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抄録：本研究は，骨格性下顎前突者１０名における咀

嚼運動終末部の運動様相を明らかにすることを目的

とし，下顎切歯点における運動経路について三次元

的に記録し，機能的ならびに形態的に異常のない正

常咬合者１０名と比較検討を行った。

骨格性下顎前突群の運動経路は，正常咬合群に比

べ開閉口路角が小さく，彎曲の少ない直線的な開閉

口経路を呈した。運動動態について開閉口経路の方

向性は，正常咬合群に比べ同一方向への運動軌跡で

あり，また，閉口経路から開口経路への移行部であ

る経路転換部は，収束性が低い傾向であった。平均

所要時間は正常咬合群に比べ長く，咀嚼リズムの安

定性に欠いた。

以上より正常咬合者と骨格性下顎前突者との咀嚼

終末部における運動様相の違いが三次元的かつ詳細

に明らかにされ，骨格性下顎前突者は，側方への運

動様相が少なく，食物を臼磨することを考えると極

めて非効率であることが示唆された。

緒 言

咀嚼筋，顎関節および咬合と上位中枢の制御の調

和により営まれる下顎運動には，多くの情報が含ま

れており，中でも咀嚼運動は，半随意的な反射運動

であり，咬合機能の客観的評価に際し咀嚼運動の機

能的分析は極めて有用性が高い。近年，その検査機

器の進歩に伴いこれまでと比較し，より高精度かつ

再現性の高いデータが簡便に採得することが可能と

なってきた。

一方，歯科矯正学分野においても形態と機能の両

面における問題点を的確に把握することは，治療目

標の設定，治療に伴う顔面形態と顎口腔機能の変化

に対する評価などにおいて極めて重要であり，従来

の形態分析に加え，機能分析の必要性が強調されて

きている。しかしながら，現段階では形態面におけ

る分析方法やそれに伴う評価基準に比べ，機能面に

おいては充分な統一見解が得られていない実情であ

る。特に顎顔面口腔諸器官による機能運動の中で最

も重要なものの１つと考えられる咀嚼運動に関して

は，不正咬合者における咬合関係の異常がどのよう

な影響を及ぼすかいまだ不明な点が多い。

そこで，本研究では不正咬合者の中で特に咬合関

係の異常が著しく，機能的にも多くの問題を抱えて

いるとされている骨格性下顎前突者に焦点を絞り，

食物の破断・粉砕に関与する咀嚼終末部の運動様相

を明らかにすることを目的とし，下顎切歯点におけ

る運動経路について機能的ならびに形態的に異常の

ない正常咬合者のものと比較検討を行った。

研究方法

１．被験者

本研究の対象は，骨格性の下顎前突を伴うもの

と，コントロールとして正常咬合を有するものの２

群とした。

１）骨格性下顎前突群

骨格性下顎前突群（以下CLⅢ群と略す）は，東京

歯科大学千葉病院矯正歯科に来院した患者のうち，

精査によって骨格性の下顎前突と診断され，以下の
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条件を満たす成人１０名（男性５名，女性５名：平均

年齢２５．８歳）を選出した。

� 上下顎第一大臼歯の近遠心的関係がAngle 分

類Ⅲ級を示すもの

� 前歯部は逆被蓋を呈し，垂直被蓋は０mm以上

で開咬を含まず，臼歯部は交叉咬合のものも含め

た（Overbite：平 均＋１．０mm，Overjet：平 均－

２．８mm）

� セファロ分析値から骨格性下顎前突を示し，顔

貌はオトガイの突出した様相を呈するもの

（ANB：平均－３．５°）

� 矯正歯科治療の既往がないもの

� 第三大臼歯以外の喪失歯および現存歯にアン

レー以上の補綴物を認めないもの

２）正常咬合群

正常咬合群（以下Normal 群と略す）は，東京歯科

大学歯学部学生および教職員の中から以下の条件を

満たす成人１０名（男性５名，女性５名：平均年齢

２４．９歳）を選出した。

� 上下顎の近遠心的関係が正常なもの（ANB：平

均＋３．１°）

� 個々の歯牙の位置不正を認めず，適正な水平被

蓋と垂直被蓋を有するもの

（Overbite：平均＋２．５mm，Overjet：平均＋３．３

mm）

� 上下顎の歯列弓に形態不正がなく，咬頭嵌合位

が安定しているもの

� 自他覚的に顎口腔諸器官に障害を認めないもの

� 矯正歯科治療の既往がないもの

� 第三大臼歯以外の喪失歯および現存歯にアン

レー以上の補綴物を認めないもの

� 顔貌所見において非対称などの異常所見を認め

ないもの

なお，本研究は，データ採得にあたり本学倫理委

員会の認証および，本人あるいは保護者から同意を

得て行われたものである。

２．測定機器および測定条件

咀嚼運動の記録は，光学式非接触型下顎運動測定

装置であるナソヘキサグラフ JM-１０００（ジーシー社

製）を使用した。被験者へのフェイスボウとヘッド

フレームの装着は，通法１，２）に従いクラッチを下顎前

歯部唇面にレジンで適合させ，微量のシアノアクリ

レート系接着剤を用いて固定し，接着確認後，その

クラッチにフェイスボウを固定した。また，ヘッド

フレームは，鼻根部と左右後頭部のパットおよび頭

頂部に渡したバンドで可及的にフランクフルト（以

後FH）平面と平行になるように装着した。

被験者は，歯科用治療椅子に自然頭位で腰掛けさ

せ，被験食品であるチューイングガム（ロッテ社

製，XYLITOL 約１．５g）を運動記録前に約３分間咀

嚼させて軟化し，その後に左右側各２０秒間ずつの咀

嚼運動を記録した。なお，被験者には予め側方運

動，開口運動の練習および咬頭嵌合位の認識をさせ

た。

３．データ解析に伴う設定

１）咀嚼運動の解析ストローク

解析に用いたストロークは，計測した２０秒間の咀

嚼運動のうち，運動が比較的安定する咀嚼開始より

５ストローク目から１４ストローク目までの１０スト

ロークを選択し３），各被験者につき左右側で計２０ス

トローク，各群１０名で合計２００ストロークをその群

における解析の対象とした。

２）下顎切歯点運動を計測するための原点および基

準軸の設定（図１）

三次元空間上での運動軌跡を解析するため基準軸

の原点は，対象とした咀嚼１０ストローク分の運動経

図１ ナソヘキサグラフ 運動解析基本画面
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路データよりＺ軸方向の最上方点と設定し，FH平

面を基準にX軸は前後方向軸とし，原点より前方

を正，後方を負とした。Ｙ軸は左右側方向軸とし，

左側方向を正，右側方向を負とした。Ｚ軸は垂直方

向軸とし，上方を正，下方を負とした。

３）解析対象とした運動範囲の設定（図１，２）

記録した咀嚼ストロークデータは，ナソヘキサグ

ラフシステム付属の解析ソフトにて，各座標間隔を

１１msec ごとの三次元座標データに変換し，設定し

た原点より三次元距離において３mm以内の座標点

群を抽出し，この範囲を咀嚼終末部と設定した。さ

らに，閉口経路から開口経路に移行する部位で運動

速度が著しく減衰するところ，すなわち各座標間距

離が０．１５mm以内に近接する座標点群を咀嚼終末の

開閉口経路転換部（以下経路転換部と略す）とした。

４．咀嚼終末部運動の解析項目

１）運動軌跡の評価

下顎切歯点の運動軌跡を三次元的に評価するた

め，以下の二項目について検討した。

� 開閉口経路の彎曲（図３）

運動経路の三次元的に彎曲した軌跡を評価する

ため，開閉口各運動経路に区分された三次元座標

データより円弧への近似を行い，その半径を曲率

半径とした。

� 開閉口路角（図４）

開閉口各経路に区分された三次元座標データよ

り各経路の方向ベクトルを求め，同一ストローク

における閉口経路と開口経路の方向ベクトルの内

角を開閉口路角とした。

２）運動動態の評価

咀嚼終末部の運動動態を評価するため，以下の二

項目について検討した。

� 開閉口経路の運動動態（図５）

片側１０ストローク分の開閉口各経路に区分され

た三次元座標データより各ストロークに対する運

動経路の方向ベクトルと平均座標点を求め，さら

に，１０ストロークに対する方向ベクトルと平均座

標点を算出した。得られた各ストロークに対する

方向ベクトルと１０ストロークに対する方向ベクト

ルとの三次元的傾斜角を算出し，運動経路の方向

性として評価した。また，平均座標点においても

同様に，各ストロークに対する平均座標点と１０ス

トロークに対する平均座標点の三次元的距離を算

出し，開閉口経路の収束性として評価した。

� 経路転換部の運動動態（図６）

片側１０ストローク分の経路転換部に区分された

三次元座標データより各ストロークに対する経路

転換部平均座標点と１０ストロークに対する経路転

換部平均座標点を算出しその三次元的距離によ

り，経路転換部の収束性を評価した。

なお，座標データからの近似した円弧の曲率半

径，方向ベクトルおよび平均座標点の算出には３

次元計測 ver.２．３０（福井工業技術センター）を用

い，最小自乗法を応用した γβ法により算出し

た。

３）各運動経路における所要時間の評価

咀嚼運動終末部の時間的評価として，以下の二項

目について検討した。

� 平均所要時間

各ストロークの開口経路，閉口経路および経路

転換部，ならびにその総和である咀嚼終末部全体

の所要時間を算出し，平均値（mean）と標準偏差

（S. D.）を求めた。

� 変動係数

片側１０ストロークの開口経路，閉口経路および

経路転換部とその総和である咀嚼終末部全体の所

要時間から，それぞれの変動係数C. V.（Coeffi-

cient Variation）＝S. D./mean を算出した。

５．統計処理

上記の解析項目について，運動軌跡の評価および

運動動態の評価では，計数データに離散値を含み，

データの分布にも正規性が認められなかったため，

群間の比較にノンパラメトリック検定法である

Mann-Whitney’s u-test およびWilcoxon signed-ra-

nks test を用いた。また，分布の代表値には中央値

を，ばらつきの表現には四分位間範囲を表記した。

所要時間の評価においては，データ分布にほぼ正

規性が認められていたので，群間の比較には Stu-

dent’s t-test を用い，平均値および標準偏差を表記

した。

なお，統計処理には解析用ソフト（Stat View-

５．０，Abacus Concepts Inc, SAS）を使用した。

歯科学報 Vol．１０６，No．３（２００６） ２０５

― 73 ―



結 果

１．運動軌跡の評価

１）開閉口経路の曲率半径について（表１－１，図７）

運動経路の彎曲について曲率半径により評価した

結果，閉口経路ではCLⅢ群が中央値７．１９mm，四

分位間範囲９．０６mmで，Normal 群が中央値４．９５

mm，四分位間範囲４．２０mmであり，両者間にMann

-Whitney’s u-test による有意差（ｐ＜．００１）が認め

られた。一方，開口経路ではCLⅢ群が中央値５．３３

mm，四分位間範囲６．５０mmで，Normal 群が中央

値３．２５mm，四分位間範囲２．４０mmであり，両者間

図２ 咀嚼終末部座標の区分（１サイクル） 図３ 開閉口経路の彎曲の評価

図４ 開閉口路角図 図５ 開口経路の運動動態

図６ 経路転換部の運動動態

小坂：骨格性下顎前突者の咀嚼運動終末部経路２０６
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にMann-Whitney’s u-test による有意差（ｐ＜．００１）

が認められた。以上より，開閉口両経路においてCL

Ⅲ群の運動経路はNormal 群の運動経路に比較して

彎曲が少なく，直線的な運動経路であった。

また，同群内で閉口経路と開口経路をWilcoxon

signed-rankstest により検定した結果，両群共に有

意差（ｐ＜．０１）を認め閉口経路は，開口経路に比べ

彎曲が少ない直線的な運動経路であった。

２）開閉口路角について（表１－２，図８）

開閉口路角は，CLⅢ群が中央値１１．６２°，四分位

間範囲１２．５４°で，Normal 群が中央値５２．１４°，四分

位間範囲４３．０６°であった。両 群 間 に はMann-

Whitney’s u-test による有意差（ｐ＜．００１）を認め，

CLⅢ群はNormal 群に比べ著しく鋭角に収束して

いた。

２．運動動態の評価

１）開閉口経路の運動動態について（表２－１，図

９，１０）

三次元ベクトルにより運動経路の方向性を評価

した結果，閉口経路では，CLⅢ群が中央値

５．５９°，四分位間範囲４．９８°で，Normal 群が中央

値６．６０°，四分位間範囲５．６２°であり，両者間に

Mann-Whitney’s u-test による有意差（ｐ＜．０５）

が認められた。開口経路ではCLⅢ群が中央値

６．４２°，四分位間範囲６．０３°で，Normal 群が中央

表１ 運動軌跡の評価

表１－１ 開閉口経路の彎曲

CL Ⅲ Normal CL Ⅲ-Normal

曲率半径（mm） 中央値 四分位間
範 囲

Wilcoxon signed-
ranks test 中央値 四分位間

範 囲
Wilcoxon signed-
ranks test

Mann-Whitney’s
u-test

閉 口 経 路 ７．１９ ９．０６ ＊＊ ４．９５ ４．２０
＊＊

＊＊＊

＊＊＊開 口 経 路 ５．３３ ６．５０ ３．２５ ２．４０

＊＊：ｐ＜．０１，＊＊＊：ｐ＜．００１

表１－２ 開閉口路角

CLⅢ Normal

中央値 四分位間
範 囲 中央値 四分位間

範 囲
Mann-Whitney’s

u-test

方向ベクトル
（degree）

５．５９ ４．９８ ６．６０ ５．６２ ＊

＊＊＊６．４２ ６．０３ １１．５９ １７．５１

＊＊＊：ｐ＜．００１

図８ 開閉口路角
図７ 開閉口経路の彎曲
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値１１．５９°，四分位間範囲１７．５１°であり，両者間に

Mann-Whitney’ｓu-test による有意差（ｐ＜．００１）

が認められた。また，三次元ベクトルによる運動

経路の方向性について同群内で閉口経路と開口経

路をWilcoxon signed-ranks test により検定した

結果，両群共に閉口経路は開口経路に比べ小さい

値を示し，有意差（ｐ＜．０１）を認めた。

平均座標点間距離により運動経路の収束性を比

較した結果，閉口経路ではCLⅢ群が中央値０．２２

mm，四分位間範囲０．１７mmで，Normal 群が中

央値０．１８mm，四分位間範囲０．１１mmであり，両

者間にMann-Whitney’s u-test による有意差（ｐ

＜．０１）が認められた。開口経路ではCLⅢ群が中

央値０．２６mm，四分位間範囲０．２１mmで，Normal

群が中央値０．２７mm，四分位間範囲０．１７mmであ

り，２群間には有意差を認めなかった。また，平

均座標点間距離による運動経路の収束性について

同群内で閉口経路と開口経路をWilcoxon signed-

ranks test により検定した結果，両群共に閉口経

路は開口経路に比べ小さい値を示し，有意差（ｐ

＜．０１）を認めた。

以上より，開閉口両経路においてCLⅢ群は

Normal 群に比較して同一方向への運動経路であ

る傾向を示し，平均座標点間距離による評価で

は，閉口経路においてNormal 群が CLⅢ群に比

べ運動経路が収束している傾向を示した。また，

同群内における閉口経路と開口経路の比較では，

両群ともに閉口経路が開口経路に比べ同一方向へ

の運動であり，平均座標点は収束している傾向を

示した。

２）経路転換部の運動動態について（表２－２，図１１）

経路転換部の収束性を平均座標点間距離により評

価した結果，CLⅢ群が中央値０．１５mm，四分位間

範囲０．１０mmで，Normal 群が中央値０．１２mm，四

分位間範囲０．０９mmであった。Mann-Whitney’s u-

test により分析した結果，両群間に有意差（ｐ

表２ 運動動態の評価

表２－１ 開閉口経路の運動動態

CLⅢ Normal CL Ⅲ-Normal

中央値 四分位間
範 囲

Wilcoxon signed-
ranks test 中央値 四分位間

範 囲
Wilcoxon signed-
ranks test

Mann-Whitney’s
u-test

方向ベクトル
（degree）

閉口経路 ５．５９ ４．９８
＊＊

６．６０ ５．６２
＊＊＊

＊

＊＊＊開口経路 ６．４２ ６．０３ １１．５９ １７．５１

平均座標点間距離
（mm）

閉口経路 ０．２２ ０．１７
＊＊

０．１８ ０．１１
＊＊＊

＊＊

n. s開口経路 ０．２６ ０．２１ ０．２７ ０．１７

n.s. : no significant，＊：ｐ＜．０５，＊＊：ｐ＜．０１，＊＊＊：ｐ＜．００１

図９ 開閉口経路の運動動態（方向ベクトル） 図１０ 開閉口経路の運動動態（平均座標点間距離）
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＜．０１）を認め，CLⅢ群はNormal 群と比べて経路

転換部の収束性が低い傾向を示した。

３．各運動経路における所要時間の評価（表３）

１）平均所要時間

咀嚼終末部全体の平均所用時間は，CLⅢ群が平

均３０１±１１２msec で，Normal 群が平均２７６±９５msec

であり Student’s t-test により分析した結果，両群

間に有意差（ｐ＜．０１）を認めた。閉口経路の平均所

要時間はCLⅢ群が平均７１±２４msec で，Normal 群

が平均５７±１３msec であり，両群間に有意差（ｐ

＜．００１）を認めた。経路転換部の平均所要時間はCL

Ⅲ群が平均１６８±９２msec で，Normal 群が平均１５６

±９１msec であった。開口経路の平均所要時間は，

CLⅢ群が平均６２±２２msec で，Normal 群が平均６４

±２１msec であった。経路転換部と開口経路では，

両群間に有意差を認めなかった。

２）変動係数

咀嚼終末部全体の変動係数はCLⅢ群が平均

１５．５８±９．７１％で，Normal 群 が 平 均７．９７±４．７１％

であり，Student’s t-test により分析した結果，両

群間に有意差（ｐ＜．００１）を認めた。閉口経路の変動

係数は，CLⅢ群が２０．６９±８．７７％で，Normal 群が

１７．７７±５．５０％であった。経路転換部の変動係数

はCLⅢ群が２３．４７±１７．０２％で，Normal 群が平均

１５．９７±８．５４％であった。開口経路の変動係数は，

CLⅢ群が２４．７４±９．５１％で，Normal 群が平均２０．０６

±１３．４０％であった。また，閉口経路，経路転換部

ならびに開口経路において２群間に有意差を認めな

かった。

考 察

１．研究方法

１）被験者について

骨格性下顎前突者は，形態的不正が著しく，その

影響により咀嚼嚥下障害や顎関節症の発症など機能

表２－２ 経路転換部の運動動態

CL Ⅲ Normal

中央値 四分位間
範 囲 中央値 四分位間

範 囲
Mann-Whitney’s

u-test

平均座標点間距離
（mm） ０．２２ ０．１７ ０．１８ ０．１１ ＊＊

＊＊：ｐ＜．００１

表３ 各運動経路における所要時間の評価

平均所要時間（msec） 変動係数（％）

CL Ⅲ Normal CL Ⅲ Normal
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 t-test 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 t-test

終末部全体 ３０１ １１２ ２７６ ９５ ＊ １５．５８ ９．７１ ７．９７ ４．７１ ＊＊
閉 口 経 路 ７１ ２４ ５７ １３ ＊＊＊ ２０．６９ ８．７７ １７．７７ ５．５０ n. s.

経路転換部 １６８ ９２ １５６ ９１ n. s. ２３．４７ １７．０２ １５．９７ ８．５４ n. s.
開 口 経 路 ６２ ２２ ６４ ２１ n. s. ２４．７４ ９．５１ ２０．０６ １３．４０ n. s.

n. s. : no significant，＊＊：ｐ＜．０１，＊＊＊：ｐ＜．００１

図１１ 経路転換部の運動動態
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面においても問題が生じることが報告されてい

る４）。本研究では，CLⅢ群の選択基準として，側

面X線セファロ分析，顔貌写真，ならびに歯列模

型分析の形態的評価を行ったが，１０症例全てにおい

て強度の骨格性の下顎前突を示した。また，骨格性

下顎前突者には顎関節雑音や顎関節部の疼痛など臨

床的機能異常を認めるものも多いが，それらのもの

は研究対象から除外した。

一方，正常咬合に対する基準は多くの報告５）があ

るが，そのほとんどが形態的に咬合状態を定義する

ものであり，顎口腔機能面から直接的に定義された

ものは少ない６）。しかしながら，形態的正常咬合者

は，顎関節あるいは顎顔面神経筋機構においてもバ

ランスがとれているものが多く，顎口腔機能面にお

いても問題が少ないことから，本研究におけるNor-

mal 群の選択基準は，歯科矯正学における形態的正

常咬合に加え，機能的に何ら問題のないものとし

た。

２）咀嚼終末部運動データの解析について

これまで咀嚼終末部については，歯牙滑走による

臼磨運動を示唆する見解，あるいはそれを否定する

見解が報告され，論争の的になった。しかし，その

後の研究により咀嚼運動中に上下歯牙の接触滑走が

確認されるに至り，咀嚼運動と咬合の関連性が再認

識され７），今なお咀嚼終末部に関する研究は行われ

ている８，９）。

咀嚼終末部は，咀嚼運動経路の全体像の中で上方

に位置し，歯牙誘導の影響を受け，その結果として

運動経路のばらつきが少なく，安定性が高いと報告

されている１０，１１）。本研究では，この咀嚼終末部を客

観的数値データとして評価することは，食物の破

断・粉砕・臼磨時における運動動態の特徴を捉え，

さらに骨格性下顎前突者と正常咬合者とを比較検討

することで，咬合状態の違いが咀嚼運動に与える影

響の解明につながるものと考えた。

また，従来の研究では運動経路の解析方法が，前

頭面における二次元投影像が主であり，近年検査機

器の発達に伴い，より多角的にデータを処理するこ

とが可能となり，前頭面のみでなく矢状面および水

平面への投影像を含めた三次元的解析が行われるよ

うになった１２，１３）。本研究では，咀嚼終末部の運動経

路を三次元座標空間中の連続データとして捉え，よ

り立体的に咀嚼運動経路を解析することを試みた。

２．研究結果について

１）運動軌跡について

� 曲率半径について

咀嚼終末部を巨視的かつ立体的に捉えることに

より，咀嚼終末部の開閉口経路は，連続的に彎曲

した運動軌跡であることを確認した。咀嚼終末部

の運動経路について，距離あるいは角度計測の報

告１４～１６）はされているが，経路自体の彎曲について

の報告はほとんどされていない。そこで各経路の

曲率について三次元座標データよりに円弧として

近似を行い，その半径を経路の曲率半径として彎

曲度を評価した。その結果，CLⅢ群はNormal

群に比較して開閉口両経路ともに彎曲の少ない直

線的な経路であった。また，同群内で運動経路を

比較したところ，両群ともに開口経路が閉口経路

に比べ彎曲が強く，その傾向はNormal 群におい

てより著明に認められた。Normal 群の開口経路

において彎曲が強く，これに対しCLⅢ群の開閉

口両経路が彎曲が弱く直線的であるということ

は，咀嚼終末部における運動様相がCLⅢ群と

Normal 群では異なり，水平方向への臼磨運動の

長短が運動経路の彎曲の強弱に影響しているもの

と推察される。

� 開閉口路角について

先人の研究１７，１８）において，正常咬合者に人工的

な咬合干渉を与えると開閉口路角が変化すること

から，この開閉口路角は上下歯牙の接触関係に強

く影響をうけることを報告している。また，新井

ら１９）は開閉口路角を前頭面投影像より検討した結

果，骨格性下顎前突者は正常咬合者の開閉口路角

に比べ小さい値を示し，その要因として骨格性下

顎前突者の咀嚼運動は上下的な運動が主で，側方

への運動範囲が小さいためと報告している。本研

究では，開閉口路角を三次元空間内での方向ベク

トルにより算出する方法であり，三次元的な開閉

口路角はCLⅢ群のものはNormal 群のものに比

べ顕著に小さい傾向を示した。これは，新井らの

報告と同様に骨格性下顎前突者の咀嚼運動経路は

開口経路と閉口経路に幅のない制約された線状の

運動軌跡であるのに対し，正常咬合者の経路は涙
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滴状の幅があり，自由度の高い運動軌跡であるた

めと考えられる。

２）運動動態の評価について

� 開閉口経路の運動動態について

咀嚼終末部の運動動態を三次元的に把握するた

め，開閉口経路上の三次元座標データより，運動

経路の方向ベクトルと平均座標点の収束性を評価

した。

方向ベクトルによる評価では，閉口経路および

開口経路ともにCLⅢ群はNormal 群に比べ同一

方向への運動経路であり，特に開口経路において

著明にその傾向を認めた。しかしながら，平均座

標点による評価では，閉口経路においてCLⅢ群

はNormal 群に比べ収束性が若干低い傾向を示し

た。これまで，不正咬合者は早期接触や咬頭嵌合

位の不安定性，歯牙による異常な側方への誘導の

ため，その咀嚼運動経路は一定せず乱れると考え

らてきたが１９～２２），本研究では，開閉口経路の方向

性において骨格性下顎前突者の終末部運動経路は

必ずしも正常咬合者に比較して不安定ではなく，

むしろ直線的な垂直方向への単純な運動が，経路

の方向性の一致に影響を及ぼしたものと考えられ

る。

また，同群内での閉口経路と開口経路を比較し

たところ，特にNormal 群において閉口経路が開

口経路に比べ収束している傾向を示した。森ら２３）

は，咀嚼運動経路のばらつきの程度は閉口経路が

開口経路に比べ小さく，その傾向はより垂直的に

下方に進むにつれ大きくなったと報告しており，

柴垣２４）は正常咬合者と交叉咬合者の咀嚼運動経路

を調べ，両群とも閉口経路が開口経路に比べ安定

性が高いことを報告している。その理由として，

閉口運動が開口運動に比べて歯牙や歯列ならびに

咬合により誘導され，顎反射機構により緊密に制

御されているものと示唆しており，本研究の対象

である咀嚼終末部においても同様の傾向が認めら

れた。

� 経路転換部の運動動態について

従来，正常咬合者における咀嚼運動は閉口経路

から咬頭嵌合位に収束し，そこで運動方向を変え

て開口経路へと移行するとされているが，端森

ら１０，２５）は静的な咬頭嵌合位と，実際に咀嚼運動経

路の終末位の位置が異なることがあり，またこの

咀嚼運動経路の終末位が複数回の咀嚼ストローク

において，同じ位置に収束しない場合があること

を報告している。本研究では，咀嚼終末部の運動

経路データを三次元座標表示ソフトにてコン

ピューターモニター上で確認した結果，閉口方向

から開口方向への運動経路の移行部である経路転

換部は一定せず，また，この経路転換部において

閉口経路と開口経路を１点で区分するような特異

点を見つけることはできなかった。そこで，経路

転換部の収束性を検討するために，各ストローク

における経路転換部座標群から代表点として平均

座標点を算出し，その平均座標間の三次元的距離

の大小により経路転換部の収束性を評価した。そ

の結果，平均値および標準偏差ともにCLⅢ群が

Normal 群に比べ大きい値を示し，収束性の低さ

を示した。これはCLⅢ群の咀嚼終末位がNormal

群に比べ不安定であることを示しているものと推

察される。

３）所要時間の評価について

咀嚼運動の客観的評価法として，運動経路の評価

に加え，運動リズムの研究が多く行われてきてい

る。正常咬合者と顎機能異常者あるいは不正咬合者

との咀嚼運動時の平均所要時間とその変動係数を比

較した研究では，顎機能異常者ならびに不正咬合者

の平均所要時間は正常者に比べて長く，変動係数は

大きい値を示していることより，平均所要時間と変

動係数の評価は機能面における異常を評価するため

の指標となることを報告３，２３）している。仲谷ら２６）

は，骨格性下顎前突者と正常咬合者の所要時間と変

動係数を比較した結果，平均所要時間，変動係数と

もに骨格性下顎前突群が正常咬合群に比べ大きい値

を示し，不正咬合者の中でも骨格性下顎前突者は特

に形態的変位が大きいため，その影響により時間的

評価においても咀嚼運動の安定性が欠けていること

を報告している。本研究において，CLⅢ群の平均

所要時間はNormal 群に比べ咀嚼終末部全体と閉口

経路において有意に大きい値を示した。また，変動

係数もCLⅢ群がNormal 群に比べて咀嚼終末部全

体において大きい傾向を示した。これはCLⅢ群の

咀嚼終末運動が食物の破断，粉砕ならびに臼磨に際

し不利な運動経路をとる中で，咀嚼効率を上げなけ
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ればならないことに起因しているものと考えられ

る。

３．総合評価および臨床的意義について

骨格性下顎前突者と正常咬合者における咀嚼運動

終末部経路の代表的な各１例を図１２と１３に示す。骨

格性下顎前突者の運動軌跡は，線状で開閉口経路に

幅がなく直線的であるのに対し，正常咬合者の運動

軌跡は，開閉口経路に幅があり，開口経路において

経路の彎曲が著明に認められる。また骨格性下顎前

突者の開閉口経路は，ほぼ同一方向への収束した運

動経路であるのに対し，正常咬合者の開口経路は閉

口経路に比べ，多方向へばらついていることが確認

できる。

久野ら，長谷２７～３０）は，有限要素法を用いて食物の

粉砕過程について解析し，咀嚼終末部における水平

方向への臼磨運動が大きいことがより咀嚼効率を高

めていることを報告している。また，Jeryl３１）や田

村４）は，咀嚼粉砕試験や筋活動の評価により骨格性

下顎前突者の咀嚼能率が正常咬合者に比べ低いこと

を報告している。これらの研究と本研究の結果よ

り，骨格性下顎前突者の咀嚼終末部は正常咬合者に

比べ直線的で開閉口経路に幅がなく，水平成分の少

ない運動経路であるため食物の粉砕にあたり不利な

条件であり，その結果が咀嚼時間の延長につなが

り，リズムの安定性が欠けているものと考えられ

る。

正常咬合者における咀嚼運動では，下顎歯列に乗

せた食物を破断，粉砕して臼磨すること動きがス

ムーズに行われるのに対し，骨格性下顎前突者は食

物を垂直的に上下歯牙が接触するところまで噛み込

み，臼磨運動が少ないと推察される。その要因とし

て骨格性下顎前突者における上下顎骨関係の異常，

あるいは前歯部の逆被蓋関係や大臼歯関係のずれ，

さらには顎関節部の形態的および機能的異常の影響

が考えられるが，今後のさらに咀嚼周囲筋の機能的

問題を加えて検討する必要があると考えられる。

本研究により，骨格性下顎前突者と正常咬合者の

咀嚼終末部における運動様相の違いが三次元的にか

つ詳細に明らかにされ，それにより骨格性下顎前突

者は極めて非効率な咀嚼運動が営まれていることが

示唆された。

これまで歯科矯正学分野では，治療に際しその不

正の診断基準および治療ゴールの設定には形態的あ

るいは審美的な評価が大部分を占めている。しかし

ながら，今後，本研究に見られるような機能面にお

けるデータが蓄積され，機能的な不正の評価がより

充実したものになれば，矯正歯科治療の果たす役割

や意義も大きく変わってくるものと考えられる。

結 論

骨格性下顎前突者１０名（CLⅢ群）における咀嚼運

動終末部の運動様相を明らかにすることを目的と

し，下顎切歯点における運動経路について形態的な

らびに機能的に異常のない正常咬合者１０名（Normal

群）と比較検討し，以下の結論を得た。

図１２ 骨格性下顎前突者の咀嚼運動終末部経路の１例 図１３ 正常咬合者の咀嚼運動終末部経路の１例

小坂：骨格性下顎前突者の咀嚼運動終末部経路２１２
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１）CLⅢ群における開閉口経路の運動軌跡は，

Normal 群に比べ彎曲が弱く，直線的な運動経路

であり，開閉口路角はCLⅢ群がNormal 群に較

べ著しく鋭角に収束していた。

２）CLⅢ群における開閉口経路の運動動態は，

Normal 群に比べ同一方向への運動である傾向を

示し，その傾向は開口経路において著明に認めら

れた。また経路転換部は，CLⅢ群がNormal 群

に較べ収束性の低い傾向を示した。

３）CLⅢ群は，Normal 群に比べ閉口経路の所要

時間が長く，その結果咀嚼終末部全体の所要時間

に差を認め，また咀嚼終末部全体の変動係数は

CLⅢ群がNormal 群に比べ大きい値を示した。

本論文の要旨は，第２７９回東京歯科大学学会例会

（２００５年６月４日，千葉），第６４回日本矯正歯科学会

大会（２００５年１０月１２日，横浜）において発表した。
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Three-dimensional analysis of terminal masticatory movement path in skeletal
mandibular protrusion patients

Tatsuya KOSAKA

Department of Orthodontics, Tokyo Dental College

Key words : Terminal masticatory movement, Skeletal manndibular protrusion, Three-dimensional analysis

To investigate the path of terminal masticatory movement in 10 skeletal mandibular protrusion pa-

tients the masticatory movement path at the mandibular incisal point was three-dimensionally recorded，

and compared with that in１０normal occlusion subjects with no functional or morphological abnormalities．

The angle of the opening and closing path during masticatory movement was smaller in skeletal mandi-

bular protrusion patients than in normal occlusion subjects showing a linear opening and closing path with

slight curves． Both paths followed the same direction in skeletal mandibular protrusion patients，in con-

trast to those in normal occlusion persons，with the shift area in the movement path from closing to open-

ing revaling low convergence． The mean time required was longer than that in normal occlusion subjects

and masticatory rhythm was unstable in skeletal mandibular protrusion patients．

Our results three-dimensionally revealed differences in masticatory movement in the terminal path

area between skeletal mandibular protrusion patients and normal occlusion subjects，suggesting that the

former perform markedly ineffectivemasticatory movement．（The Shikwa Gakuho，１０６：２０３～２１４，２００６）
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