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デンタルプレスケールのデータ
採得実験
被検者 1名

バランスデータ

条件別に術者1名ずつ

条件１●事前に咬ませ方の手順とその
注意事項を教え、充分に練
習を行った後、咬ませた場合
条件２●何も教えず、術者の思うよう
に咬ませた場合
条件１

表1
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【1】デンタルプレスケールのデータ採得時の留意点
デンタルプレスケールを咬ませる ときの留意点を列記する。
■デンタルプレスケールは「力のコントロ

は、患者の小指で口腔内を広げさせ、術

ール」を行う術者が咬ませる。

野の確保をする。

■デンタルプレスケールを咬ませる時期

■デンタルプレスケールを咬ませる時に

は、原則的に治療直前が望ましい。

は、頭部や上半身の姿勢に注意する。

■上顎歯列模型にて、デンタルプレスケ

■挿入した後には、開口位から直ちに咬ま

ールのサイズを決定する。
（反対咬合の場

せるのでなく、一度、咬頭嵌合位の終末路

合、下顎歯列模型を参照）

近位に軽く保持させてから咬ませる
（図1-1）
。

■デンタルプレスケールを咬ませる前に

■術者の下顎位の誘導は行わず、咬頭嵌

は、保護紙で練習させる。

合位にて最大咬合力で咬ませる。

■デンタルプレスケールを挿入する時に

1.
1

【2】デンタルプレスケールのデータ採得の手順
デンタルプレスケールを咬ませる 手順を示す。

2.
1

使用する直前に、デンタル
プレスケールを箱からてい
ねいに取り出す。

デンタルプレスケールのペ
ーパーホルダー部を持ち、
ゆっくりと包装から取り出す。
2 このとき、プレスケールシー
トを折り曲げないように注意する。

2.

2.
3

患者にデンタルプレスケー
ルを見せ、これからデンタ
ルプレスケールを咬んでも
らうことを認識させる。

咬合状態の確認やデンタ
ルプレスケールを口腔内
に挿入するときは、ユニッ
4 トのバックレストをわずか
に傾けておく。ヘッドレストの角度
はバックレストと一直線にする。

2.
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2.

咬頭嵌合位を確認する。こ
のとき、術者による咬頭嵌
合位への誘導は行わない。

2.

デンタルプレスケールを咬ま
せる前に、同封されているデ
ンタルプレスケールの保護
紙を用い、咬む練習をさせる。

5

9

2. 2.

10

2. 2.
7

8

臼歯部の被蓋関係を確認する。臼歯部での歯列不正によ
り、前歯部と同様のことが起こる場合があるため、必要に
応じてデンタルプレスケールのサイズを交換する。

保護紙を口角幅に合わせる。

プレスケールシートと同様
な感覚を認識させるため、
保護紙の光沢面を下にして
12 口腔内に挿入し、シートを
軽く咬む感覚を確認させる。

2.

11

患者には、軽く口を閉じさせた状態で保護紙を保持させ、そ
の感覚を認識させる。このとき、術者は保護紙を軽く引き抜
くことで保持の状態を確認する。

2. 2.

保護紙のカドを最後臼歯部後方のt粘膜に当てて、この感
覚を認識させておく。これは、デンタルプレスケールを挿
入した後、プレスケールシートの後縁の位置を確認するた
めである。

2. 2.

患者に、両手の小指を口腔内に挿入させ、口腔内を広げ
させる。このとき、口角を広げるのではなく、t粘膜を広
げるように意識させる。

上顎歯列にプレスケールシ
ートを合わせるため、術者
は左手の人差し指と親指を
19 それぞれ犬歯部に当てて、
上顎歯列の視野の確保を行う。

2. 2.

デンタルプレスケールは、横向きにして挿入する。このと
き、右手の薬指と小指を、患者のオトガイ付近に添えてお
く
（撮影の都合上、患者の小指を外してある）
。

プレスケールシートを上顎歯列に合わせ挿入した後、上顎
中切歯近心偶角部をペーパーホルダーの凸部に対して約
5mm間隔になるように収める。過蓋咬合の場合は約8mm
23 24 間隔になるように、反対咬合の場合には下顎前歯部近心偶
角部を基準に収める。
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30

前歯部の被蓋関係を確認
する。過蓋咬合や反対咬合
の場合、デンタルプレスケ
6 ールを咬ませる際に、歯列
がプレスケールシートからはみ出
ることがあるので注意する。

2.
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2. 2.

15

16

2.

2. 2.

2.

20

右手の人差し指と親指で、
ペーパーホルダー部のくび
れた部分をつまむようにし
て持つ。

歯列不正など歯列が左右
的にプレスケールシート中
心に収まりきらない場合に
25 は、デンタルプレスケール
を左右にずらし、シート内に収め
るようにする。

2.

2. 2.

26

27

右手の薬指と小指はオトガイ付近に固定し、人差し指と親
指でペーパーホルダー部を保持しながら、軽く口を閉じさ
せる。このとき、患者には、保護紙を入れて口を閉じさせ
たときと同様の感覚になるように閉じさせる。

2. 2.

強く咬み込んだり、口を開けたりしないように指示した後、
デンタルプレスケールをしっかりと保持しつつ、静かに小
指をはずさせる。

2. 2.

プレスケールシートの後縁が左右の最後臼歯部後方のt
粘膜に触れる感覚の有無を質問し、最後臼歯がプレスケ
ールシートの後部に収まっていることを確認する。
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29

32

患者には口を軽く閉じさせ
た状態を保持させたまま、
術者は右手でデンタルプ
35 レスケールやオトガイ付近
の保持を保ち、左手を背中の中央
部から頸部付近に移動させる。

2.

2. 2.

36

●デンタルプレスケールのデータ採得術
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2.

30

デンタルプレスケールがず
れないように充分に注意し
ながら、左手の人差し指と
親指を静かにはずす。

2. 2.

33

34

患者には口を軽く閉じさせた状態を保持させたまま、術者
は右手でデンタルプレスケールやオトガイ付近の保持を
保ち、左手で患者の背中の中央部を押しながら、FH平面
が床とほぼ平行になる程度まで上体を起こさせる。

最大咬合力にて、約3秒間咬ませる。このとき、術者は右
手でデンタルプレスケールやオトガイ付近の保持を保ち、
左手は頸部付近を保持し、頭部を軽く固定する。

てこそ成し得るものであると確信している。

2.

38

口をゆっくり開けさせ、静か
にデンタルプレスケールを
取り出す。

最後に、オクルーザーFPD-707にデン

DePROSを臨床で有効に活用するため

タルプレスケール・テクニカル・インフォ

目には見えない「力」を、DePROSを用

には、まず的確なデンタルプレスケール

メーション『デンタルプレスケールの上手

いて確実に診査することは、正確なデータ

のデータ採得術を修得することが必要不

な咬ませ方』
という小冊子を同封している

採得によって得られた正確なデータがあっ

可欠であると強調したい。

ので、是非参照して頂きたい。

の心得
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