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すぐに役立つ！　かみあわせ（咬合）について，
歯科衛生士の基礎知識を高めるための入門書
◆�日常の歯科診療で咬合に関わらない日はないくらい，歯
科の仕事は “ かみあわせ ” つまり咬合と関わりが深いと
言えますが，歯科衛生士にとって，咬合という概念は何
となくわかりにくく，できれば避けて通りたいと思われ
がちです．しかし，ブラッシング指導，SRPから始まる
歯周治療，患者との信頼関係の構築，歯科医師への情報
提供など，歯科衛生士のしっかりとした患者さんへのフォ
ローがなければ，歯科医師は患者さんの口腔内を回復さ
せることができません．

中沢勝宏　著

◆�本書は「症例編」「知識編」「実践編」と3編に分けて，歯科衛生士にも知ってほしい咬合の
基礎知識と，歯科衛生士の役割をビジュアルにまとめました．少し難しいかもしれないと思
える項目はコラムにして別掲しています．

2 歯科衛生士にも知ってほしい　かみあわせの本 3症例編　みてみよう

患　者：T さん，50歳，女性
	 半年に一度，歯科医院に通院（口腔清掃，スケーリング）
初診日：2010 年 11月
主　訴：開口障害（2カ月ほど前から口を大きく開けられない）
所　見：	・	短い下顎頭→開咬（オープンバイト）．普通に閉口すると右側では

だけ接
触し，ほかは開咬となっている（図1）

	 ・ 周囲骨の吸収（図2）
	 ・	右側顎関節の変形吸収（図3）
	 ・過重な負担がかかり，保存の可能性が低いようにみえる
	 ・歯周病特有の口臭
診　断：過重負担を伴う成人型歯周病

図 3　術前顎関節部 CBCT 画
像（A：右側，B：左側）
右側下顎頭は変形していてオ
ステオファイトという鳥の嘴
のような形をしている（a）．
これは変形が始まってきた状
態．左側の下顎頭は正常な形
をしているが，下顎頭頂上あ
たりの下腿骨が吸収を開始し
て（b），今後の不安定さを予感
させる．
注）CBCT（歯科用コーンビーム
CT）

図 2　初診時パノラマＸ線写真
全体的に骨レベルが下がっているが，と
くに 周囲の骨は楔状欠損を呈している．

01症例 過重負担と歯周病
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7カ月後 顎関節症の治療と同時に歯周治療を開始する（図4）．
患者の顎関節にあわせた咬合を作る．

1年後 全体でかめるようになり，上顎右側だけの過重負担は改善された．

2年後 銀合金製のテンポラリークラウン（暫間被覆冠）を，徐々に最終補綴に置き換え
ている（図5）．

3年後 だけでなく，など保存が危ぶまれた歯の周囲骨も戻ってきた（図6~8）．

治療経過
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図 1　初診時口腔内写真
開口障害があるので咬合面はみることができない． のみ接触し，ほかは開咬である（a，b）．見かけ上，
歯肉は正常であるが，BOPがあり，成人型歯周病である．
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58 歯科衛生士にも知ってほしい　かみあわせの本 59知識編　学んでみよう

　私は「咬合を考える会」を主宰しており，数人の臨床家と「よい咬合とは何か」についてディ
スカッションを重ねてきました．今現在の結論は「なんでもおいしく食べることのできる咬合」
です．それでは，なんでもおいしく食べることのできる咬合とはどういうものでしょうか．この
編では，咬合について基本から学び，考えてみましょう．

1 顎関節と咬合
1） 咬合をドアに見立てると，顎関節は蝶番の役割を果たしている（図1~4）

2）顎関節部と咬合の関係はドアと蝶番よりも複雑

　普通のドアは軸を中心に回転運動をするだけですが，ヒトの顎関節は回転運動と滑走運動をし
ます．しかも全体的には緩くつながっているという複雑さです（図5）．

3）関節包・関節円板・下顎頭の複合体

　顎関節の形態や機能を考えるときには，関節包・関節円板・下顎頭の複合体としてとらえます．
関節包・関節円板・下顎頭の複合体の基本構造は図6のようなものが左右１ユニットで機能し
ます．ではこの複合体の各パーツについて説明しましょう．
（1）関節包
　顎関節部を包む膜でその内面には滑膜があり，滑膜からは滑液がにじみ出てきます．関節包内
部には血液関節包関門といって異物が入り込みにくいようにバリアーがあります．したがって，
細菌その他の異物が血流を介して入り込むことはほとんどありません．内部に入り込むことがで
きるのは滑液と滑液に溶け込んでいる酸素や養分などです．もちろん老廃物の運び出しもします．
顎関節のように動く関節を滑膜関節とよばれるほど，滑膜は重要な組織なのです．
　関節包の外側は，下顎についている靱帯のなかでも最も強固な外側靱帯でできています．形状
は図7のように逆三角形をしていて，頰骨弓に起始部があり下顎頭頸部外側に停止部がありま
す．下顎頭が前方移動するときには，前方の靭帯が緩んで後方部が緊張し，下顎頭が過剰に前方
に移動しないように引き上げる働きをします．この働きによって，開閉口運動を含むあらゆる下
顎運動で，下顎頭と関節円板の複合体がいつも関節結節に密着しています．しかし，何らかのト
ラブルで図8のように下顎頭が小さくなると相対的に外側靱帯は緩みます．

よい咬合図 2

図2　ドアと咬頭嵌合位の模式図
A：ドアが枠に収まっている，B：咬頭嵌合位

図4　ドアが壊れた様子
ドアが壊れて蝶番に負担がかかっている．

図3　蝶番が壊れたドア
蝶番が壊れてドアが枠に収まらない．

図5　ドアの回転運動とヒトの顎関節の回転運動
と滑走運動の様子

図1　ドアの蝶番と顎関節の対比図1　ドアの蝶番と顎関節の対比A

A

B

B

図6　関節包，関節円板，下顎頭
（中沢勝宏：中沢勝宏の誰にでもわかる咬合論．デンタルダ
イヤモンド社，2011．より）
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　「症例編」，「知識編」を済ませてきましたのでいよいよ実践に入りたいと思います．歯科衛生
士が咬合に携わるための実践です．歯科衛生士として患者さんのメインテナンスや歯周管理を行
う際に，咬合の要素がとても大きいことは分かったけれども，どこをどのようにみたらよいのか
わからないという状態だと思います．
　私の診療室では代々の歯科衛生士たちが行ってきていることです．新人歯科衛生士もはじめは
戸惑っていても，自然にできるようになっているので，心配いりません．あなたも積極的に咬合
に携わってみましょう．

チェックポイント 1　ポステリアサポート

チェックポイント 2　閉口運動

チェックポイント 3　フレミタス

　閉口した際に上下顎のポステリアサポートが機能しているかどうかを確認します．
ポステリアサポートとは，閉口した際に相対する上下顎の歯列，義歯がしっかりとかみあって閉
口力を支持する状態のことです（図1）．

　閉口時にどこかの歯または補綴物が接触して安定した位置に収まるまでに滑るかどうかを確認
します．滑らなければよいですが，閉口時に「カツン（A）→滑って（B）→ストン（C）」という具
合に滑るようであれば歯科医師に相談しましょう．たとえ滑る時間が短くても注意が必要です（図
2）．

　フレミタス（動揺までいかないわずかな振
動）を触れてみましょう．患者さんに普通に
閉口してもらい，センサーとして指を歯列に
沿わせて，閉口したときに揺れ動く歯の存在
を確認します．ときには側方運動をしてもら
い歯の揺れを確認します．状況によっては歯
科医師に相談し，咬合調整や固定など何らか
の処置を必要とすることがあります（図3）．

チェックポイント 4　歯の動揺度
　歯の動揺度を確認してみましょう．過重負
担部位では歯の動揺が進行し，条件が悪けれ
ば周囲骨の吸収など歯周病の進行を促します
（図4）．

80 歯科衛生士にも知ってほしい　かみあわせの本 81実践編　チャレンジしてみよう

図2　閉口時の早期接触
閉口時（A）から閉口し，早期接触（B）を経て，
咬頭嵌合位（C）に至る．

図3　フレミタスを探る
指を歯列に沿ってそっとおいて静かに閉口させ
る．かみしめた際に早期接触のある歯や緩んでい
る歯のみが揺れて動くのがわかる．

図1　臼歯部の支え
咬合を作る際に最も大切なのは臼歯部の支えである．閉口した際にこの支えがないと前歯や顎関節に非
生理的な力が加わりやすい．
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図4　歯の動揺度の検査
2 本の棒状インスツルメントの先端を写真のように歯
に当てて，交互に押して動揺を確かめる．
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咬合平面

症例編
みてみよう

12の症例を挙げ
て，咬合の概念
をとらえやすいよ
うに解説．

実践編
チャレンジしてみよう

歯科衛生士が臨床で咬合をど
のようにみているか，10の
チェックポイントを掲げ解説．

知識編
学んでみよう

かみあわせの基礎
知識を理解しやす
いように，内容を必
要最小限の項目に
絞り，多くの図を用
いて解説．
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