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模型観察による唆耗と骨隆起の調査

谷　口　詩　穂　　三　木　昌　美

手　塚　威　宏　　宮　内　泰　雄

上
[コ 田　達　彦

棲　井　　　薫

東京歯科大学歯科補緩学第一講座

(主任:梗井　薫教授)

年9月13日受理)

年12月13R受理)

原　　　　著

抄　録:臼歯部の唆耗の有無と下顎隆起および口蓋隆起の有無との関係を調べるために150組の上

下顎の模型を分析した｡この調査では分析にあたった歯科医師3名全貢がありと判定した場合に,

唆耗あるいは骨隆起をありとした｡

骨隆起の出現強度を調査した結果,上顎口蓋部で　　　下顎舌側部で　　　に認められたが,

ヒ下顎ともに頑側部にはほとんど認められなかった｡

上顎臼歯部における唆耗の有無と口蓋隆起の有無との関連性をx2検定を用いて分析したとこ

ろ,両者の間には関連性があるとはいえなかった｡同様に下顎臼歯部における唆耗の有無と下顎隆

起の有無との関連性を調査したところ,両者の間には関連性が認められた　　　　｡

キーワ-ド:模型観察,嘆耗,骨隆起

緒　　　　　旨

口蓋隆起やF顎隆起などと呼ばれる骨隆起は,

口腔内の特定の部位に発現する外骨症　であ

り,しばしば義歯装着時に障害となることがあ

る｡骨隆起の発生園子にはいまだ不明な点が多い

が　　　　　は下顎隆起の原因としてブラキシズ

ムのような唆合ストレスをあげている｡また中涯

ら4)は各個人の加麻に伴い下顎隆起の数および大

きさが増加すると報害し,また各歯牙における唆

耗の発現率を報害している｡このように骨隆起と

唆耗を別々に調査している文献はあるが,各個人

における唆耗の有無と各骨隆起の有無との関係に

ついてはいまだ明確ではない｡そこで,嘆耗の有

無と骨隆起の有無との関係を調べるために,上下

別刷請求先: 〒　　　　　千葉市美浜区貢砂1-2-2
東京歯科大学歯科補綴学第一講座　谷口詩穂

顎の模型を資料として臼歯部の唆耗と各骨隆起と

の関係を調査したO

材料および方法

1.調査対象

東京歯科大学千葉病院補綴科で保管している学

庄(20歳代前半)の上下顎歯列模型のうち,第三

大臼歯を除いて欠如が認められない150組(男性:

117線,女性: 33組)を対象とした｡なおこの模型

は,アルジネ-卜印象材にて印象採得を行い,硬

石膏(GC社製ニュープラストーン)を使用して製

作されている｡

2.唆耗および骨隆起の判定法および分析項目

1)唆耗について

臼歯部の唆耗により,調査対象を分賛した(義

唆耗の記録部位は上下顎臼歯部の歯牙

を対象として平坦な面が認められるものを唆耗と
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し記録した｡また,唆耗に影響するような充壊

物,補緩物などの処　歯があると思われる模型は

除外し,それ以外を調査対象とした｡

上顎においては,大臼歯部に唆耗があるものを

｢大臼歯部唆耗あり｣,それ以外を｢大臼歯部唆

耗なし｣,小臼歯部と大臼歯部の両方に唆耗があ

るものを｢小臼歯部･大臼歯部の両方に唆耗あ

り｣とし,それ以外を｢小臼歯部,人臼歯部の両

方には較耗なし｣とした｡

下顎においては上顎と同様の事柄を左右側に分

けて行った｡但し,前歯部においては,ほぼすべ

てに唆耗が認められたため,今回の調査対象から

除外した｡

2)骨隆起について

上顎模型の口蓋正中部および頼側部,下顎模型

の舌側部および頑側部に存在する隆起のうち,局

囲との境界が明瞭で,豊隆が視診にて明らかに判

断できるものを骨隆起ありと判定した｡

なお,嘆耗と骨隆起の調査は歯科医師3名に

よって行い,全員がありと判定した場合に唆耗あ

表1調査対象の唆耗による分幾(大臼歯郭のみを
対象として)

上顎T

大臼歯部唆耗あり

大臼歯部嘆耗なし

右側大臼歯部唆耗あり

右側大臼歯部嘆耗なし

左側大臼歯部唆耗あり

左側大臼歯部唆耗なし

表2　調査対象の唆耗による分類(小臼歯郭および
大臼歯部を対象として)

ヒ

下顎

小臼歯部･大臼歯部の両方に唆耗あり

小臼歯部と大臼歯部の両方には唆耗なし

右側小臼歯部･大臼歯部の両方に唆耗あり

右側小臼歯郭と大臼歯部の両方には唆耗なし

左側小臼歯部･大臼歯部の両方に唆耗あり

左側小臼歯部と大臼歯部の両方には唆耗なし

るいは骨隆起をありと判定した｡

3)分析項目

分析項目は, ①上下顎部位別(｣｣蓋部,舌側

部,頑側部)の骨隆起出現率, ②上顎臼歯部にお

ける唆耗の有無と口蓋隆起の有無との関係, ③下

顎臼歯部における唆耗の有無と下顎隆起の有無と

の関係, ④口蓋隆起と下顎隆起との出現塵度の関

係の4項目とした｡

結　　　　　果

1.骨隆起の出現率

上顎における骨隆起の出現率は,口蓋部に認め

られたもの　　　　名),上顎頑側部に認められ

たもの　　　　名)であった(図1)｡

下顎における骨隆起の出現率は,舌側部に認め

られたもの　　　　名)であり,下顎頑側部には

認められなかった｡

2.上顎における唆耗の有無と目蓋隆起の有無と

の関係

図2に上顎大臼歯部における唆耗と口蓋隆起と

の関係を示す｡上顎大臼歯部のみに唆耗が認めら

れたもの102名中,口蓋隆起が認められたものは

31名　　　　であり,認められないものは71名

であった｡また,大臼歯部に唆耗が認め

られないもの48名中, [｣蓋隆起が認められたも

のは12名　　　　であり,認められないものは36

名　　　　であった｡ x2検定を行った結果P-

となり,上顎大臼歯部における唆耗の有無

と口蓋隆起の有無との間に関連性があるとはいえ

なかった｡

図3に上顎小臼歯部および大臼歯部の両方での

唆耗と口蓋隆起との関係を示す｡上顎小臼歯部お

よび大臼歯部の両方に唆耗が認められたもの76名

中,口蓋隆起が認められたもの20名　　　　であ

り,認められないものは56名　　　　であった｡

また,上顎小臼歯部と大臼歯部の両方に唆耗が認

められないもの74名中,口蓋隆起が認められたも

の23名　　　　であり,認められないものは51名

であった｡x 2検定を行った結果

となり,上顎小臼歯部および大臼歯部の両方での

92　一



歯科学報

あ

上3%

図1　ヒ顎における骨隆起の出現強度

図2　上顎人臼歯部における唆耗と口蓋隆起との

関係

図3　上顎小臼歯部･大臼歯部の両方での唆耗と

口蓋隆起との関係
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唆耗の有無と口蓋隆起の有無との間に関連性があ

るとはいえなかった｡

以上の結果からみて,上顎臼歯部の唆耗の有無

と口蓋隆起の有無との間には関連性があるとはい

えなかった｡

3.下顎における唆耗の有無と下顎隆起の有無と

の関係

図4に下顎左側大臼歯部における唆耗と下顎隆

起との関係を示す｡下顎左側大臼歯部に唆耗が認

められたもの55名中,下顎隆起が認められたもの

は36名　　　　であり,認められないものは19

名　　　　であった｡また,唆耗が認められない

もの95名中,下顎隆起が認められたものは26名

であり,認められないものは69名

%)であった｡ x2検定を行った結果

となり,下顎左側大臼歯部において唆耗の有無と

下顎隆起の有無との問には関連性が認められた｡

図5にド顎左側小臼歯部および大臼歯部の両方

での唆耗と下顎隆起との関係を示す｡下顎左側小

臼歯部および大臼歯部の両方に唆耗が認められた

もの15名中,下顎隆起が認められたものは10名(6

であり,下顎隆起が認められないものは5

名　　　　であった｡また,左側小臼歯部と大臼

歯部の両方に唆耗が認められないもの135名車,

下顎隆起が認められたものは52名　　　　であ

り,認められないものは83名　　　　であった｡

x2検定を行った結果　　　　となり,下顎左側
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小臼歯部および大臼歯部の両方での嘆耗の有無と

下顎隆起の有無との問には関連性が認められた｡

図6に下顎右側大臼歯部における唆耗と下顎隆

起との関係を示すO下顎右側大臼歯部に唆耗が認

められたもの61名中, F顎隆起が認められたもの

は30名　　　　であり,認められないものは31名

であった｡また,唆耗が認められないも

の89名中,下顎隆起が認められたものは26名

であり,認められないものは63名

%)であた｡ x2検定を行った結果　　　　　とな

り,下顎右側大臼歯部において唆耗の有無と下顎

隆起の有無との問には関連性が認められた｡

図7に下顎右側小臼歯部および人臼歯部の両方

での唆耗の有無と下顎隆起との関係を示す｡下顎

図4　下顎左側大臼歯部における唆耗と下顎隆起

との関係

噴霧あL) ､‾｣'

図5　下顎左側小臼歯部･大臼歯部の両方での唆
耗と下顎隆起との関係
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右側小臼歯部および大臼歯部の両方に唆耗が認め

られたもの45名中,下顎隆起が認められたものは

24名　　　　であり,下顎隆起が認められないも

のは21名　　　　であった｡また,右側小臼歯郭

と大臼歯部の両方に唆耗が認められないもの105

名中,下顎隆起が認められたものは32名

であり,認められないものは73名　　　　であっ

た｡ x2検定を行った結果　　　　となり,ド顎

右側小臼歯部および人臼歯部の両方での唆耗の有

無とド顎隆起の有無との問には関連性が認められ

た｡

これらの結果からみて,下顎臼歯部の唆耗の有

無と下顎隆起の有無との問には関連性が認められ

た｡

図6　下顎右側大臼歯郭における唆耗と下顎隆起
との関係

図7　下顎右側小臼歯部･大臼歯郭の両方での唆
耗と下顎隆起との関係
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4.口蓋隆起と下顎隆起との出現強度の関係

口蓋隆起と下顎隆起との出現強度の関係を図8

に示す｡口蓋隆起は認められるが下顎隆起は認め

られないもの18名　　　　　下顎隆起は認められ

るが口蓋隆起は認められないもの48名

両者とも認められるもの25名　　　　　両者とも

認められないもの59名　　　　であった｡ x2検

定を行った結果　　　　となり,口蓋隆起と下顎

隆起との出現項度の問には関連性があるとはいえ

なかった｡

考　　　　　察

1.唆耗および骨隆起の判定法および分析項目に

ついて

今回は模型による観察を行っているため口腔内

とは違い唆耗の程度の判定が不明確ではあるが,

模型の唆頭項や隆線部に平坦な面が認められたも

のを唆耗ありと判定したO　これは,天然歯におけ

る分類法ではあるが天野の分幾法6)でいうところ

の1度以ヒに相当する｡ただし,前歯部はほとん

どの歯牙に唆耗が認められたため今回の分析の対

象から除外した｡今後は口腔内においての唆耗の

程度と骨隆起との関係を分析する必要があると考

える｡

表1および表2の分幾では大臼歯部のみを対象

とした場合と,小臼歯部と大臼歯部の両方を対象

とした場合とに分けた｡これは,臼歯部における

図8　口蓋隆起と下顎隆起との出現強度の関係
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唆耗の進行と骨隆起の因果関係について明確にさ

れていない点に着目した｡

唆耗の進行する傾向としておおむね歯列の後方

から進行するという報害があり5),大臼歯部のみ

と小臼歯部･人臼歯部とに分けた場合の骨隆起の

出現率の違いについて検討を行った｡

骨隆起については,周囲との境界が明瞭で豊隆

が視診にて明らかに判断できるものを骨隆起あり

と判定した｡

唆耗および菅隆起の評イ酎こついては,歯科医師

3名の判断により｢唆耗あり1あるいは｢骨隆起

あり｣としたが,判定に個人差が認められたので

3名全員がありと判定した場合に,唆耗あるいは

骨隆起ありと判定した｡

2.骨隆起について

口蓋隆起および下顎隆起に関しては多くの大東

学者によって往目されており,これまでに多数の

報吾　　　がある｡その成園としては,唆合圧な

どの機能的要因　　や遺伝子要因　　などが考え

られているが,未だ明確な結論を得ていない｡ま

た臨床の場において,唆耗だけでなく骨隆起も経

年的に増大することが見受けられる｡骨隆起の出

現率については,酒井7)の‥生体調香によると,口

蓋隆起で約　　　下顎隆起で　　　上惟ら17)の骨

における観察で下顎隆起は約40%と報害してい

る｡今回の結果,口蓋隆起は　　　　下顎隆起は

と下顎隆起の方が出塊率は高くなり,他の

調査とほぼ同様の結果が得られた｡また口蓋隆起

の存在と下顎隆起の存在との問には関連性がある

とはいえなかった｡その理由としては,口蓋隆起

と下顎隆起の成因の違いによるものと推察され

る｡

3.唆耗と骨隆起との関係

唆耗について福田18)は, 20歳から40歳までの20

年間における唆耗面の面積を経年的に調査し,中

心唆合位での接触域が唆耗の結果大きくなったた

め,唆耗面の面積は増加する傾向があると報害し

ている｡また中淫ら　は,骨隆起の経年的変化

と各歯牙における唆耗の発現率について報舎して

いるが,両者の関係についてなんら統計的分析は

-95-
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行っていない｡そこで今回,口蓋隆起においては

上顎左右臼歯部いずれかに唆耗が認められたもの

を上顎唆耗ありとして両者の関係について分析し

た結果,唆耗の有無と口蓋隆起の有無との間には

関連性は認められなかった0 -万,下顎隆起にお

いては,ド顎白歯部に嘆耗が認められるものには

下顎隆起が認められる確率が高く,また同部位に

唆耗が認められないものにはド顎隆起が認められ

ない確率が高いという結果が得られた｡また,唆

耗が大臼歯郭のみに認められたものと小臼歯部お

よび大臼歯部の両方に認められたものについて下

顎隆起の出現率を比較した結果,左右とも小臼歯

部および大臼歯都の両方に唆耗が認められたもの

の方が出現率が高かった.これは唆耗の範囲が広

く進行しているものの方が,ト顎隆起が出現しや

すいことを示している｡これらのことから,口蓋

隆起の発生には唆合圧が関与しているとは考えに

くく,遺伝的要因の可能性が強くなり,逆に下顎

隆起の発生因子　つとして唆合接触が関与して

いると考えられる｡しかし,唆耗が存在せずに下

顎隆起が存在したものも認められたため,卜顎隆

起の発生園子がすべて嘆合接触が関与していると

は限らないと推察する｡

ここで下顎隆起に視点におくと　　般的に卜顎

隆起は小臼歯付近に認められる｡骨隆起の発生の

機序として,長管骨の撃曲変形がある場合,凸側

には骨吸収が,凹側には骨形成が‥生じる｡骨に加

えられた機械的刺激が主に骨蓋寛で圧電現象

(ピェゾ効果)により凸側の張力を受ける部分が

(+)に荷電し骨吸収が,圧縮力を受ける凹側は

(-)に荷電し,骨形成が起こるといわれる｡ f顎

小臼歯は爽貢側に偏位しており,さらに上下歯の唆

合関係から頑側唆頭に唆合圧を受けることが多

く,その力は歯根膜,固有歯槽骨,複雑に走行す

る骨梁を介して舌側の徹密骨に伝えられる｡この

唆合圧によって骨内にひずみが生じれば舌側に骨

が添加されると考えられる｡

以上のことから,同じ骨隆起であっても口蓋隆

起や下顎隆起,またその他の骨隆起の発生因子が

違う可能性があることが考えられる｡

今回, 20歳代前半の若年者の模型を対象に唆耗

と骨隆起の調査を行った｡模型上では正確な唆合

接触関係が再現されにくく,今後は口腔内におい

て唆合接触状態を追加調査する必要があると思わ

れる｡また,唆耗の強度の増大や骨隆起の出現年

JGは30歳代以降であるといわれているため

今後は高麻者を対象に調査を行う必要性もあ

ると思われる｡

結　　　　　論

歳代前半の有歯顎者の場合,骨隆起の出現

率が最も高い部位は下顎の舌側部　　　　　次い

で上顎の口蓋部　　　　であった｡また,上下顎

とも爽醜瞳Bではほとんど認められなかった｡

2.上顎臼歯部の唆耗の有無と目蓋隆起の有無と

の問に関連性があるとはいえなかった｡

3.下顎臼歯部の唆耗の有無と下顎隆起の有無と

の問には関連性が認められ,下顎臼歯部に映耗が

存在するものには下顎隆起が存在する確率が高

く,逆に下顎臼歯部に唆耗が存在しないものには

下顎隆起が存在しない確率が高かった｡

4.口蓋隆起と下顎隆起との出現強度の問に関連

性があるとはいえなかった｡
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Survey of attrition and bone torus based on the observation of study casts

Shiho TANIGUCHI, Masami MIKI, Tatsuhiko YosHH)A

Takehiro THZUKA, Yasuo MIYAUCIII and Kaoru SAKURAl

)

(Chairman : Prof. Kaoru Sakurai)

･　　　　冊･子　刷　　白I(小　　五.　　沼I Al　　　汀Ttt-　　　　　　　/つ(肌/Lhl

The relation between the attrition of molar teeth and maxillomandibular torus was

investigated on the basis of 150 pa_irs of maxillomandibular study casts･ Attrition of teeth and

maxillomandibular torus were determined by consensus of three dentists･

Bone torus formation was detected in 28.7% of the palates and 48.7% of the lingual sides of

the mandible, but it was rarely detected on the buccal side･

The relationship between the attrition of the maxillary molars and the maxillary torus

formation was analyzed using the chi-square test. However, no significant relationship was

observed. Similarly, no association was seen between maxillary and mandibular tori.

A slgnificant relationship was observed between the attrition of the mandibular molars

and mandibular torus formation (p-0.05).

(The Shihwa Gahuho, loo : 203-209, 2000)
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