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抄録：下顎に対する殴打あるいは衝突に伴い上下歯

列間および顎関節を介して伝達される衝撃は，口腔

内外傷および脳震盪を引き起こすことが知られてい

る。本研究では，歯列を介して伝達される衝撃が，

上下歯列間に緩衝シートを介在させることによっ

て，どの程度緩解するかについて，頭部シミュレー

タを用いて検討を行った。実験にあたっては，上下

歯列間および顎関節における衝撃の伝達条件を，上

下歯列および顎関節をそれぞれレジンで接触させた

場合と緩衝シートを介在させた場合との組み合わせ

により４種類とし，ハンマーによる下顎下縁の殴打

時の衝撃を，上顎前歯歯頸部，前頭部および顎関節

部の３点の衝撃加速度波形として記録した。下顎底

の殴打により生じた衝撃は，上下歯列間に緩衝シー

トを介在させることによりピーク値が小さく，ピー

ク値までの所用時間が著しく延長する。このことよ

り上下歯列間にマウスガードのように緩衝能のある

ものを介在させることにより下顎からの歯列や頭蓋

への衝撃の伝達を小さくした。

緒 言

格闘技であるボクシングでは，顎口腔領域の外傷

および脳震盪等の防止のために，マウスガードの装

着が義務化されている。一方，選手のぶつかり合い

を伴うアメリカンフットボールではフェイスガード

付きヘルメットおよびマウスガードが着用されてい

るが，近年になって多くのコンタクトスポーツにお

いてもマウスガードの装着の普及が望まれている状

況となっている。

これらの競技中には，選手同士の衝突あるいは選

手と使用器具との衝突によって，選手の歯冠及び歯

根の破折，歯の脱臼，歯の陥入，歯槽骨骨折，下顎

骨頸部骨折や下顎角部骨折，といった種々の口腔領

域の外傷が起こっている１，２）。それらの予防や軽減

に，マウスガードの評価は高く，その着用の有効性

が検討され３～１３），ボクシングやアメリカンフット

ボールではマウスガードの着用が義務付けられ，空

手，ラグビー，ラクロス等でもマウスガードの装着

が一部義務付けられている１４，１５）。

マウスガードの効果としてアッパーカットのよう

に下顎への殴打が加えられ，その衝撃が歯，歯列や

顎関節を介して上顎や頭蓋に伝達されるといった状

況においての脳震盪の防止１６～１９）もその目的の一つで

あると考えられる，しかし，下顎への殴打等の衝撃

がどのようにして歯，歯列や顎関節を介して上顎や

頭蓋に伝達されるか，また，マウスガードの着用に

よって衝撃がどの程度軽減するのかについては不明

な点が多い。

そこで著者らは，人の頭蓋骨模型を用いたシミュ

レータ（以下頭部シミュレータと略記）を使用し，下

顎下縁への殴打によって生じた衝撃が上下歯列間

（以後，歯列間と略記）に緩衝シートを介在させるこ

とによってどのような影響を受けるのか検討を行っ

た。

実験方法

１．頭部シミュレータ

頭部シミュレータは３分割式人頭部骨模型（３B
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Scientific 社製，ドイツ）を改造して用いた。まず，

歯列保護のため全ての歯間空隙を超速硬性常温重合

レジン（ユニファストⅡ，ジーシー，日本）（以下レ

ジンと略記）で塞ぎ，咬合に関しては中心咬合位に

おいて可及的に全ての歯牙が均等に接触するように

咬合調整を行った。また，顎関節部には凹面を形成

し，関節窩と下顎頭の間に３mmの均一な空隙を設

定し，関節内に介在物をはめ込めるようにした。ま

たシミュレータの頭蓋内部には油粘土１．５kgを充填

した。頭部シミュレータの位置づけおよび固定は井

口ら２０）や瓦井ら２１）小田切ら２２）の実験を参考に行い，

咬合平面が床面に対して垂直かつ左右的に傾きのな

い状態になるように位置固定を行い水平器によりそ

の確認を行った。

頭部シミュレータに衝撃を与える方法は，向井

ら２３），須山ら２４）の方法を参考に振り子式のハンマー

形態の加振装置（以下，ハンマーと略記）による殴打

とし，殴打の条件は，頭部の重量０．３kg，総重量

０．４kg，把柄の長さ２５cmのハンマーを垂直軸に対

して３０度引き上げた位置からの回転落下とし，ハン

マーの把柄が垂直軸に平行になる位置でハンマーの

殴打部が頭部シミュレータと接触するようにした。

ハンマーの殴打面には半球形態のゴムを接着し，被

殴打部に印を付けることにより殴打部位の再現性を

確保した。殴打部位は下顎下縁のオトガイ正中部，

下顎角部，およびその中央部とした。下顎下縁中央

部および下顎角部は左側を殴打側とした。尚，実験

は装置の仕組みに十分精通した同一の実験者により

同一日時に行った。

２．加速度計および計測部位

加速度の計測部位は上顎中切歯歯頸部，頬骨弓の

顎関節に近い部位（以下，顎関節部と略記），前頭部

の眉間（以下，前頭部と略記）とし生体において計測

を行う際にも計測可能な部位とした。また，顎関節

部は殴打側である左側を計測部位とした。各計測部

位には圧電式加速度変換器（SV１１０４，NEC三栄，

日本）をメーカー指定の方法で頭頂方向を正として

取り付けた。加速度変換器によってピックアップさ

れた衝撃はチャージアンプ（RT３１‐１５９，NEC三

栄，日本）にて増幅したのち記録計（RT３４２４，NEC

三栄，日本）にて記録した。

記録の方法は，ハンマーによる殴打が行われた瞬

間を０とし，サンプリングタイム１００µsec により，

１００００µsec までとした。計測は各条件につき１０回行

い，衝撃値の最大値および，殴打から衝撃の最大値

に達するまでに要する時間について，平均値を比較

検討した。この際，統計処理としてFisher の最小

有意差法による多重比較検定を行った。

３．歯列間および顎関節部の介在条件

シミュレータの歯列間および顎関節部の介在条件

は，顎関節部無介在，歯列間無介在（以下，硬関

節・硬歯列と略記）。顎関節部に緩衝シート介在，

歯列間無介在（以下，軟関節・硬歯列と略記），顎関

節部無介在，歯列間に緩衝シート介在（以下，硬関

節・軟歯列と略記），顎関節部に緩衝シート介在，

歯列間に緩衝シート介在（以下，軟関節・軟歯列と

略記）の４条件とした。なお，本研究では緩衝シー

ト（θ－６ゲル厚さ３mm，GELTEK，日本）を用いた。

θ－６ゲルの機械的性質は比重１．０６，引張強度１．５８

MPa，伸び４８０％，ヤング率６７０．３kPa である。

結 果

１．衝撃加速度波形の代表例

実験によってサンプリングされたデータを，縦軸

に加速度を，横軸に時間をとり，各値をプロット

し，それらを滑らかに繋なぐと図１に示したような

波形が得られる。殴打部オトガイ，計測部位上顎前

歯歯頸部における代表的な波形を介在条件ごとに示

す。

１）硬関節・硬歯列の波形

硬関節・硬歯列の波形は図２に示すように衝撃が

加えられると短時間で高いピーク値に達している。

この例でのピーク値は２０２Ｇ，ピーク値までの所要

図１ 衝撃加速度波形の代表例

早川，他：歯列を介して伝達される衝撃の緩和８２
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時間は３００µsec であった。

２）軟関節・硬歯列の波形

軟関節・硬歯列の波形は図３に示すように，やや

ピーク値も低くピークまでの所要時間も若干延長は

しているが短時間で高いピークに達する硬関節・硬

歯列に近似した波形となる。

この例でのピーク値は２０１Ｇ，ピーク値までの所

要時間は５００µsec であった。

３）硬関節・軟歯列の波形

硬関節・軟歯列の波形は図４に示すように衝撃が

加えられると緩やかに立ち上がり比較的長い時間を

かけ低いピーク値に達する波形となる。この例での

ピーク値は８７Ｇ，ピーク値までの所要時間は１７００

µsec であった。

４）軟関節・軟歯列の波形

軟関節・軟歯列の波形は図５に示すように衝撃が

加えられるとゆるやかに立ち上がり長い時間をかけ

低いピーク値に達する硬関節・軟歯列と近似した波

形となる。この例でのピーク値は７７Ｇ，ピーク値ま

での所要時間は９００µsec であった。

２．衝撃加速度のピーク値

１）上顎前歯歯頸部における衝撃加速度のピーク値

オトガイ部殴打時における衝撃加速度のピーク値

の平均は図６-ａに示すように硬関節・硬歯列，軟関

節・硬歯列で２００G以上の大きな値になり，硬関

節・軟歯列，軟関節・軟歯列で１００Ｇ以下の小さい

値になった。中央部殴打時における衝撃加速度の

ピーク値の平均は図６‐ｂに示すように硬関節・硬歯

列，軟関節・硬歯列において２００Ｇ以上の大きな値

となり，硬関節・軟歯列，軟関節・軟歯列では８０Ｇ

と小さかった。次に下顎角部殴打時における衝撃加

速度のピーク値の平均は図６‐ｃに示すように硬関

図２ 殴打部オトガイ部 硬関節・硬歯列における上顎前
歯歯頸部の波形の代表例

図３ 殴打部オトガイ部 軟関節・硬歯列における上顎前
歯歯頸部の波形の代表例

図４ 殴打部オトガイ部 硬関節・軟歯列における上顎前
歯歯頸部の波形の代表例

図５ 殴打部オトガイ部 軟関節・軟歯列における上顎前
歯歯頸部の波形の代表例
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節・硬歯列，軟関節・硬歯列で約２００Ｇとそれ以上

といった大きい値となり，硬関節・軟歯列，軟関

節・軟歯列で約５０Ｇとそれ以下という小さい値であ

り，どの殴打部位においても歯列間無介在の２条件

と歯列間緩衝シート介在の２条件の間には有意差が

みられた。

２）前頭部における衝撃加速度のピーク値

オトガイ部殴打時における衝撃加速度の最大値の

平均は図７‐ａに示すように硬関節・硬歯列，軟関

節・硬歯列では２００Ｇ以上の大きな値を示し，硬関

節・軟歯列，軟関節・軟歯列では１３０Ｇ以下の比較

的小さい値であり歯列間無介在の２条件と歯列間緩

衝シート介在の２条件の間にはいずれも有意差がみ

られた。中央部殴打時における衝撃加速度のピーク

値の平均は図７‐ｂに示すように各条件間で有意差は

見られなかったものの，硬関節・硬歯列，軟関節・

硬歯列では１５０Ｇ以上の比較的大きな値を示し，硬

関節・軟歯列，軟関節・軟歯列では１２０Ｇの比較的

小さい値であった。下顎角部殴打時における衝撃加

速度のピーク値の平均は図７‐ｃに示すようにすべて

の介在条件において１００Ｇ以下の小さい値であっ

た。

３）顎関節部における衝撃加速度のピーク値

オトガイ部殴打時における衝撃加速度のピーク値

の平均は図８に示すようにすべての殴打部位，介在

条件において１１０Ｇ以下の小さい値であった。

３．衝撃加速度のピーク値までの所要時間

１）上顎前歯歯頸部に於ける衝撃加速度の最大値ま

での時間

オトガイ部殴打時における衝撃加速度のピーク値

までの所要時間の平均は図９‐ａに示すように硬関

節・硬歯列，軟関節・硬歯列で短く４００µsec 以下と

図６ 上顎前歯歯頸部における殴打部位別 各介在条件の
ピーク値

図７ 前頭部における殴打部位別 各介在条件のピーク値

図８ 顎関節部における殴打部位別 各介在条件のピーク値 図９ 上顎前歯歯頸部における殴打部位別各介在条件間の
ピーク値までの所要時間平均の比較

早川，他：歯列を介して伝達される衝撃の緩和８４
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短くなり，硬関節・軟歯列，軟関節・軟歯列で１０００

µsec 以上と長くなった。次に中央部殴打時におけ

る衝撃加速度のピーク値までの所要時間の平均は図

９‐ｂに示すように硬関節・硬歯列，軟関節・硬歯列

で４５０µsec 以下と短くなり，硬関節・軟歯列，軟関

節・軟歯列で１３００µsec 以上と長くなった。次に下

顎角部殴打時における衝撃加速度のピーク値までの

所要時間の平均は図９‐ｃに示すように硬関節・硬歯

列，軟関節・硬歯列で５００µsec 以下と短くなり，硬

関節・軟歯列，軟関節・軟歯列で９００µsec 以上と長

く，どの殴打部位においても歯列間無介在の２条件

と歯列間緩衝シート介在の２条件の間には有意差が

みられた。

２）前頭部における衝撃加速度の最大値までの所要

時間

オトガイ部殴打時における衝撃加速度のピーク値

までの所要時間の平均は図１０‐ａに示すように硬関

節・硬歯列，軟関節・硬歯列で７００µsec と短く，硬

関節・軟歯列，軟関節・軟歯列で２０００µsec と長

かった。次に中央部殴打時における衝撃加速度の

ピーク値までの所要時間の平均は図１０‐ｂに示すよ

うに硬関節・硬歯列，軟関節・硬歯列で５００µsec 以

下と短く，硬関節・軟歯列，軟関節・軟歯列で２０００

µsec 以上と長かった。次に下顎角部殴打時におけ

る衝撃加速度のピーク値までの所要時間の平均は図

１０‐ｃに示すように硬関節・硬歯列，軟関節・硬歯

列で６５０µsec と短く，硬関節・軟歯列，軟関節・軟

歯列で９００以上と比較的長く，殴打部下顎角部の硬

関節・硬歯列と硬関節・軟歯列の間に有意差がみら

れなかった以外はどの殴打部においても歯列間無介

在の２条件と歯列間緩衝シート介在の２条件の間に

は有意差がみられた。

３）顎関節部における衝撃加速度のピーク値までの

所要時間

オトガイ部殴打時における衝撃加速度のピーク値

までの所要時間の平均は図１１‐ａに示すように硬関

節・硬歯列，軟関節・硬歯列で１２００µsec 以上，硬

関節・軟歯列，軟関節・軟歯列で２０００µsec 以上と

長かった。次に中央部殴打時における衝撃加速度の

ピーク値までの所要時間の平均は図１１‐ｂに示すよ

うに硬関節・硬歯列，軟関節・硬歯列１３００µsec 以

上，硬関節・軟歯列，軟関節・軟歯列で２４００µsec

以上と長かった。次に下顎角部殴打時における衝撃

加速度のピーク値までの所要時間の平均は図１１‐ｃ

に示すように硬関節・硬歯列，軟関節・硬歯列，硬

関節・軟歯列で７００µsec と比較的短く，軟関節・軟

歯列では１２９０µsec と長かった。

４．各介在条件間の衝撃波形のピーク値と所要時間

の比較

１）上顎前歯歯頸部

ピーク値とピーク値までの所要時間の対応を図示

すると，図１２に示すように，明らかに歯列間無介在

の条件はグラフ左上に位置し（短い時間で高いピー

クに達している），歯列間緩衝シート介在の条件は

グラフ右下にみられた（長い時間をかけ低いピーク

に達している）。

２）前頭部

ピーク値とピーク値までの所要時間の対応を図示

図１０ 前頭部における殴打部位別各介在条件間のピーク値
までの所要時間平均の比較

図１１ 顎関節部における殴打部位別各介在条件間のピーク
値までの所要時間平均の比較
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すれば，図１３に示すように，上顎前歯歯頸部に比べ

るとばらつきは大きくなるものの歯列間無介在の条

件はグラフ左上に位置し（短い時間で高いピークに

達している），歯列間緩衝シート介在の条件はグラ

フ右下にみられた（長い時間をかけ低いピークに達

している）。

３）顎関節部

ピーク値とピーク値までの所要時間の対応を図示

すれば，図１４に示すように，ピークに達するまでの

時間は歯列間緩衝シート介在の条件のほうが長い傾

向を示すがピーク値においてはその差はほとんどな

く一様に低い値を示した。

考 察

１．実験方法について

下顎に衝撃が加えられた際に，その衝撃が歯列や

顎関節を介し上顎や頭蓋にどのように伝達されてい

るのかについて，また歯列間にマウスガードのよう

な緩衝効果のあるものを介在させた場合に衝撃の伝

達にどのような影響がでるのかについては不明な点

が多い。そこで今回著者らは人頭部模型を用いたシ

ミュレータ上で歯列間及び顎関節部に緩衝シートを

介在させ下顎を殴打することにより検討を行った。

今日までマウスガードによる緩衝能に関して様々

な報告がなされているが，その内容は，マウスガー

ドの素材そのものに対する基礎実験や対象を単一歯

牙もしくは，上顎歯列模型とし，外力の加え方もマ

ウスガードに直接圧力や衝撃を与えるものが多

く２１，２５～２９），マウスガード装着による外力の緩衝効果

に関しては，Hickey３０）らにより頭蓋内の圧力波の振

幅と側頭骨のひずみ量が減少することが，また田島

ら３１）による乾燥頭蓋を使用した研究で頬骨上顎骨領

域の骨のひずみが減少することが，報告されている

にとどまっている。

また顔面頭蓋の解剖学的条件を考えると，下顎に

対する衝撃が上顎や頭蓋に伝達される際の顎関節の

影響は無視できないと考えられ，マウスガード装着

による顎関節への影響については佐伯ら３２）による有

限要素解析法を用いた研究によりマウスガードを装

着した小児の下顎に外力が加えられた際にはマウス

ガードの厚径が増大するほど下顎頚部に高い応力が

発現することが，また中島ら３３，３４）により衝撃性の閉

口が起こった際の下顎骨での加速度及びひずみが減

少することが，Takeda et al３５）によって不正な咬合

状態で作製されたマウスガードの装着により下顎骨

の骨折を励起しうることが報告されている。しかし

ながら下顎に加えられた衝撃が上顎や頭蓋に伝達さ

れる際の咬合面間と顎関節部についての検討はほと

んどなされていない。そこで今回著者らは歯列間に

緩衝シートを介在させることによりマウスガード等

の装着が下顎体殴打時に上顎や頭蓋に伝達される衝

図１２ 上顎前歯歯頸部における衝撃波形ピーク位置の比較 図１３ 前頭部における衝撃波形ピーク位置の比較

図１４ 顎関節部における衝撃波形ピーク位置の比較
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撃を緩和しうるかを検討した。

シミュレータ作成にあたっては，衝撃を与えその

伝達を調査する以上，内部構造や素材が実際とは異

なるという短所はあるが，形態的な近似を考慮し，

教材用の人頭蓋模型を改造することにした。人頭蓋

模型の利点には素材が樹脂であるため形態の修正お

よび加工が容易であるので，顎関節部の機能付与も

容易になる点が挙げられる。

また上下顎の連結は熊澤ら３６）の実験を参考にゴム

リングを使用することにより，歯列間への緩衝シー

トの介在を確実に行えるようにした。頭蓋内部は油

粘土で満たすことによって人体に近似した脳重量を

付与した。頭蓋内部の充填物に関しては向井ら２３）が

その実験のなかで水を，須山ら２４）が豆腐を入れ，頭

蓋内部が空の時に比べ生体の条件に近いとしている

が，水，豆腐とも蒸発や水漏れといった問題点があ

り，これを参考に著者は水分も少なく適度な付形性

があり，なおかつ頭蓋内部の容量に対する重量が人

体の脳重量３７）に非常に近い油粘土を用いた。本実験

で用いた緩衝シートの厚さは，荒木ら２９）熊澤ら３６）が

マウスガードの厚さは２～３mmが望ましいとして

おりそれに準じた。

計測に使用した圧電式加速度変換器は形状１３×４

×４mm 質量１．３gと小型，軽量であるため，取

り付け場所や方向付けの自由度が大きく，専用接着

スタッドの使用により曲面にも取り付けが容易であ

り，有用であると判断された。

２．衝撃の計測について

下顎に加えられた衝撃が上顎や頭蓋に伝達される

際主として大きく３つの経路が考えられる。すなわ

ち，下顎骨→下顎歯列→上顎歯列→上顎骨及び頭蓋

という歯列を介しての経路と，下顎骨→下顎枝→顎

関節窩→側頭骨及び頭蓋といった左右顎関節を介し

ての２経路の合計３経路である３６）。従って，衝撃を

加える条件として，オトガイ部，下顎角部および中

央部の３条件を設定したが，下顎から上顎や頭蓋に

衝撃が伝達される際その多くは歯列を介した経路に

よっておこり３２），顎関節部を介した経路の影響は少

ないと思われる。ただし殴打部位を顎関節に近い部

位にすると顎関節からの伝達が増えるが，人体の解

剖学特徴をみても体幹から離れたオトガイ部に頭頂

方向への衝撃が加えられる機会に比べ体幹に近い下

顎角部に頭頂方向への衝撃が加えられる可能性は低

いと考えられる１，２）。

３．衝撃加速度のピーク値とピーク値までの所要時

間について

１）上顎前歯歯頸部について

オトガイ殴打時には，顎関節の条件によらず歯列

間無介在時においてピーク値が大きく所要時間が短

く，歯列間緩衝シート介在字でピーク値が小さく所

要時間が長い特徴がみられた。

つぎに，中央部殴打時においても顎関節の条件に

よらず歯列間無介在時においてピーク値が大きく所

要時間が短く，歯列間緩衝シート介在字でピーク値

が小さく所要時間が長い特徴がみられた。

さらに，下顎角部殴打時においても顎関節の条件

によらず歯列間無介在時においてピーク値が大きく

所要時間が短く，歯列間緩衝シート介在字でピーク

値が小さく所要時間が長い特徴がみられた。以上に

より上顎前歯歯頸部で計測した衝撃値は，殴打部位

や顎関節の条件が異なっても歯列間無介在時におい

てピーク値が大きくピーク値までの所要時間が短

い，これに対して，歯列間緩衝シート介在時ピーク

値が小さく，ピーク値までの所要時間が長いことが

判明した。

ここで衝撃の大きさの比較方法として，ピーク値

をピーク値までの所要時間で除した指数を用いると

（傾斜に相当し，この指数が大きければより短い時

間で大きなピーク値に達したことになる）２８，２９，３１），歯

列間無介在時では２２０／３５０＝０．６がこの指数の下限，

歯列間緩衝シート介在時では８０／１０９０＝０．０７が指数

の上限となる，従って，歯列間に緩衝シートを介在

させることによって下顎殴打時に上顎前歯歯頸部に

伝達される衝撃は八分の一以下に緩和しうると判断

される。このことより様々な場面で下顎に衝撃が加

えられた際，マウスガード等の緩衝能のある物を歯

列間に介在させておくことによって歯牙同士の衝突

により起こる前歯の破折，脱臼や陥入などの外傷を

効果的に防止することが可能と判断できる。

２）前頭部について

まず，オトガイ部殴打時には顎関節の条件による

ことなく歯列間無介在時にピーク値が大きく，ピー

ク値までの所要時間が短く，歯列間緩衝シート介在

時にピーク値が小さく，ピーク値までの所要時間が
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長い特徴が見られた。

つぎに，中央部殴打時には歯列間無介在時と歯列

間緩衝シート介在時とのピーク値の差は小さくなっ

たものの，ピーク値までの所要時間の差は著しく増

大した。

さらに，下顎角部殴打時の衝撃加速度のピーク値

は硬関節・硬歯列，軟関節・硬歯列および硬関節・

軟歯列で大きく，軟関節・軟歯列で小さかった。つ

ぎにピーク値までの所要時間は硬関節・硬歯列，軟

関節・硬歯列および硬関節・軟歯列で短く，軟関

節・軟歯列で長かった。硬関節・硬歯列，軟関節・

硬歯列，硬関節・軟歯列のピーク値の差が小さかっ

た。

各条件間の衝撃の大きさの比較方法として，ピー

ク値をピーク値までの所要時間で除した指数を用い

ると，歯列間無介在では９０／６４０＝０．１３が指数の下

限，歯列間緩衝シート介在では９０／９４０＝０．０９が指数

の上限となる。すなわち歯列間無介在時における衝

撃の大きさは，歯列間緩衝シート介在に比較して少

なくても約１．４倍大きいことになる。このことから

下顎に加えられた衝撃が前頭部に伝達される際，歯

列間に緩衝シートを介在させることによってその伝

達を若干緩和しうると判断され，様々な場面におい

て下顎に衝撃が加えられた際に歯列間にマウスガー

ドのような緩衝能のあるものを介在させておくこと

によって前頭部における衝撃加速度を多少なりとも

減少させ，脳震盪等の脳に対する障害を防止ないし

軽減しうると判断できる。

３）顎関節部について

オトガイ部殴打時では歯列間無介在時と歯列間緩

衝シート介在時のピーク値の差がほとんど消失し，

しかもピーク値までの所要時間がいずれも１０００µsec

以上の数値を示した。

次に中央部殴打時では歯列間無介在時と歯列間緩

衝シート介在時のピーク値の差がほとんど消失し，

しかもピーク時までの所要時間がいずれも１３００µsec

以上の数値を示した。

さらに，下顎角部殴打時では歯列間無介在時と歯

列間緩衝シート介在時で衝撃加速度のピーク値は差

が少なく，ピーク値までの所要時間の差が消失し

た。

上顎前歯歯頸部および前頭部では，殴打部位が異

なっても，硬関節・硬歯列と軟関節・硬歯列とで

ピーク値が大きくしかもピーク値までの所要時間が

短く，硬関節・軟歯列と軟関節・軟歯列とでピーク

値が小さくピーク値までの所要時間が長い結果で

あったが，顎関節部ではこれと異なっていた。

各条件間の衝撃の大きさの比較方法として，ピー

ク値をピーク値までの所要時間で除した指数を用い

ると，硬咬合面では８０／１３８０＝００６，が指数の下限，

軟咬合面では６０／６８０＝０．０９が指数の上限となる。

このことから下顎に衝撃が加えられた際，歯列間

にマウスガードのような緩衝能のあるものを介在さ

せても顎関節に伝達される衝撃はあまり緩和されな

いが，その衝撃自体が小さいため，マウスガードの

着用が顎関節の保護的には働かないものの悪影響を

与えるとも判断しがたい。

以上によって下顎に衝撃が加えられうる条件下に

おかれるスポーツではマウスガード着用が顎口腔領

域でのスポーツ外傷の軽減，予防に有用であると判

断できる。

総括および結論

１．下顎下縁の殴打時に緩衝シートの顎関節無介

在，歯列間無介在時に上顎および前頭部に伝達さ

れる衝撃は，衝撃加速度のピーク値が大きくしか

もピーク値までの所要時間が短いので，伝達され

る衝撃は大きい。

２．顎関節部の緩衝シートの介在条件を変化させて

も各計測部で得られた衝撃加速度のピーク値や

ピーク値までの所要時間の変化は少ない。

３．歯列間に緩衝シートを介在させると，歯列を介

して上顎及び頭蓋に伝達される衝撃は，衝撃加速

度のピーク値が減少し，しかもピーク値までの所

要時間が著しく延長する。

４．以上より下顎下縁の殴打に伴い下顎から上顎及

び頭蓋に伝達される衝撃は，歯列間に緩衝シート

を介在させることにより緩和されることが示唆さ

れた。

本論文の要旨は，第１０回顎顔面バイオメカニクス学会（２００３
年７月４日，東京）平成１５年度日本補綴歯科学会東関東支部
総会第７回学術大会（２００４年２月８日，さいたま）において発
表した。
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Reduction of impact transmitted through dentition
by intervening stress-breaking sheet
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Oral injury and concussion occur when the mandible is subjected to a large impact． In this study，

we investigated stress reduction by an intervening stress-breaking sheet． Four conditions of force trans-

mission were prepared to test the stress-breaking sheet intervening between the dentition and temporo-

mandibular joints in a plastic skull． Accelerative waves caused by assault on the mandibular border

were recorded at the medial area of the upper incisal teeth at the central part of the frontal bone and at

the temporo-mandibular joint．

Impact wave without the stress-breaking sheet showed a large peak value and a shorter time required

to reach its peak． With the stress-breaking sheet，the peak values of the impact wave decreased and

time required to reach its peak was longer．

This suggests that impact force transmitted through dentitions decreases remarkably with an interven-

ing stress-breaking sheet． （The Shikwa Gakuho，１０６：８１～９０，２００６）

早川，他：歯列を介して伝達される衝撃の緩和９０
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