
患者さんに提供する最後の“第三の歯” 
  Combination Plate Denture (C.Pデンチャー) (図１) 
本誌に１９９６年４月号に紹介されてから７年あまりの年月が過ぎ、CPデンチャーも
いろいろな形で利用されているようです。前回はフルデンチャーを中心にしたデンチャ

ーを紹介しましたが、今回もう一度、基本に戻り、これまでに多少の技術的変化や問題

点を検証しながら、パーシャルデンチャーやパーシャルデンチャーからフルデンチャー

へ移行しさらにより長く使用のできる生体に調和を追求したCPデンチャーを紹介した
いと思います。 

C.Pデンチャーとは 
デンチャーの床用材料として、メタルプレートデンチャー、レジンプレートデンチャー、

それぞれに利点があり欠点がある。CPデンチャーはその両方の利点を発揮させ、欠点
を補う目的で考案された技術です。 
基本的には、レジンプレートデンチャーの研磨面の一部にメタルプレートを付与したも

のである。（図 2） 
したがって、粘膜面はレジンである。（図 3） 
特徴 
理想的な舌側形態が形成できるため、発音障害の発生が少ない（図 8.9.10.11.12.13） 
口蓋形態を付与できるため、舌感が良い。（図 14.15） 
粘膜面がレジンのため、リライニングが簡単にできる（図 16.17.18.19.20.21） 
義歯床修正もレジンのため、対応が簡単である（図 22）。 
咬合圧が加わってもたわみが少なく、咀嚼機能が優れている。 
熱伝導が適度に良く食事を快適に摂ることができる。 
形状強度等の設計は自由度があるので、顎の形態にあった、コントロールできる 
研磨面のどこでも、頬舌に大小自由に付与することができる。 
強度の得にくい、下顎において、強度をコントロールできる（図 23.）。 
加齢変化等による顎堤の変化に対応できる。 
重合によるレジンの収縮も抑えることができるため、重合変形が少ない。 
複模型を製作する必要がなく、時間短縮できる。 
金属の選択に自由度があるため、金属アレルギーに対応できる。 
弾性のある金属を使用すれば、変形が少ない。 
人工歯も自由に選択できる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
作り方 

通常のレジンプレートデンチャーと同じように配列する。配列試適が終わり、配列が

OKになったら、歯肉形成をする。そこで必要なのは、１歯１歯独立した天然歯形態を
付与し、バランスの取れた S字豊隆を付け、模型より、口蓋皺壁を模試する、吸収して
しまった、顎堤は補わなければならないが、吸収していない口蓋等はなるべく薄くする。 
そして再度試適をして、舌感や発音を確認する。OKであれば先に進む。 
1. ワックスデンチャーの埋没 

通法どおり行う、人工歯は上盒に取る。（図 24.25） 
2. 流蝋 
   通法どおり行う、流蝋後レジン分離材を塗布し、冷やしてからリリーフをする。 
    （図 26.27） 
3. 金属部のワックスアップ 
   ポイントはここで、フラスコ上盒にてワックスアップをする。（図 28） 
・十分冷えたフラスコ上盒に金属部の外形線を強度や形態を考えながら記入する

（図 29） 
・上顎は、０．５ｍｍのステップルパターンワックスを逆さまにして、厚みが変わ

らないように丁寧に圧接する。（図 30） 
・下顎は、０．５５ｍｍ（＃２４）のシートワックスを圧接する（図 31） 
*強度の必要なときは必要に応じて厚みを変える。 
*厚みを増したときは、下盒を一度戻し接触しないか確認する 
*光重合のパターンレジンを使用することもできる。 
・0.7ｍｍのレディーキャスティングワックス丸線のまま付与する。（図 32）既製の
リテンションワックスも使用できるが、鋳造体の厚みの問題と重さを考えながら操

作する必要がある。（図 33.34.35） 
4. 埋没 
埋没材は、メタルに適したものを使用する（図 36.37）。 

5. 鋳造 
メタルに適した鋳造をする。 
硬化熱処理の必要なメタルは処理をする。 
内面はサンドプラスト処理をする。（図 38.39.40） 

6. レジン填入、重合 
填入、重合方法は、使用するレジンにより異なるが、筆者は一般的なアクリリック

レジンを使用した従来の適正な重合方法を行っている。今までに重合変形で口腔内

へセットされなかったことは無い。 
あえてメタルを上盒に接着させる必要はないが、流し込み等、一部より圧力をかけ

る場合は固定する必要がある。（図 41.42.43） 
7. 研磨完成 
確実な重合後、通法どおりの研磨をする。（図 44.45.46.47.） 
研磨後は、義歯が乾燥しないように水中に浸漬しておく。 

 
 
 
 
 
 



 
パーシャルデンチャーからフルデンチャー 

以前ＣＰデンチャーを作成した症例で、残存歯の損失が余儀なくなり、変化してい

く工程を紹介します。 
使い慣れたデンチャーという道具は、使い慣れるまで歯科医師と患者さんの長い時

間を費やし、調整され努力されたものが使用されている（図 48）。新しいデンチャ
ーを作るとすると、それなりのリスクが伴う、快適に使用されたデンチャーをより

長く使用できるようにする。 
残存歯の抜歯前に、デンチャーをピックアップで印象をとる、 
石膏を流し、模型を作る 
人工歯を選択する 
クラスプ等をはずす（図 49） 
人工歯を配列し、レジンで床を形成する（図 50.51） 
（その日中に患者さんに装着することができる。） 
抜歯過が直り、顎堤が吸収し、デンチャーが不安定になってきたらリライニン
グする（図 52.53） 

通法どおりのりライニングをする（図 54）。 
その時、修理した時の即重レジンを取り除く 
完全重合し、完成セットする（図 55.56）。 

 
使用金属 

使用金属は、自由に選択できるのですが、金属アレルギーの問題や金属の性質上、常に

舌が接触している所にあるため、口の中で安定が良く、鉱味のない貴金属がより利点を

発揮することになります。技工操作上、操作性が良く、鋳造性に優れ、硬貨熱処理によ

り、適度の弾性が得られる金属であることを考えると、生体親和性の良い白金加金を選

択すると良いと考えます。私はＧＰＰ６８（アイズ インターナショナル）を使用して

います。 
 

有利な症例 
強度の必要な症例 
義歯による発音障害のある症例 
義歯による金属アレルギーのある症例 
軟性離装材使用の症例（図 57.58） 
根面版を使用したオーバーデンチャー（図 59.60） 
マグネットを使用したオーバーデンチャー（図 61.62） 
無口蓋義歯（図 63.64.65） 
総義歯に移行する局部床義歯（図 66.67） 

パーシャルデンチャーについて 
基本的には、どんなケースでも CPデンチャーを利用することができるのですが、より
有利な応用の仕方は、これから先に、残存歯が失われると予測され、その義歯をより長

く使用し、フルデンチャーに向かって使用していく、その後も加齢変化に伴い、顎堤の

変化や、配列の変化に対応できるため、最後の最後まで使い慣れたデンチャーを使用す

ることができると考えます。メタルプレートは、多少の強度を上げなければならない。

（図 68.69.70.71） 
 

 



 
 
 

まとめ 
８０２０と伝えられていますが、デンチャーを作っていて、何か釈然としない疑問

に思うのは、私だけだしょうか？健全な歯を残すことはあたりまえですが、歯とし

て使えない歯を無理に保存することや、健全な骨を壊してしまうことに疑問を感じ

ています。壊れた顎骨の補綴は難症例となり、歯科医師や患者さんの希望に叶うデ

ンチャーを製作するのが難しくなってしまう。健康な顎骨を守った方が人間として

健全ではないでしょうか？目先のことばかりではなく患者さんの生涯を考え設計

しなければならないのでは、健全な顎の上では、“８０２８”で問題は無く、歯牙

の無い人間の排除（数的に）は何か気になります。デンチャーはこれから元気に生

きる重要な“第三の歯”なのです。近年デンチャーの製作は、考え方もいろいろあ

り、先生によっても皆違う、製作する材料もたくさん選択でき、テクニックも難し

い。確かにデンチャーの知識がなければ良い物など出来やしない。生体も解剖も知

らなくてはならず、術式も学ばなくてはいけない。もっと重要なことは、患者さん

も皆違う、何を望み、何が必要なのか、どんな物を作ってあげられるか考えなけれ

ばならない。歯科医師より模型を渡され、患者さんが近くにいなければ、確実な情

報は伝わらない、出来るだけ多くの情報を患者さんや歯科医師から得なければなら

ない。“何を聞かねばならないか”という知識も知らなければならない。分業化が

進み歯科医師がデンチャーを作ることが少なくなったこのごろ、我々歯科技工の仕

事は、歯科医師の正確な印象、確実な理に適った咬合採得等、患者さんの正確な情

報など、細かい指示のもと、患者さんの希望に叶うような補綴物を提供しなければ

ならない。“生体に近い道具”として歯科医師に提供し、歯科医師の技術によって、

患者さんの生体に調和させ、違和感が少なく機能や審美を回復させるお手伝いが出

来ることだと思う。デンチャーは歯の修復ではなく、口腔の機能回復を目指すもの

口腔機能回復装置なのです。“義歯”でも“入れ歯”でもないのです。一度回復さ

れたデンチャーを簡単に作り直してはならない、使い慣れた生体に調和したデンチ

ャーをより長く使えるようでなければならないと思います。材料も口腔内で長期に

使用して安心なものを選び、加齢変化にも対応できるものでなくてはならない。“半

年経てばまた作ればいい”なんて無責任にも思ってはいけないと思う。我々は患者

の気持ちを感じ製作しなければならない。確実に生体に調和したデンチャーは、レ

ジンプレートデンチャーでも、十分であると思います。ＣＰデンチャーはより優れ

た、生涯最後まで使っていただける“第三の歯”と思い紹介しました。 
昨年より、故河邊政治先生の考え方を中心にした、Toda Denture Schoolを開講し
ました。お問い合わせください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ＣＰデンチャ-（図説） 
（図 1）ＣＰデンチャー 
（図 2）ＣＰデンチャー(研摩面観)上・下 
（図 3）ＣＰデンチャー（粘膜面観）上・下 
（図 4）メタルプレートデンチャー(研摩面観)上・下 
（図 5）メタルプレートデンチャー（粘膜面観）上・下 
（図 6）ＣＰデンチャー(研摩面観)上・下 
（図 7）ＣＰデンチャー(粘膜面観)上・下 
（図 8）口蓋の S字豊隆 
（図 9）有歯顎歯槽形態と無歯顎歯槽形態の違い 
（図 10）臼歯部の歯肉形成 
（図 11）前歯部の歯肉形成 
（図 12）発音 サ行、タ行のパナトグラム 
（図 13）下顎舌側歯肉形成 
（図 14）口蓋皺壁付与 
（図 15）口蓋ヒダ形成 
（図 16）ＣＰデンチャー(研摩面観)PD リライニング 
（図 17）ＣＰデンチャー(粘膜面観)PD リライニング 
（図 18）ＣＰデンチャー(研摩面観)PD リライニング 
（図 19）リライニング咬合器装着 
（図 20）ＣＰデンチャー(粘膜面観)PD リライニング後 
（図 21）ＣＰデンチャー(研摩面観)PD リライニング後 
（図 22）疼痛点調整 
（図 23）下顎 PD強度必要な症例 
（図 24）歯肉形成を完了しフラスコ下盒に埋没(上) 
（図 25）歯肉形成を完了しフラスコ下盒に埋没(下) 
（図 26）脱蝋 
（図 27）分離財塗布 
（図 28）流蝋後のフラスコ上盒 
（図 29）フラスコ上盒に設計線記入 
（図 30）0.5mmの SPワックス 
（図 31）0.55mm（＃２４）のシートワックス 
（図 32）0.7mmのリーディーキャスティングワックス 
（図 33）フラスコ上盒の設計された模型にシートワックスを圧接 
（図 34）余分なシートワックスを除去 
（図 35）0.7mmレディーキャスティングワックスを放射線状に付与 上 
（図 36）0.7mmレディーキャスティングワックスを放射線状に付与 下 
（図 37）3.2mmのレディーキャスティングワックスを 3方向に植立 上 
（図 38）3.2mmのレディーキャスティングワックスを 3方向に植立 下 
（図 39）完成した金属プレート（研摩面）上 



（図 40）完成した金属プレート（研摩面）下 
（図 41）完成した金属プレート（レジン接触面） 
（図 42）フラスコ上盒に戻し固定 
（図 43）レジン填入・プレス 
（図 44）重合  
（図 45）ＣＰデンチャー(研摩面観) 上 
（図 46）ＣＰデンチャー（粘膜面観）上 
（図 47）ＣＰデンチャー(研摩面観) 下 
（図 48）ＣＰデンチャー（粘膜面観）下 
（図 49）使い慣れたパーシャルデンチャーからフルデンチャーへ 
（図 50）模型製作後クラスプをはずす 
（図 51）人工歯配列 
（図 52）増歯増床修理終了 
（図 53）修理後リライニング(研摩面観) 
（図 54）修理後リライニング（粘膜面観） 
（図 55）リライニング咬合器装着 
（図 56）リライニング後ＣＰデンチャー(研摩面観) 
（図 57）リライニング後ＣＰデンチャー（粘膜面観） 
（図 58）粘膜面 2mmシリコーン系軟性裏装材を使用したデンチャー(舌側面) 
（図 59）粘膜面 2mmシリコーン系軟性裏装材を使用したデンチャー(粘膜面) 
（図 60）根面板使用のＣＰデンチャー（粘膜面観） 
（図 61）根面板使用のＣＰデンチャー(研摩面観) 
（図 62）マグネット使用のＣＰデンチャー（粘膜面観） 
（図 63）マグネット使用のＣＰデンチャー(研摩面観) 
（図 64）無口蓋義歯の応用例 3.3残存のＣＰデンチャー 
（図 65）無口蓋義歯の応用例 7.7残存のＣＰデンチャー 
（図 66）無口蓋義歯の応用例フルデンチャー 
（図 67）局部床義歯の応用例（上） 
（図 68）局部床義歯の応用例（下） 
（図 69）ＣＰデンチャーのパーシャルデンチャーワックスアップ補強 
（図 70）ＣＰデンチャーのパーシャルデンチャーメタル補強 
（図 71）ＣＰデンチャーのパーシャルデンチャーメタル補強 


