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歯学の進歩･現状-

褒歯顎の唆合採稗におけるタッビング･ポイント

措記法の臨床術式に関する研究*

尾　松　素　樹

東京歯科大学歯科補額学第-諌座

Study on the Clinical Technique of Tapping

Point Drawing Method for Registration of

Maxillomandibular Relation for Edentulous Patients

Motoki Omatsu

Department of Complete Denture Prosthodontics,

Tokyo Dental College

は　じ　め　に

短歯項症例や唆頭族合位の失われた症例などの顎位の

決定すなわち唆合採待は義歯がその機能を十分に果たす

かどうかを左右する重要な臨床術式のひとつである｡特

に水平的(前後左右的)位置の決定は垂直的(上下的)位置

に比較して正確さが要求される｡この水平的位置を決定

する方法には種々なものがあるが,その中でも下顎の限

界運動路であるゴシック･アーチを描記し,これを参考

にしてのタッビング･ポイントの括記による項位の決定

方法D-5)は,比較的簡便な術式であり客観的に顎位の確

認および決定ができるという利点を有している｡

われわれの教室において,この方法を用いる場合の

患者に取らせるべき姿勢6囲),タッビング運動時の開閉

速さ6),7)開口萱6).7)力8),9)描記装置の括記板

8) ,9)および描記釘10) ,ll)の設定条件について有歯寛被験例

を対象に調査を行ない,適正なタッビング･ポイントを

描記させるためのこれらの具体的な設定条件について報

告した.しかし,これらは有歯寛被験例を対象にした蓋

礎的研究であるoそこで実際に無菌顎者のタッビング･

ポイントの出現状況についての調査が必要と考え,無菌

*本稿は平成2年度東京歯科大学学長奨励研究として,
第243回東京歯科大学学会例会(平成3年6月8日,千葉)
において特別註漬したものである｡

顎被験者を対象にタッビング時の力,姿勢および描記装

肴の描記仮の条件を種々に設定し,これらの条件がタッ

ビング･ポイントにどのような影響を及ぼすかを調査

し,このタッビング･ポイント応用の唆倉採得の臨床術

式について検討することにした｡

まず本論に入る前にタッビング･ポイント措記法につ

いての概要と現在までのこの方法に関する基礎的な研究

について述べることにする｡

1　タッビング･ポイント描詑法とは

無菌顎症例の唆合採待は上下的な項の位産関係(垂直

的顎位)および前後左右的な顎の位置関係(水平的顎位)

を決定することであり,それぞれの位置関係を決定する

方法には様々なものがある｡われわれの教室で水平的顎

位を決定する方法として推奨しているタッビング･ポイ

ント描記法｡尋)とは,口腔内項運動捧措記装置(ゴシッ

ク･アーチ･トレーサー)を用いて患者に下顎の限界運

動と習慣性開閉運動いわゆるタッビング運動を行わせ,

括記坂上に描かれた限界運動路であるゴシック･アーチ

を参考にしてタッビング･ポイントから寛位を決定する

方法である｡(図1, 2, 3)

またタッビング･ポイントは1点で描記されるのでな

く,タッビング･ポイントがいくつか集合してある範囲
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尾松:無歯顎の唆倉採待におけるタッビング･ポイント

図1　口腔内項運動捧描記装置

図2　口腔内顎運動露描記装置を口腔内に装置した
状態

を示して描記される｡われわれはこのように点の集合と

してタッビング･ポイントを表現する場合に特にタッビ

ング･エリアと呼んでいる｡

有歯顎者の矢状面での限界運動路と習慣性開閉運動按

とを図4に示すが,左側は唆頭族合位から下顎が後方に

移動し最後退位いわゆる中心位をとる症例,右側は唆頭

族倉位から後方に下顎が移動しない症例すなわち唆頭蕨

合位といわゆる中心位とが一致する症例である｡いずれ

の場合も習慣性開閉運動露の閉口露の終末位は唆頭蕨合

位に一致することから習慣性開閉運動銘の閉口路の終末

櫨が最後退位と一致する症例と一致しない症例とが存在

することになる｡

無菌顎者の限界運動露を図5に示すo有歯顎の場合と

同様に,ある唆合高径での習慣性開閉運動露と後方限界

運動路とが一致する場合とそうでない場合とが成立し,

これを水平面で観察するとタッビング･ポイントとゴ

シック･アーチの了貢点とが一致する場合とそうでない場

合とが出てくる12),13)ことになる｡

図3　括記坂上に播かれたゴシック･アーチとタッ
ビング･ポイント

二二　　　I

閉運動露

●　　　　　　　　　　　　　●

図5　無菌項者の限界運動路とゴシック･アーチとタッ
ビング･ポイントとの位置関係

このようにタッビング･ポイント括記法は患者の習

慣性の開閉運動に基づいた水平的顎位を決定する方法

であるが,習慣性開閉運動は患者の体位14)-18)頭位14)-

18)開口量19),20)開閉遠さ21)力D.22)および精神状態23)

などの影響を受けることが報告されている｡従ってタッ

ビング･ポイント括記法を応用する場合はこれらの条件
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の管理を確実に行なった上で,義歯に与えるべき族合位

としてタッビング･ポイントを措記させる必要がある｡

さらに括記装置の描記板8),9)および描記釘10),ll)の設定

条件の違いもタッビング･ポイントの出現状況に影響を

与える｡これらの設定条件も十分に考慮する必要があ

る｡

2　タッビング･ポイント描記法に関する基礎的研究に

ついて

wi-j^ton蝣l某i.'"13　.y・---+　トン--H--を

用いて下顎の運動露を記録し.措かれたゴシック･アー

チの項点から顎位を決定する編式は1910年Gysi　に

よって一般化されて以来多数報吾14),25)-34)されているo

しかしゴシック･アーチの描記のさせ方によっては凄点

の位置が異なることや,また患者の自力による産後退位

が塗聾的な項位であるとはいい難いことから,どのよう

な場合でもゴシック･アーチの預点が義歯の人工歯を族

合させるべき適切な位置であるという点に関しては疑問

の残るところである｡

一方,習慣性開閉運動によるタッビング･ポイントを

措記させ,これを顎位の決定あるいは確認に用いる方法

1),14).25),35)可9)が報吾されているO

われわれの教室におけるタッビング･ポイント括記法

に関する研究は1980年に林6)が,習慣性開閉運動時の体

位,頭位,開日量および開閉速さについて,唆頑骸合位

に最も近似する歯牙接触位が得られる条件についての調

査を行なったo　この結果,唆頭麻合位の再現条件とし

て,体位は垂直,頭位はフランクフルト平面が水平,開

口量は　　4mmおよび開閉速さは1秒間に0.9-1.6ス

トロークが良いことを報吾した｡ (図6)

次いで1981年に梗井10)が顎運動路括記装置の描記釘の

設定位置についての調査を行い,描記釘を下顎歯列の左

右的中央部で前後的には第2小臼歯中央から第2大臼歯

遠心辺縁隆線までの中央に設定してタッビング運動を行

わせた場合が唆頭蕨合位に近似したタッビング･ポイン

トが描記できることを報吾したO (図7)

さらに1983年に著者8)はタッビング運動時の力の影響

について,力と頭位との関係および力と括記板の傾斜と

の関係についての調査を行なったoその結果,タッビン

グ時の力の増加はタッビング･ポイントに影響を及ぼ

し,唆頭蕨合位に近似するタッビング･ポイントを括記

するには0.6kg以下あるいは患者の感覚に基づく弱い

力が良いことを報告したO　また頭位の影響は尋射＼力の

タッビングで顕著に場われ,括記板の傾斜の影響は強い

I, No. 7 (1992)

○体位　　　　垂直

○頭位　　　　フランクフルト平面が水平

1059

○開口室　　　2　　4 mm

O開閉速さ-1秒間にo;9-上6回(紬

図6　タッビング運動時の患者の姿勢と開閉条件

下顎歯列の左右的中央､前後的には

第2小臼歯中央から第2大臼歯遠心

辺縁隆線までの中央　　　(樫井)

図7　描記装置の措記釘の設定位置

力のタッビングの場合に現われることも報告し,臨床応

用に際しての力,頭位および描記坂の傾斜の設定の重要

性を報害した｡

以上のタッビング･ポイント括記法に関する基礎的研

究から待た臨床的示唆を蓋に実際の臨床の場でこれらの

結果を応用しているが,さらにこの術式を確立するため

には無菌顎被験例でのタッビング･ポイントの出現状況

についての調査が必要と考え,無菌項被験例を対象に

タッビング時の種々の条件がタッビング･ポイントにど

のような影響を及ぼすかについての研究を企画した｡

研　究　方　法

被験者は東京歯科大学病院補綴科に来院した無菌顎被

験者10名である.描記装置は通法による唆合採待後,図

8に示す如く唆合器上で上顎に措記板,下顎に描記釘を

設定した｡措記板は唆倉平面に平行,嘆合平面に対して

前下方に100傾斜させた前方傾斜の描記板および後下方

に100傾斜させた後方傾斜の括記板の3種楽としたO括

記釘の位置は左右的に中央で前後的には第1大白歯中央

付近とした｡

また,タッビング運動時の条件は姿勢は上体を垂直と

41-



尾松:無菌顎の唆合採得におけるタッビング･ポイント

図8　タッビング･ポイント描記装置

し,頭位をフランクフルト平面を水平とする垂直位およ

び上体を約450倒し,頭位をフランクフルト平面が床に

対して垂直となる後優位の2種幾とした｡開口量は2-

4mm,開閉速さは1秒間に約1回とした｡

タッビング時の力はヨ射＼力(0.6kgy以下),中等度の

力(被験者に何も指示しないで普通にタッビング運動を

行なわせた場合の力)および強い力(被験者がタッビン

グ運動が行なえる最大の力)の3種幾とした｡各実験条

件の組み合わせは垂直位で唆合平面に平行な描記板の場

合は尋斜､力,中等度の力および強い力の3種類,垂直位

で前方傾斜の描記板および後方傾斜の描記板の場合は弱

い力と中等度の力の2種戴,後傾位で唆倉平面に平行な

描記板の場合は鼻射､力および中等度の力の2種幾とL

m

図9に描記装置を口腔内に装着した状態を示す｡姿勢

および描記板の傾斜の条件を設定し,描記板にトレー

サーインクを塗布した後に被験者の自力による下顎の限

界運動路であるゴシック･アーチを措記させた｡タッビ

ング･ポイントの記録にあたっては被験者に開口室,開

閉遠さおよびそれぞれの力を十分に認識させた後,描記

板上にワックスを塗布しタッビング･ポイントを印記さ

せた50)｡なお描記装置にストレインゲージ応用の力宣計

を組み込み,タッビング時の力を計測および管理できる

ようにした｡

描言己されたタッビング･ポイントを万能投影機にて5

倍大に拡大トレースし,タッビング･ポイントの面積,

前後径,位置(前後径と左右径との中点)を計刺した｡

(図10)
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図9　描記装置の口腔内装着状態

図10　タッビング･ポイントの計測項目

Sub.6

2mm｣＼＼＼↓′ ＼受// 〉
2mm

弱い力　　　中等度の力　　　強い力

Sub.9

2mm｣ ＼＼＼､/ ＼＼＼/ ＼＼/
2mm

弱い力　　　中等度の力　　　強い力

図11種々の力におけるタッビング･ポイント

無菌顎症例のタッビング･ポイントの出現状況の禍

査結果

1　タッビング時の力の影響

図11に姿勢が垂直位,描記板の傾斜が唆合平面に平行

な場合で,尋飢＼力,中等度の力および強い力における

タッビング･ポイントをトレースした例を示す｡被験例

6ではタッビング時の力が強くなるとタッビング･ポイ

ントが大きくなり,その位置もゴシック･アーチの盾点

から前方へと変化している｡被験例9ではタッビング時

の力が増加しても括記されたタッビング･ポイントには
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1.0 1.0　　　　　　　　　　　1.0

タッビング時の力

○ :弱い力(0.6kg以下)

◎ :中等度の力

● :強い力
Left

Apex

1.0　　　　　　　　　　　　1.0

図12　種々の力におけるタッビング･ポイントの位置

(姿勢:垂直位,括記仮:唆倉平面に平行)

大きな変化は認められない｡この様に被験例によって出

現状況が翼なるタッビング･ポイントについて,まず

種々の力におけるタッビング･ポイントの位置の変化に

ついてみてみた｡

図12は各被験例の種々の力におけるタッビング･ポイ

ントの位置をゴシック･アーチの頂点の位置を基準に表

わしたものである｡タッビング時の力が変化するとタッ

ビング･ポイントの位置も変化し,その変化の様相も被

験例問で異なった｡そこでこれらの変化の様相を前後的

および左右的とに分けて検討した｡図13にタッビング時

の力の増加に伴うタッビング･ポイントの前後的位置の

変化を,図14に左右的位置の変化を示す｡

1061

前後的位置をみると,中等度の力で最大の前方の位置

を示したのが被験例5,被験例7,被験例10,強い力で

最大の前方の位置を示したのが被験例2,被験例3,被

験例6で,このように6例においてタッビング時の力が

釦､力から中等度および強い力になると前方に変化する

のが認められた｡また,被験例3の中等度の力,被験例

10の強い力の場合では,嘉射､力の場合よりも後方にタッ

ビング･ポイントが位置した｡一方,被験例1,被験例

4,被験例8および被験例9ではあまり変化せず,最大

でも0. 2mm以内の変化量であったo

左右的位置では,タッビング時の力が増加すると位置

の変化が認められたが,変化量の大きかったのは被験例

一43-



1062 尾松:無菌顎の唆合採待におけるタッビング･ポイント

○:釦､力

㊨ :中等度の力
●つ負い力

図13　種々の力におけるタッビング･ポイントの前後

的位置(姿勢:垂直位,摘記板:唆合平面に平行)

Sub.1了sub.2　aSub.3
0.4　　0　0.4　　0.4　　0　　　0.4　　0　　0.4

Sub.5′ギ　惜`7
0.4　　0　　0.4　　0.4　　0

＼Sub.9　Sub.10
0.4　　0　　0.4　0.4　　0　　0.4

Sub. 4

∴　●

0.4　　0　　0.4　0.4　　0　　0.4

Unit‥mm　-;鎧歪の力
Right I Left

Apex

強い力

図14　種々の力におけるタッビング･ポイントの左右
的位置(姿勢:垂直位,描記板:唆合平面に平行)

mm　　　　　　　　　　　　前後的変化量

被験例

図15　タッビング･ポイントの位置の前後的変化量
と左右的変化量との比較

4および被験例6の2例のみであった｡

図15はタッビング時の力の増加に伴うタッビング･ポ

イントの位置の前後的な移動距離と左右的な移動距離と

を比較したものである｡タッビング･ポイントの移動距

離が前後的または左右的に0. 5mm以上あった被験例が

7例認められたが,この7例のうち5例は前後的な方が

左右的な方よりも大きく,タッビング時の力の影響は前

後的位置の方に大きく影響を及ぼすといえる｡

図16は各被験例の扇動＼力,中等度の力および強い力で

のタッビング･ポイントの前後径と左右径とを比較した
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図16　種々の力におけるタッビング･ポイントの前
後径と左右径との比較

健2･0
湛

1.0

0演
弱い力中等度　強い力

の力

虹J
1　2　3　4　5　6　7　8　9 10

被験例

図17　種々の力におけるタッビング･ポイントの面積

位置への 両棲への ダンピング.ポイント 位置への I W - ダンピングlポイント
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図18　タッビング時の力の影響とタッビング･ポイ

ントとゴシック･アーチの位置関係

ものである｡タッビング時の力が大きくなると前後径,

左右径とも大きくなる傾向にあった｡また,それぞれの

力で前後径と左右径とを比較した場合は前後径の方が大

きい被験例が多く認められ,タッビング時の力の増加は

前後的な方に強く影響が現われるといえる｡

図17は各被験例の嘉飢＼力,中等度の力および強い力で

のタッビング･ポイントの面積の計細結果である｡各被

験例とも力が強くなると面積が大きくなる傾向が認めら

れた｡
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このように無菌顎症例においてもタッビング時の力の

増加はタッビング･ポイントの位置,面積,幅径に影響

を及ぼし,その影響の度合いが各被験例で異なることが

明らかとなった｡

ここでタッビング時の力のタッビング･ポイントの位

置および面積への影響を,各被験例のタッビング･ポイ

ントとゴシック･アーチの位置との関係からまとめてみ

る｡図18はタッビング時の力の増加により).5mm以上

のタッビング･ポイントの位置が変化した被験例および

1. 0mm2]以上の面積の増加が認められた被験例を力の増

加の影響があったとして+で示したものである｡また,

タッビング･ポイントとゴシック･アーチは妄動1力で描

記させたものである｡

10例中7例は位置あるいは面積にタッビング時の力の

影響を受けたが,被験例1,被験例8および被験例9の

3例はどちらの影響も受けなかった｡この影響を受けな

かった3例のタッビング･ポイントはゴシック･アーチ

の預点に一致するかそれを含む症例であった｡一方,力

の影響を受けた被験例はタッビング･ポイントが前方ま

たは前側方に位置する傾向にあった｡

われわれの教室において,無菌寛症例130名のタッビ

ング･ポイントとゴシック･アーチとの位置関係を調査

した結果,タッビング･ポイントがゴシック･アーチの

項点と一致またはそれを含み,さらにばらつきの小さい

症例は20.6%であった13)｡従って80%近い症例はタッビ

ング･ポイントがゴシック･アーチの且責から前方ある

いは前側方に描記される症例であり,この症例は描記時

に力の影響を受けやすいといえるo

以上のことより,タッビング時の力の影響を受ける症

例が臨床の場でかなりの頻度で出現することから,著者

が有歯顎被験例を対象とした基礎的研究において指摘し

たように適正なタッビング･ポイントを描記するには

タッビング時の力の管理が重要であることが明らかと

tEBm

2　姿勢の影響

図19に垂直位と後傾位の設定条件を示すoそれぞれの

姿勢における描記板の傾斜は嘆合平面に平行,タッビン

グ時の力は釦､力と中等度の事である｡図20に垂直位と

後傾位における釦､力および中等度の力でのタッビング

･ポイントの前後的位置および前後径を,図21に左右的

位置と左右径を示すoグラフ中の白丸が垂直位,斜線の

丸が後傾位のタッビング･ポイントの位置を示し,それ

を中心に延びる線分でタッビング･ノポイントの幅径を示

92, No. 7 (1992)
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図19　垂直位および後傾位の設定条件
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図20　垂直位と後傾位とにおけるタッビング･ポイントの

前後的位置と前後径一括記板:唆合平面に平行-

Sub.1寺　sub.2
辛　　寺

Sub. 5　　Su笥=
寄　　　⑪千

sub. 9-q一

才　　　主

sub蔓等　Sub.4^一

寸　　　fL

sub.7

4L　　寺

○:垂瓦位中等憲:<7)ti-_|
^j].Apex
ight1/Left㊨:後傾位
1.001.0mm

図21垂直位と後傾位とにおけるタッビング･ポイントの

左右的位置と左右径一括記板:唆合平面に平行-

す｡なお,タッビング･ポイントの位置はゴシック･

アーチの項点からの距離で表示してある｡

図20の前後的位置についてみると,弱い力の場合では

披験例6,被験例7および被験例10で,垂直位よりも後

傾位の方がタッビング･ポイントの位置が後方に位置

し,中等度の力の場合では被験例5,被験例6および被

験例10で後方に位置した｡このように後傾位の姿勢をと

らせることによって垂直位の場合よりも後方にタッビン

グ･ポイントが位置する被験例が認められたが,被験例
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力の 後優位 タツビング.ポイント＼ 力の 一夜傾位 タツビング.ポイント
影響 7)i;s とゴシック∴アーチ s ŝ の影響 とゴシック.アーチ

Sub.l ＼ ′./
Sub.6 + 十

＼＼し //

Sub.2 + + ＼＼ レ/ Sub.7 + 十
＼＼＼菩 //

Sub.3 +
＼＼躯 /

Sub.8 ＼亀/

Sub.4 + 十
＼＼＼＼ダ //

Sub.9
＼ /

Sub.5 + + ¥ o/ Sub.10 + 十
＼ シ /

図22　タッビング時の力および姿勢(後傾位)の影響とタッ

ビング･ポイントとゴシック･アーチの位置関係

･妥漂鵠酎:㌔///→ 〉/
垂直位　　後傾位

◎漂吾被酬＼＼ひ/二＼＼､炉/
垂直位　　　　後傾位

図23　姿勢(後傾位)がタッビング･ポイントに及ぼす
影響

二二二二二二二二
___-i----I

_---lr----

被験例2　　　　　　　被験例5

図24　被験例2および被験例5の項塊の形態(-｢ :描
言己板と描記釘の位置)

2の妄動､力および中等度の力,被験例5の弱い力の場合

など後傾櫨の方が前方に位置する被験例も認められたo

また,被験例1,被験例8および被験例9では垂FLR位と

後傾位とにタッビング･ポイントの出魂状況に差が認め

られなかった｡

図21の左右的な位置についてみると,被験例6の尋射､

力で垂直位と後優位とで差が認められたが,前後的な場

合よりも違いの認められる被験例は少ない傾向にあっ

た｡

このように姿勢を変化させることによるタッビング･

ポイントの出現状況の変化が認められた.そこで,後傾

位の影響について,前項で検討したタッビング時の力の

図25　後傾位の影響

影響およびタッビング･ポイントとゴシック･アーチの

位置関係からまとめてみた｡

図22にそれを示すが,力の影響は前項の図18で力の影

響ありとしたもの,後備位の影響は垂直位の弱い力と,

後優位の弱い力および中等度の力とを比較してタッビン

グ･ポイントの位置の差が0.5mm以上認められたもの

を後傾位の影響ありとして+で示した｡力の影響を受け

にくい被験例1,被験例8および披験例9は後傾位の影

響も受けにくく,被験例3のみが力の影響は受けるが後

傾位の影響は受けない被験例であった｡また,被験例

1,被験例8および被験例9のタッビング･ポイントは

ゴシック･アーチの項点と一致あるいはそれを含む被験

例であった｡従って図23に示す如く力の影響を受けやす

い被験例は後傾位の影響も受けやすく,タッビング･ポ

イントがゴシック･アーチの前方あるいは前側方に位置

する被験例であるといえる｡

また,膏飢1力において被験例2および被験例5は後傾

位であるにもかかわらず,タッビング･ポイントが垂直

位の場合よりも前方に位置した｡この被験例の顎鼻の形

態は図24に示す如く,両者とも下顎の骨の吸収が顕著で

臼歯部に急な斜面が認められた｡従ってこのような被験

例では図25に示す如く後傾位をとらせてタッビング運動

を行わせた場合は顎塊の条件が悉いために下顎の基礎床

が不安定となり項塊から浮き上がり,タッビング･ポイ

ントが前方に描託されることが想像されるoさらに,級

傾位によって顎が適正な位置から変化した場合にそれを

捕正しようとする作用も起こり8),その作用が強い場合

に顎の移動が大きく項われたとも考えられる.

以上のことからタッビング･ポイントの描記時の姿勢

に関しては,後傾位によるタッビング運動が必ずしも適

正な顎位のタッビング･ポイントや後方の顎位を示すも
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嘆合平面

嘆倉平面に平行を描記板

前方傾斜の描記板

後方傾斜の描記板

図26　描記板の傾斜の設定条件

汀Illll

Vl
･Apex

釦,力　中等度
TfJ

図27　前方傾斜の描記板と唆合平面に平行な括記板

とにおけるタッビング･ポイントの前後的位置
と前後径-姿勢:垂直位-

sub.3　　　　　　Sub.4

塞　　　肯

Sub. 7　　Sub. 8寺
ニ:｢　.｢

Sub.1㌢
圭

○:嘆倉平面に平行な中等竃tigApex

htI/Left.:前方醐記板

摘記板

l▼.1.001.0mm

図28　前方傾斜の描記板と唆合平面に平行な描記板

とにおけるタッビング･ポイントの左右的位置
と左右径-姿勢:垂直位-

のでないことが指摘でき,有歯顎症例6)-9)と同様に姿勢

の管理の重要性が示唆された0

3　描紀板の傾斜の影響

図26に措記板の設定条件を示す｡この場合の姿勢は垂

産位で,タッビング時の力は衰飢＼力および中等度の力で

ある｡

まず,前方傾斜の括記板におけるタッビング･ボイン

Sub. 2

融
Sub. 8

二二

○ :嘆倉乎商に平行な
滝記板

IF :後方傾斜の摘記板

.・Apex

弱い力中等度
の内

図29　後方傾斜の描記板と唆合平面に平行な播記板

とにおけるタッビング･ポイントの前後的位置

と前後径　姿勢:垂直位

Sub. 1

寺　sub.2　　Sub寺　sub.44^-
1　　　　三　　　　蝣　　　　　・

sub.5-x Sub.6　　Sub.二手　sub.㌔
才　　　>t　　　三L　　寺

sub.9
-3Sub.10-S中等憲.Apex

I/Left寄　　　手　　讐ht 1/監m

○ :嘆倉平面に平行な
描記板

● :後方傾斜の摘記板

図30　後方傾斜の措記板と唆合平面に平行な描記板
とにおけるタッビング･ポイントの左右的位置

と左右径-姿勢:垂直位-

トの出萎射犬況についての結果をみてみる｡図27に唆合平

面に平行な描記板と前方傾斜の括記板とにおけるタッビ

ング･ポイントの前後的位置と前後径を,図28に左右的

位置と左右径を示す｡

前後的位置に関しては,尋飢＼力の場合において,前方

傾斜の括記板におけるタッビング･ポイントの櫨置が唆

合平面に平行な描記板よりも前方に位置する傾向が認め

られた被験例は,被験例2,被験例3,被験例6,被験

例7および被験例9の5例,後方に位置する傾向が認め

られた被験例は被験例4および被験例10の2例であっ

たO他の被験例では大きな違いは認められなかった｡

中等度の力の場合において,前方傾斜の描記板におけ

るタッビング･ポイントの位置が唆合平面に平行な描記

板よりも前方に位置する傾向が認められた被験例は,被

験例3および被験例9の2例であった｡後方に位置する

傾向が認められた被験例は被験例2,被験例4,被験例

5,被験例6,被験例7および被験例10の6例であっ

た｡他の被験例では大きな違いは認められなかった｡

一方,左右的位置に関しては,前方傾斜の措記板にお

けるタッビング･ポイントの位置が唆合平面に平行な描
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記板よりも右側あるいは左側に位置する傾向が認められ

た被験例は,弱い力の場合において被験例4および被験

例6の2例,中等度の場合において,被験例3および被

験例7の2例であった｡

次ぎに,後方傾斜の措記板についてみてみる｡図29に

唆倉平面に平行な描記板と後方傾斜の描記坂とにおける

妄動､力と中等度の力でのタッビング･ポイントの前後的

位置と前後径を,図30に左右的位置と左右径とを示す｡

前後的位置に関しては,尋飢＼力の場合において,後方

傾斜の播記板におけるタッビング･ポイントの位置が唆

合平面に平行な描記板よりも前方に位置する傾向が認め

られた被験例は,被験例2および被験例5の2例,後方

に位置する傾向が認められた被験例は被験例4の1例で

あった｡他の被験例では大きな違いは認められなかっ

m

中等度の力の場合において,後方傾斜の措記板におけ

るタッビング･ポイントの位置が唆ノ合平面に平行な措記

板よりも前方に位置する傾向が認められた被験例は,被

験例1,被験例3,被験例8および被験例9の4例で

あった｡後方に位置する傾向が認められた被験例は被験

例6および被験例10の2例であった｡他の被験例では大

きな違いは認められなかった｡

一方,左右的位置に関しては,後方傾斜の描記板にお

けるタッビング･ポイントの位置が唆合平面に平行な描

記板よりも右側あるいは左側に位置する傾向が認められ

た被験例は,被験例6の扇飢＼力および中等度の力の場合

のみで,他の披験例では位置に大きな違いは認められな

かった｡

このように描記板の傾斜の条件を変化させるとタッビ

ング･ポイントの出場状況が異なった｡

ゴシック･アーチ描記装置の描記板は唆合平面に平行

に設定するのが適法となっている30),33),43),51),52)また

描記板の傾斜の設定条件の違いが下顎位や筋活動量に影

響を及ぼすことが報吾53)づ5)されている｡著者は有歯顎

被験例で描記板の傾斜の影響について調査し,タッビン

グ時の力が嘉飢＼場合は描記板の傾斜の違いによる影響は

あまり認められず,力が強くなると影響が東署になるこ

とを報告した8),9)そこで無歯顎被験例の場合につい

て,図27,図28,図29,図30から措記板の傾斜の影響に

ついて検討した｡図31および図32は唆合平面に平行な描

記板での鼻飢＼力のタッビング･ポイントの位置を基準

に,それぞれの措記板での弱い力および中等度の力での

タッビング･ポイントの位置とを比較して, 0.5mmla

上位置の違いが認められたものを描記板の傾斜の影響あ

前 後 的 位 PLR 左 右 的 位 置

弱 い 力
中 等 皮

の 力
弱 い 力

中 等 皮

の 力
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S u b .8

S u b .9

S u b .10

位ffiの差

* '. 0.5mm以上

A : Anterior

P : Posterior

L :Left

R : Right

図31前方傾斜の描記板がタッビング･ポイントの

位置に及ぼす影響
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図32　後方傾斜の措記板がタッビング･ポイントの
位置に及ぼす影響

票歪票斜の@フ@
弱い力　　　　中等度の力

二-: ラ-,-董7
弱い力　　　　中等度の力

図33　描記板の傾斜の影響

りとして*で示したものである｡また,図中のアルファ

ベットは違いの認められた方向を示している｡

前方傾斜の描記板の場合は前後的位FLRでは弱い力で3

例,中等度の力で1例,左右的位置では扇動1力で1例,

中等度の力で3例に影響が認められた｡後方傾斜の場合

は,前後的位置は弱い力で1例,中等度の力で7例,左
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右的位置では鼻飢＼力および中等度の力でそれぞれ1例ず

つ影響が認められた｡

以上の分析により,前方傾斜の描記板の場合は平行な

描記板とタッビング･ポイントの出現状況に大きな違い

は認められない傾向にあった｡一方,後方傾斜の描記板

では有歯顎被験例で報吾したと同様に,弱い力では唆倉

平面に平行な描記板の場合とにタッビング･ポイントの

出現状況に違いがなく,中等度の力の場合に影響が寛わ

れている｡これは図33に示すが,無菌顎被験例では下顎

の基礎床は上顎に比較すると移動しやすく義歯の推進寛

象も加わり,開口時に描記板と描記釘とが接触し,力が

発現した場合に前方へと移動しやすいと考えられるo　と

ころが前方傾斜の括記板での中等度の力の場合では,描

記板と描記釘とが接触した時に下顎の基礎床が変位を起

こす方向は矢印で示す後方と考えられる｡従って,開閉

運動時にこれらの力関係が基礎床を動かさないように作

用すると想像される｡一方,後方傾斜の括記板では描記

板と描記釘とが接触した場合は,前方へと変位する方向

にあると考えられ,中等度の力の場合では下顎の基礎床

が前方へと移動しやすい傾向にこの作用が重なって,

タッビング･ポイントの位置が前方に描記されたものと

推察される｡

以上の考察から,尋射＼力では括記板の傾斜の違いに

よってタッビング･ポイントの位置の出寛状況に大きな

違いはなく,その力の臨床的有効性が示唆された｡また

中等度の力でも前方傾斜の括記板では唆合平面に平行な

措記板とタッビング･ポイントの出現状況に大きな違い

が認められなかったが,唆合平面の設定に種々の園子が

関与してくるので,唆合平面に平行な括記板で鼻飢＼力の

タッビング運動を行わせる方が得策であると考えられ

る｡

お　わ　LJ　に

無菌顎被験例に対してタッビング時の力,姿勢および

描記板の傾斜の条件を種々に変化させ,措記されたタッ

ビング･ポイントの出場状況を調査したo　その結果,

タッビング時の力を変化させるとタッビング･ポイント

の位置,面積,幅崖が変化し,中等度以上の力では適切

な位置にタッビング･ポイントが描記されない場合が多

いことが判明した｡

また後傾位の姿勢ではタッビング･ポイントの出現状

況が垂直位の場合と異なり,タッビング･ポイントの位

置が後方に位　する場合が認められたが前方に位置する

場合も認められ,後傾位でのタッビングが必ずしも適正

I, No. 7 (1992)
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図34　妄動＼力のタッビングカ

顎位や後方の項位を示すものではなかったoさらに描記

板の傾斜の違いによってもタッビング･ポイントの出現

状況が異なったが,嘉射､力の場合はその影響が少なく,

中等度の力で影響が強く現われる傾向があった｡

このようにタッビング･ポイントの描記には弱い力が

有効であることが本研究から明らかとなった｡図34は褒

歯顎被験例に尋射､力を指示してタッビング運動を行わせ

た時のタッビング時の力を計測した結果である｡全被験

例とも,タッビング･ポイント描記に達した力である

0.6kgl以下の力であった｡このことから臨床において

患者に弱い力でのタッビング運動を指示し,行わせるこ

とが十分にできるといえる｡

以上の無菌顎被験例に対するタッビング･ポイントの

出現状況の調査からも,タッビング時の種々の条件が

タッビング･ポイントに影響を及ぼすことが明らかと

なった｡従って,患者にタッビング運動を行わせ適切な

タッビング･ポイントを描記させる場合,体位は垂直,

頭位はフランクフルト平面が水平,開口量は2-4

mm,開閉速さは1秒間に約1回,力は患者の感覚に蓋

づく弱い力(0.6kg以下)で行わせるという患者に与え

る条件および描記板は唆合平面に平行および括記釘は左

右的に中央で前後的には第1大臼歯中央付近に設定する

という措記装置の条件の管理の重要性が確認された｡

稿を終えるにあたり,本研究を平成2年度東京歯科大学学長

奨励研究に採択して戴き,さらに東嘉歯科大学学会において発
表の機会を与えて下さいました本学学長金竹哲也教授はじめ関

係各位に深く感謝致します.また終飴勧指導,御鞭稜を賜った

恩師本学歯科補緩学第-講座主任溝上隆男教授ならびに種々の

御配慮を戴いた前東嘉歯科大学教授･魂慶応義塾大学医学部歯

科･口腔外科学教室名波智章教授に厚く櫛礼申し上げますo
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