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解剖学的ランドマークに基づいた無歯顎印象採得法 

 —自作日本人用無歯顎既製トレーを使用して— 
 
はじめに 
 バウチャーら 1)は、自身の著書にて、解剖学的ランドマークに基づく無歯顎
印象採得の術式を紹介しております。 
 本稿は、３D プリンターを使用して自分で作製できる日本人用無歯顎用既製
トレー2-4)を使用した、無歯顎印象採得方法を紹介します。その無歯顎用既製ト
レーの形態は、無歯顎者顎堤 137 名の解剖学的ランドマーク間計測値に基づい
ております。 
 
 以下のデータを公表します。 
・上顎９種、下顎 11種のトレーサイズ（次ページに掲載） 
・既製トレー造形データ（AUTODESK 123D DESIGN） 
 ３D プリンターを入手することことにより、この造形データにて、既製トレ
ーを製作することができます。データの著作権は、放棄しておりますので、ご

自分で自由に改良することが可能です。 
 ※データの大きさは、9.8MB あります。下記アドレスに「既製トレー造形デ
ータ希望」とメールをいただければ、造形ファイル（20 種類の形態）送信しま
す。 （sotokawashika@ozzio.jp） 
 

 造形材料の PLA 樹脂は植物由来の成分（トウモロコシ、ビート、イモ類、サ

トウキビ等）で出来ているため、プリント中は樹脂独特の嫌な臭いを発しませ

ん。プリントするときの樹脂温度は ABS より低いため高温に弱いです。そのた

め弾力性がなく固いといった特徴があります。固いためサンドペーパやヤスリ

等で表面がけをするのが難しく、塗料もなじみにくいです。材料が固くねばり

強いことから大型の造形物を作るのに適していると言われています。 

 厚労省に確認したところ、同材料を既製トレーに使用するのは、歯科医師の

裁量範囲とのことです。 
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無歯顎用既製トレーサイズ（単位：mm） 
 

上顎トレー 左右 前後 

Ｗ３ 77 63 

Ｗ２ 73 60 

Ｗ１ 69 57 

ＭＬ 65 59 

ＭＭ 65 54 

ＭＳ 65 49 

Ｎ１ 61 51 

Ｎ２ 57 48 

Ｎ３ 53 45 

 

下顎トレー 左右 前後 

ＬＬ 54 50 

ＷＬ 50 50 

ＷＭ 50 45 

ＷＳ 50 40 

ＭＬ 46 45 

ＭＭ 46 40 

ＭＳ 46 36 

ＮＬ 42 40 

ＮＭ 42 36 

ＮＳ 42 32 

ＳＳ 38 32 

 

 

無歯顎顎堤 137症例の計測結果 

上顎   平均値 65-54   最高値 78-63   最低値 53-43 

下顎   平均値 46-40   最高値 55-39   最低値 50-33 
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１．解剖学的ランドマーク 

 解剖学的ランドマーク（anatomical landmark）の直訳は、「判断の基準とし

て使われる認識できる解剖的な構造」である。解剖学的ランドマークは、顎堤

と粘膜翻転部の形態的特徴を示す標識である。 

 歯科医師は、印象面における解剖学的ランドマークの状態を確認することに

より、無歯顎印象の過不足を評価することができる。その結果、歯科医師は、

適切な無歯顎の印象を得ることができる。 

１）上顎のランドマーク（図１） 

 

 

図１：上顎の解剖学的ランドマーク 

①上唇小帯、②唇前庭、③頬小帯、④頬前庭、⑤残存歯槽堤、⑥上顎結節、⑦
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翼突上顎切痕、⑧口蓋小窩、⑨口蓋後縁封鎖域、⑩切歯乳頭 

 

①上唇小帯 

 上顎口腔前庭の正中に位置するひだのこと。上唇小帯は、左右の動きが少な

いことから、必要以上に印象面の幅を広げる必要はない。しかし、上唇小帯は、

慢性的圧迫により容易に傷つくことから、無圧状態で正確に印象採得する必要

がある。具体的には、上唇小帯に相当するトレー辺縁部に十分なスペースを確

保することが大切である。印象採得に際しては、口唇を前方に持ち上げて口腔

前提の気泡を排除し、印象材が硬化する間は、口唇を緊張させることなくリラ

ックスさせることが大切である。 

②唇側前庭 

 唇側前庭とは、上顎口唇と前歯部顎堤との間のスペースのことである。この

部分は、歯槽堤粘膜から口唇内側粘膜へと粘膜が移行的に反転し、この粘膜翻

転部を形成している。この部分の粘膜翻転部の断面は、いわゆるコルベン状と

なる。印象採得に際して、床縁を延長しすぎると、義歯が外れやすくなり頬粘

膜に潰瘍を形成することになる。義歯床縁に適した粘膜翻転部は、トレー辺縁

部が粘膜翻転部の手前に位置し、リラックスした口輪筋を適度に支えた状態で

ある。具体的には、患者さんに「口をかるくすぼめたままにしてください」と

伝えることにより、適切な床縁の形態を印象採得することができる。 

③頬小帯 

 頬小帯とは、上顎小臼歯部顎堤の頬側に位置するひだである。頬小帯は、頬

筋の収縮により動くとされている。そのため、この部分の筋形成は、頬小帯の

動きを妨げないように、頬筋を収縮させた状態（モダイオラスを前方に引く）

で行う。 

④頬前庭 

 頬前庭とは、上顎大臼歯部顎堤の頬側に位置する頬小帯とハミュラーノッチ

（後述）の間の溝である。頬前庭の外側は、上顎大臼歯部の歯槽部外面を起始

とする頬筋に覆われている。頬筋は歯槽部外面に対してほぼ直角に起始してい

ることから、頬前庭の断面はコルベン状ではなく多少角張った形態をしている。 

 頬前庭遠心部の外側は、頬筋で覆われているが、その頬筋が咬筋と下顎筋突

起により圧迫されることがある。 

⑤残存歯槽堤 
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 残存歯槽堤は、歯が失われることによって形成された堤状の領域である。咬

合圧をもっとも負担できる領域である。 

⑥上顎結節 

 上顎結節は、上顎歯槽突起の遠心端の隆起部である。頬前庭の粘膜翻転部と

翼突上顎切痕に隣接していることから、印象採得の成否を評価する上でガイド

となる。 

⑦翼突上顎切痕（ハミュラーノッチ） 

 翼突上顎切痕は、上顎結節と翼状突起内側板の翼突鉤との間に位置している。

この切痕は、上顎義歯の後縁の位置を決める際に利用される。この切痕部は、

筋肉や靱帯がないことから、加圧が可能な領域である。そのため、義歯の後縁

封鎖は、この最深部に設定する。 

⑧口蓋小窩 

 口蓋小窩は、数種の粘液線管の癒合によってできたくぼみで、軟口蓋の正中

線付近に一対ある。口蓋小窩は軟口蓋上に存在することから、義歯の後縁は小

窩の前方１~２ミリのところを通過するとされている。 

⑨口蓋後縁封鎖域 

 口蓋後縁封鎖域とは、軟口蓋が動きはじめる一定の幅をもった領域である。

患者が「アー」と言ったときに口蓋の動きを確認して設定できる。 

⑩切歯乳頭 

 切歯乳頭は、中切歯間のすぐ後ろの正中線上に位置している。切歯乳頭は、

鼻口蓋血管と神経が通っている鼻口蓋管の開口部（切歯孔）を覆っている。 

 

２）下顎のランドマーク（図２） 
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図２：下顎の解剖学的ランドマーク 
①下唇小帯、②唇前庭、③頬小帯、④頬前庭、⑤残存歯槽堤、⑥臼後隆起部、

⑦翼突下顎縫線、⑧後顎舌骨筋窩、⑨前顎舌骨筋窩、⑩舌側歯槽溝、⑪舌小帯 

 

①下唇小帯 
 下唇小帯は、歯槽堤の唇側正中部に位置するひだである。このひだの左右の

動きは少ない。 
②唇前庭 
 唇前庭は、下唇小帯と頬小帯との間の粘膜翻転部により形成されるスペース

である。この部分は、歯槽堤粘膜から口唇内側粘膜へと粘膜が移行的に反転し、

この粘膜翻転部を形成している。この部分の粘膜翻転部の断面は、いわゆるコ

ルベン状となる。印象採得に際して、床縁を延長しすぎると、義歯が外れやす

くなり頬粘膜に潰瘍を形成することになる。義歯床縁に適した粘膜翻転部は、

トレー辺縁部が粘膜翻転部の手前に位置し、リラックスした口輪筋を適度に支

えた状態である。具体的には、患者さんに「口をかるくすぼめたままにしてく

ださい」と伝えることにより、適切な床縁の形態を印象採得することができる。 
③頬小帯 
 頬小帯とは、下顎小臼歯部顎堤の頬側に位置するひだである。頬小帯は、頬

筋の収縮により動くとされている。そのため、この部分の筋形成は、頬小帯の

動きを妨げないように、頬筋を収縮させた状態（モダイオラスを前方に引く）

で行う。 
④頬前庭 
 頬前庭は、頬小帯から臼後隆起部頬側に至る部分である。全体が下顎骨面に
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頬筋が付着することにより辺縁部が構成される。 
 頬前庭の近心部は頬棚とよばれ、粘膜翻転部まで義歯床辺縁部を延長できる。

頬棚の骨は、緻密骨により覆われているため、下顎義歯の咬合圧負担域として

適している。しかも、頬筋線維が水平に走行しているので、頬棚上に義歯がの

っても筋の損傷や義歯の離脱が生じない。 
 頬前庭の遠心部は、咬合時に咬筋が頬筋を圧迫することにより独特の辺縁部

形態が形成される（図３）。この部分を越えて義歯辺縁部を延長させると、咬筋

が収縮した際に義歯の離脱が生じる。 

 
図３：頬前庭の遠心部は、咬合時に咬筋が頬筋を圧迫することにより独特の辺

縁部形態が形成される。 
⑤残存歯槽堤 
 残存歯槽堤は、歯が失われることによって形成された堤状の領域である。咬

合圧をもっとも負担できる領域である。 
⑥臼後隆起部（retromolar pad ） 
 下顎結節、臼後三角、後臼歯三角、臼後結節ともよばれている。臼後隆起部

は、下顎智歯の欠損後、同部に残った梨状軟組織の結節様部分である。この結

節の近心部は固有歯肉で覆われているが、遠心部は翼状下顎靱帯に移行してい

る。この部分が印象面に記録されているかどうかが、印象採得の成否において

重要な基準となる。 
⑦翼突下顎縫線 
 臼後隆起遠心部からハミュラーノッチに至る稜線である。この稜線は、頬筋
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と上咽頭収縮筋とが接合して形成されている。翼突下顎縫線が印象面に表記さ

れていると、義歯の後縁および上下顎の咬合関係の成否を評価する上で重要な

役割を果たす。 
⑧後顎舌骨筋窩 
 後顎舌骨筋窩は、下顎舌側粘膜翻転部最遠心の凹み部分である。顎舌骨筋の

遠心に位置し、舌などの口腔内の器官が機能しても影響を受けることがなく、

動かない。そのため、義歯床がこの部分まで覆うことができ、その義歯は顎堤

の上で安定することができる。 
⑨前顎舌骨筋窩 
 前顎舌骨筋窩は、下顎舌側粘膜翻転部中央部付近の凹みである。前顎舌骨筋

窩は、顎舌骨筋がオトガイ舌骨筋の下に潜り込むことにより生じる凹みである。

前顎舌骨筋窩から後顎舌骨筋窩の間は、顎舌骨筋線を起始として舌骨に停止す

る顎舌骨筋により粘膜翻転部が圧迫されるため、緩やかな彎曲が描かれる。 
⑩舌側歯槽溝 
 舌側歯槽溝は、舌小帯から前顎舌骨筋窩を経て後顎舌骨筋窩に至る一連の溝

のことで、解剖学的に複雑で印象採得がもっとも難しい領域である。 
 舌側歯槽溝は、三つの範囲に分けることができる。一つ目は、舌小帯から前

顎舌骨筋窩の間である。この部分の床縁は、舌尖が上顎切歯に接触した時の粘

膜翻転部である。二つ目は前顎舌骨筋窩と顎舌骨筋線の遠心端の間である。こ

の部分の義歯床縁は顎舌骨筋線を越えて設定することができ、舌側歯槽溝は顎

舌骨筋の圧により緩い彎曲を描く。三つ目は、後顎舌骨筋窩である。この領域

は、顎舌骨筋線の後端から後顎舌骨筋膜までの範囲で、舌側は前扁桃柱によっ

て、遠心端は後顎舌骨筋幕と上咽頭収縮筋によって、頬側は顎舌骨筋と下顎枝

と臼後隆起によって囲まれている。 
 舌側歯槽溝は、全体的に歯槽頂とほぼ平行な位置にある。舌側歯槽溝を上方

からみると、前顎舌骨筋窩を中心とする独特の湾曲を描いている。この湾曲は、

Ｓ字カーブと呼ばれている。 
⑪舌小帯 
 舌小帯は、舌の前方付着のことである。この領域は、抵抗力が強く、活発で、

しかも幅広く付着していることが多い。この領域は、舌を機能させた状態で印

象採得する必要がある。その機能とは、舌を前上方に突き出した状態である。 
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２．スタディモデルの印象 
１）日本人用無歯顎既製トレー 
 日本において、いくつかの無歯顎用既製トレーが輸入されている。しかし、

それらの輸入既製トレーは欧米人の顎堤形態に適合するように作製されている

ため、縦長のものが多く、黄色人種に特有な横長の顎堤形態には適合するもの

が少ない。そのため、日本人 137 名の顎堤を計測し、その計測結果に基づいて
３D プリンターを使用して既製トレーを作製した。日本人用無歯顎既製トレー
は、上顎９種類（図４）、下顎 11 種類（図５）の形態からなり、ほとんどの患
者がどれかに適合するように作製してある。 
 

 

図４：上顎既製トレー（９種類） 
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図５：下顎既製トレー（１１種類） 

 図６は、患者さんの顎堤に適合する既製トレーを選択する際に使用する計測

器である。この測定器は、上顎左右頬前庭幅の平均値（65ミリ）、下顎左右後顎
舌骨筋窩の平均幅（46 ミリ）を計測できる。患者さんの該当部にこの測定器を
当てて、顎堤の幅を評価することにより、既製トレーの種類を選択する。 

 
図６：顎堤の左右幅を計測する道具 
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２）上顎の印象採得 
 幅 65ミリの計測器を使用して、上顎顎堤のおおよその左右幅を把握する。既
製トレーの左右幅は、７種類ある。その中から適合しそうな種類を選択する。

前後幅は、目測にて選択する。（図７） 
 テルモシリンジ（カーテルチップ型 50ml）（図８）を使用して、口腔前庭と
口蓋に少量の練和した印象材を注入し、同時に練和した印象材を盛ったトレー

を軽く圧接する。その際、トレーは圧接しすぎてはならない。むしろ、口腔内

にてトレーを支える程度にして、できるだけ無圧状態にて印象採得を行う。 
 患者さんには、「軽く口をすぼめてください」と伝え、粘膜翻転部が薄くなら

ないように注意する。 

 

図７：上顎既製トレー 

 
図８：テルモシリンジ 
 
３）下顎の印象採得 
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 左右幅 46ミリの計測器を使用して、下顎顎堤舌側のおおよその左右幅を把握
する。既製トレーの左右幅は、５種類ある。その中から適合しそうな種類を選

択する。前後幅は、既製トレーを試適することにより選択する。（図９） 
 既製トレーに練和した印象材を盛り、顎堤に軽く圧接する。その際、患者さ

んには「舌の先を前に出して、舌全体をこの道具の上に乗せてください」と伝

える。さらに、モダイオラスを動かして口腔前庭部分の気泡を取り除く。もう

一度、舌が既製トレーの上に乗っているかを確認する。 

 

図９：下顎既製トレー 

 
３．最終印象 
 作業模型を作製するための印象は、先に説明した解剖学的ランドマークが印

象面に確認されている必要がある。そのためには、患者さんの顎堤に適合する

個人トレーを作製する必要がある。 
１）個人トレー 
 個人トレーは、スタディモデルから即時重合レジンにより作製する。解剖学

的ランドマークが確認できる辺縁部は、印象材の厚さを確保するために、１~

２ミリ削除する。 
２）筋形成 
 スタディモデルの解剖学的ランドマークが確認できない部分は、印象が取れ

ているところまでの個人トレーを作製する。不足部分は、口腔内にてモデリン

グコンパウンドを盛り上げて筋形成を行う。写真に示すように、安静状態にお

いても口腔底が盛り上がっている場合がある。（図 10）この場合、口腔底を圧排



 13 

することによって解剖学的ランドマークが現れる。（図 11）この状態を観察して、
その形態を予測して模型を削合し、その模型上で個人トレーを作製する。さら

に、その辺縁部は、モデリングコンパウンドを使用して筋形成を行う。すべて

の筋形成が完了した後、辺縁部を１~２ミリ削除して個人トレーを完成する。

義歯は、口腔底が適切に圧排された状態で咬合圧を支持することになる。（図 12） 

 
図 10：口腔底が盛り上がっていることがある 
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図 11：舌を圧排することにより舌側歯槽溝が見える 

 
図 12：義歯は、口腔底が適切に圧排された状態で咬合圧を支持することになる。 
 
３）ウォッシュインプレッション 
 作業模型を作製するための最終印象をウォッシュインプレッションとよぶ。

ウォッシュインプレッションに使用する材料としては、ラバー系、シリコン系、

ユージノール系、石膏、アルギン酸系などがある。アルギン酸印象材は、安価

で使いやすいことから、気軽に印象を取り直すことができる。また、適度な粘

度を持たせることも可能なことから、無歯顎顎堤の印象採得に適した印象材と

いえる。 
 
４．印象のチェックと修正 
 最終印象後、印象面をチェックする必要がある。修正可能な不備は、修正し

て作業模型を完成させることになる。以下の印象面に生じる不備とその対処方

法を示す。 
１）気泡 
 小さい気泡であれば、削除することにより調整できる。大きな気泡、あるい
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は、解剖学的ランドマークを予測することができない気泡が存在する場合は、

再度印象採得を行う。 
２）圧痕 
 硬い粘膜面の圧痕は、印象材が透けることにより確認できる。臼後隆起部な

どの軟らかい粘膜面の圧痕は、印象材が透け、さらに、粘膜面が変形している

ことで確認できる。狭い範囲の圧痕部は、模型をリリーフするか、あるいは、

義歯が完成後当該部位を削合することにより調整することができる。 
３）辺縁不足 
 辺縁不足の状態で義歯を作製するかどうかは、難しい判断が求められる。不

足部位によっては、義歯の機能が大幅に低下する場合がある。また、多少の不

足は、義歯の機能に影響しない場合もある。辺縁不足の部位と大きさにより、

そのまま作製するかどうかの判断を行うことになる。 
４）辺縁過剰 
 解剖学的ランドマークが予測できる程度の辺縁過剰であれば、義歯完成後、

当該部分を削合することにより調整することができる。 
５）粘膜のしわ 
 盛り上がっているしわの場合、模型を削合して義歯を作製できることがある。 
６）唾液・粘液による印象面の乱れ 
 印象面の乱れは広範囲に及ぶことが多い。そのため、通常は再印象を行う。 
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