じゃないかなと思います。
大成　その通りだと思います。人工歯
を本当にカスタマイズして作る義歯
なので既製品でも削りまくって、接

着点を出して、3点出してというのが
本当に大変な義歯なので、それをデ
ジタルでできたら大きな武器になる
と思います。
相宮　それは画期的ですね。
竹内（正）　本日は示唆に富んだディ
スカッションができ大変勉強になりま
した。皆さんありがとうございます。

座談会を終えて　〜スポーツ歯科と義歯治療の接点を探る〜   

  今回の座談会は、スポーツ歯科からの
筋機能と義歯治療についてであった。視
点の違いはあるにせよ、義歯を入れるこ
とで患者さんのQOLを高めることが、歯
科医師としての共通の目標である。その
目標に向けてのスポーツ歯科と義歯治療
の接点は『患者が義歯をいかに使いこな
すことができるか？』である。
　口腔内に入れる道具を使いこなすと
いう点において、スポーツアスリート
が使用するマウスピースと義歯は同じ
である。競技中に最大限のパフォーマ
ンスを発揮するためにはマウスピース
の存在が大きな助けとなることは周知
の如くである。この発想は、口腔機能
が低下した高齢患者の義歯治療におい
ての筋肉の動きを指導するヒントと
なった。
  そんな動きを義歯に再現する手段の一

つがデジタル化である。現在、顎運動
との連動、義歯の診断・設計・製作、
人工歯配列のシミュレーションなど
様々な取り組みをしている。デジタル
の特徴は再現性があること、どこから
でも情報を取ることができること、ス
ペースを必要としないことなどである。
しかしながら、何かをゼロから創造す
るチカラには欠けており、個別性が高
く創造性に頼る部分の多い歯科臨床に
おいては、乗り越えなければならない
壁も多い。
  デジタルのメリットを最大限に活かす
には、アナログ・デジタルの特徴を理
解しメリットを活かしあうことが大切
である。例えば、アナログにて製作し
た良い状態の義歯をイントラオーラル
スキャナーにてデジタル化しておくこ
とで破損や紛失の際にすぐに過去のも

のと同じ義歯を提供できる。このアイ
ディアをマウスピースに置き換えて考
えると、調子の良かった時のものをス
キャニングしておくことで、調整や設
計変更した際も良かった時の記録が
残っていることから、改変前と後の比
較データを採得することも可能となる。
  また、アスリートはそれぞれの地域に
て活動している。マウスピース治療の
遠隔診療が可能となればお互いに移動
への経済的、時間的負担が減る。そし
て、得られた情報をAIにて解析し個性
にあったマウスピース形状に反映でき
るようになれば、その可能性は計り知
れない。これからデジタルの特徴を最
大限に活かして従来のアナログではな
し得なかったことを実現する革新的な
アイディア・手法が生まれることを期
待したい。　　　　　　 　（相宮 秀俊）
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