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(Director : Prof. Hiromu Sekine)

I　緒　　　　　論

唄噛運動の反射的制御機構の-つとして,金品破壊過

程に生じる筋放電一時抑制相すなわちSilent Period

(以下S Pと略す)の発現が,下顎位の急激な変化に対応

しているとの報告がある｡このSPの発項は,生体の防

御機構の-つであると推測されているが,このような現

象が,唄噛力の急激な変化あるいは筋の形態的変化に,

どのように対応しているかを究明することは､口腔の神

経筋機構の究明の一環として,重要な意義を有するもの

と思われる｡

すなわち,金品破壊時におけるS Pの発現状態につい

ては,当講座の辻89)および片田35'らが,詳細な検討を

行っているが,辻89)は,金品破壊時に発現するS Pが,

下顎運動速度の急激な変化を示した時点に対応している

ことを明らかにし,唄噛力の急激な変化に対応してS P

♯本論文については,第237回東京歯科大学学会(平成元
年6月10日,千葉),第238回東京歯科大学学会(平成元年
11月18日,千葉)および平成2年度日本補緩歯科学会総会
･第83回日本補緩歯科学会(平成2年5月27日,郡山)に
おいてその要旨を報吾した｡

が発寛する可能性が高いことを指摘し,また,片田35)

は,歯周組織に麻酔を施しても,金品破壊時のS Pの発

現状態が変化しないことを明らかにし, S Pの発塊に対

しては,歯根膜受圧情報の関与は乏しく,筋,健あるい

は顎関節等からの情報が,主体となっている可能性が高

いことを指摘している｡

しかしながら,辻89)および片田35)らのいずれの報吾に

おいても,金品破壊時の下顎運動速度の消長とS Pの発

現状態との関係についての検討であり,金孟破壊時の唄

噛力の消長とS Pの発寛状態との関係については,ほと

んど検討されていない｡

そこで著者は,食品破壊時における唄魔力の変化およ

び下顎運動速度の変化が, S P発現状態に及ぼす影響に

関する検討を行うことにより,唄噛圧負担およびそれに

伴う筋の形態的変化に関するS P発現の意義について究

明しようと試みた｡

ここで,本研究に直接関連する事項について,内外の

知見を著者なりに整理してみるならば,それらは唄噛過

程と唄噛力の変化,金孟破壊時の唄噛力の変動,金孟破

壊時の唄噛運動速度の変化および金品破壊時のS Pの発
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現に関するもの等に大別されると思われる｡

まず,唄境の進行に伴う唄噛力の変化について,

Anderson4>5>6)は,下顎第1大臼歯の姐噴力を計測した

ところ,唄境が進行するに従って,唄噛力は増大する傾

向を認めたことを報害し,この寛象は,唄噛過程の時期

によって使用される歯牙が異なるためと推測している｡

これに対して,溝上54)は,総義歯の片側4臼歯に加わる

唄噴力を計測し, 4臼歯の総唄噴力は,唄噴過程の初期

においてはその絶対値が大きいが,中期から末期に進む

に従って減少する傾向を示し,さらに,唄噛時に発現す

る唄噛力の各歯牙問の比率は,唄噛ストロークごとに変

動すると述べている｡

つぎに,遠藤14)は,唄噴時における下顎運動の経路と

それに対応する唄噛力の消長について詳索郎こ検討し,食

品差により,その絶対値が変化するが.最大唄噛力発揮

時の唆合面間距離は,全般的傾向として1mm前後の

狭小なる値を示すことを報害している｡また,今村29)

は,唄噛ストローク終末相の下顎運動時の垂直速度の定

量的分析を行い,下顎唄噴運動時の垂直閉口速度は,唄

境の進行によって変化するが,その変化の様相は,金品

の種東によって異なり,唄境の進行に伴う金孟物性の変

化の影響を受けることを報吾している｡

さらに,食品の破壊所要力量については,まず,関根

ら73)74)75)は,模型実験によって,唆合面の条件の変化

が,金孟破壊所要力量に及ぼす影響について検討を行

い,金品の条件および唆合面の条件により破壊所要力量

が異なるが,同一の金品においては,唆合面の幅径の増

大に伴って破壊所要力室が増大すること,唆合面の側方

傾斜角の増大に伴って破壊所要力量が減少すること等を

報吾している｡ついで,田嶋$3)は, 2次元的な唆合面ブ

ロックによる金品破壊時における,垂直ベクトルと側方

ベクトルの発現状態について模型実験を行い,被破砕性

および被切断性の金品においては,垂直ベクトルは,ま

ず,荷重開始とともに発現し徐々に増大し,この時期に

おける金品破壊は部分的な破壊にとどまり,さらに,垂

直ベクトルは増大し,ベクトルの大きさがある量に達す

ると,極めて急激に減少し,唆合面間距離も急激に減少

し,金品は多くの小塊に破壊され,績いて破壊された金

品に対する荷重が再び起こり,金品はさらに小さな単位

へと破壊されていくが,側方ベクトルは,唆合小面の傾

斜角の大きいものほど大きく発窮するが,破壊の進行に

伴って各唆舎小面に発生する側方ベクトル同士の相殺に

よって,唆合面全体としての側方ベクトルは減少すると

報吾している｡

さらに,山中93)は,食品破壊時の食品蓮出路と唄噛圧

との関係を検討するために,模型実験により食品破壊時

の荷重量を垂直ベクトル,頑舌側ベクトルおよび近遠心

ベクトルと3次元的に解析し,唆合斜面の傾斜角度によ

るベクトルの変化,遁出捧および鼓形歯間空膝の状態と

被験物賛破壊時の応力との関係を詳糸酎こ検討した結果,

十分な金品蓮出路がある場合には,荷重室が蓄積せず,

垂直および側方ベクトルは減少する｡すなわち,荷重負

担量が少ないにもかかわらず,効果的な食孟破壊を行う

ことができると報吾している｡

さらに,松原48)は,模型実験により,食品破壊時に発

現する力を垂直的,頑舌的および近遠心的にベクトル解

析した結果,金品破壊力の発寛方向は,歯冠軸と高度に

相関性を有しつつ,頑舌側的には垂直荷重方向と歯冠傾

斜方向の範囲内に発壊し,近遠心的には垂直荷重方向に

準じた範囲内に発窮すること,また,金品はその性状に

応じた破壊力を受けるが,金品の破壊現象は経時的に変

化し,破壊の進行に伴い翼なった破壊力を受けることを

報告している｡

さらに,西井65)は,金品の被破壊特性を検討するため

に,模型実験により単一のストロークによる金品破壊時

の唆合面問距離と金品破壊所要力量との関係について詳

細に検討を行った結果,模型化唆合面による金品破壊で

は,金晶の性状によりその被破壊特性が異なるが,いず

れの被験金孟においても金孟破壊所要力量は上下顎唆合

面間距離が微小となるにしたがって服次増大し,とく

に,唆合面間距離1 mmi以内で著明な増大を示すことを

報吾している｡

このように,唄境の過程と唄噴力の変化や,金品破壊

に必要な力量については,比較的多くの調査がなされて

いるが,唄噛運動中の第1ストロークにおける金品の破

壊に伴う唄噴力の変化について検討を行った報吾は,高

橋ら84)および片田35)らの報吾をみるにすぎないo

まず,高橋ら84)は,唄境の第1ストロークの唄噛圧の

荷重･時間曲線の形とピークの数とによって,食孟を4

つのグループに分戴している｡この分類によれば, Aグ

ループは,唄噴圧のピークが1つであり,唄噴圧は時間

に対してなめらかに増減するもの｡ Bグループは, 2つ

のなめらかなどークをもつもので,押し漬されていく過

程でゆっくりと破断が生じ唄曝されるもの｡ Cグル-プ

は,鋭い2つのピークをもつもので,食品の中に大きな

クラックがはしり破断されるもの｡ Dグループは小さく

鋭い多数のピークをもっものに分顛している｡これに対

して,片田35)は物性の異なる種々の金品を1回の喧嘩ス
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トロークで破壊させたときに生じるSPについて,下顎

運動速度の急激な変化という観点から検討し, S Pの数

による筋活動からみた金品の被破壊特性を4グループに

分歎しているoすなわち, 1個のみをI群, 2個をII

群, 3個をⅢ群および4個以上をIV群として大別し, S

pの数によって大別された金品の被破壊特性は, I君羊で

は軟らかく,しかも展延性を呈するものあるいは硬く弾

性を呈するものであり, Ⅲ群では被圧変位性が大きく,

しかも切断性を呈するものであり, Ⅲ群では被圧変位性

に乏しく,しかも切断性を呈するものであり,さらにⅣ

群では比較的硬くしかも脆性あるいは破砕性を呈するも

のであると報吾している｡

一方,唄噛筋筋活動を調査した業績は極めて多いが,

これらの中には直接本研究に関連する,唄噛運動時の筋

活動15)34)36)50)66)86)96)97)および, S Pの発現についての業

績!)27)30)31)40)43)49)68)78)79)80)91)95)がある｡まず,岨噛運動

時の筋活動については　Neumann64', Pruzansky6

および柳田ら98)らにより唄噛運動時の筋放電特性が報害

され,さらに,三浦52)藤本15'および六車59'らにより下

顎安静時の筋放電特性についてそれぞれの解析がなされ

ている｡

-方, Schaererら71)が,歯牙接触直後に唄噛筋筋活

動の一時的な抑制相が発現することを認め,この抑制現

象をSilent Period(S P)と名付けて以来,唄噛筋に発

現するS Pに関する多くの報吾が,種々の実験条件にお

いて行われてきた｡しかしながら, SPの発現機序に関

しては諸説があり,現在に至るまで種々の調査が進めら

れている状況にある｡

まず, Schaererら71)およびBrenmannら10)らは歯

根膜の自己受容器の興奮により反射的に閉口筋活動が一

過性に抑制されるためにS Pが発現すると考え,また,

Ahlgren2', Ahlgrenら3)らはS Pの発現は歯根漠の受

容器の刺激によって起こされるjaw opening reflex

でありinitial tooth contact　に対する　protective

responseであろうと述べている｡しかし,その後

Matthews　ら47)および長淫ら61'らは総義歯患者でも

タッビング時にS Pが発現したことを報害し,また,

Hannamら20)21)は歯根膜に麻酔を施してもタッビング

時にSPが発現したことからS Pの発現には歯根周囲の

受容器以外の受容器,とくに筋紡鍾および顎関節周囲の

受容若等の関与が重要であることを示唆している｡

さらに,犬伏32)はS Pの反射回銘として歯根摸唆筋反

射の回路も考えられると報害しているo

このようにS Pの発現には多くの受容若の関与が考え

69

られ,この現象の神経筋機構について不明の点を残して

いる｡

さらに,臨床的見地から,唆倉異常者31)顎関節症患

者16)41)63)および実験的唆合干渉物装着前後39)67)76)のS P

についての報吾もみられるが,これらの研究では,いず

れも主にS Pの持続時間および潜時等について検討を

行っているが,一定の見解が待られていない｡

このようにSPに関して,その発現因子あるいは臨床

的見地から,診断的価値の評価等については,多くの業

績があるものの,脚酎寺とくに金孟破壊過程に発窮する

s pについての調査としては,林25)辻89'および片田35)

らの報吾がみられるにすぎない｡

林25)は各種金品の岨噛時におけるMKG vertical dis-

placement曲線上で金品が上下項歯列間に介在し始め

た時点で生じる変曲点(T P)ならびに歯牙接触点(TO

を時間的基準点として設け,その基準点よりS Pの発現

頻度と持蜘寺間とを3区間別に集計し,その結果,発現

頻度および持続時間について金品間に有意差を認めたこ

とを報吾している｡

また,辻89)は金品の被破壊特性から特徴的な力の消長

を示すと考えられる種々の食品をSimulate Lた条件下

において唄噛筋に発現するS Pの発寛状態を観察し,と

くに,下顎閉口速度の変化様相とS Pの発現状態につい

て詳綿に検討し,唄噛ストローク終末相における下顎閉

口速度の急激な消長は,金塊の破壊に伴う唆合面間に発

現する力量の変化に対応していると推測し,この急激な

変化時にはぼ対応してS Pが発現することを指摘してい

る｡

さらに,片田35)は物性の異なる種々の食品を1回の唄

噛ストロークで破壊させたときに生じるSPについて下

顎閉口速度の急激な変化という観点から検討し, S Pの

数による筋活動からみた金品の被破壊特性を4グループ

に分類し,さらに,食品破壊時のSPの発現に対する歯

根膜受圧情報の関与についても検討を行い, S Pの発現

に対する歯周組織の受圧情報の関与が乏しく,筋,健あ

るいは顎関節からの情報が主体となっていると指摘して

いる｡

以上述べたように,金品破壊あるいはS Pの発現に関

連する業績は多いが,金孟破壊特性に基づく唄噴力の変

化が, S Pの発現状態に及ぼす影響についての調査は,

ほとんどみられない現状にある｡

そこで著者は,唄噴ストローク終末相における金塊の

破壊過程に生じる唄噛力の変化と,それに伴う下顎閉口

速度の変化との同時記録を行い,これとS Pの発現状態

69　-
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とを比較し,唄噛力の変化およびそれに伴う筋の形態的

変化が, S Pの発寛状態に及ぼす影響を明らかにしよう

と試みた｡

II　実　験　方　法

1被験者および破壊顎

被験者は,下顎左右側いずれか1側の第1大臼歯の欠

如もしくは冠部歯聾の欠也(以下欠也部と略す)を有する

が,その他の残存歯が健全であり,また,歯列,歯周組

織,顎関節および姐噛筋等に異常を認めない20歳代男性

5名とした｡さらに,実験上の制約から,当該欠如部お

よび欠也部の近遠心雀,幅径および高径が正常に保た

れ,唄噴力計測装置を装着しうる状態であることも選択

条件に加えた｡

2　PI噛力計測装置

2･1唄噛力計

金品破壊時の唄噛力の垂直ベクトルを計測するため

に,既製ひずみゲージ式超小型ロード･トランスデュー

サーを応用した荷重計を考案した.荷重計を口腔内に装

着した状態およびその構造をそれぞれ図1の(a)および(b)

に示す｡本荷重計は,人工歯の唆合面に連結されたピス

トン部が,シリンダー部に対して垂直に滑動しうる機構

を持っが,このピストン下面に,シリンダー部内に組み

込まれたロード･トランスデューサーの荷重点が, 1点

Interoral view of experimental denture

Fig.ト(a)
A : 0cclusal table

B : Load transducer

C : Housing for occlusal table and

load transducer

Illustration of load transducer built

in experimental denture

Fig.ト(b)

Load transducer

Fig.l-(c)

Fig. 1 Measurment system of masticatory force
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で接触する｡このロード･トランスデューサーを,欠如

歯被験例には可撤性義歯人工歯郭に,また,歯賛欠損被

験例には歯冠内に,それぞれ組み込み,被験例ごとに唄

噴力計を作製した｡

まず,適法により,上下顎全歯列の顎模型を半調節性

嘆合悉(Hanau H 2型)に付着した｡ついで,欠如歯被

験例においては,唄噛力計を第1大臼歯欠如部に装着す

るために,キャスト･クラスプを支台装置とした義歯骨

格を,コバルト･クローム合金(Bego社製:Wironium)

を用いて作製したが,同骨格部にシリンダー部の保持部

を設定した｡また,歯薯欠也被験例においては,唄噛力

計を第1大臼歯に装着するために,シリンダー部を含め

て-塊としたメタルコアー様の内冠を12%金銀パラジウ

ム合金(石福金属興業社製:キンパラS)を用いて作製L

m

また,人工歯の唆合面部下面に,シリンダー部を滑動

するピストン部を設定したが,これは一塊として12%金

叙パラジウム合金で作製した｡なお,いずれにおいて

も,唄噛力計の計測方向を歯軸方向と平行に設定した｡

2･2　ロード･トランスデューサー

本実験では,ロード･トランスデューサーを唄噛力計

測装置に組み込んだが,ロード･トランスデューサーと

して,図1の(C)に示すような,既製ひずみゲージ式超小

型ロード･トランスデューサーを使用した｡これらの寸

法塊格は,直径4.0mm,高さ3.8mm(WAZAU社製･.

SCD型)である｡

また,本荷重変換器の特性としては,温度補償回露を

備えており,出力電圧1. 3mVで最大36kgまで計測可能

であり,検定の結果,非直線性は±0.4%フル･スケー

ル,許容温度範囲は-20-+60℃,応答周波数は0-7

khzである｡

2･3　増幅器

ロード･トランスデューサーの電気出力の増幅には,

直流電源方式のI.C差動型増幅器(伊井テクノロジー製)

を使用した｡その特徴には,唄噴力がデジタル表示され

ることおよびアナログ出力を備えているため他現象との

同時記録が可能であることがあげられる｡

2･4　唄噛力計の口腔内装着

被験者の欠如部あるいは欠也部に対する唄噛力計の装

着にあたっては,同部に唄噴力計を装着し,人工歯の唆

舎面が中心唆合位から前後左右の全唄噛運動範囲におい

て対金歯の唆全面と直接接触せず,常時唆合紙1枚程度

(約20(im)の問除を保つように調節し,さらに,唆台紙

1枚介在の唆合時に増幅器のデジタル表示がOkgであ

92, No. 1 (1992) 71

ることを確認した｡

3　筋放奪計測

3･1誘導筋および誘導部位

筋放電は,左右側の唆筋中央部(以下Mmと略す)およ

び左右側の側頭筋前部筋東部(以下Taと略す)の合計4

誘導部位より誘導した｡電極貼付部については,鈴木8°

の方法に準じ, Mmでは,耳垂切痕と口角とを結ぶ直線

と外眼角と下顎角とを結ぶ直線との交点とし, Taで

は,耳垂切痕と外眼角とを結ぶ直線上で外眼角より後方

約20mmの点より垂直に約30mm上方の点とした｡ただ

し,これらの解剖学的基準点に対する頭蓋顔面の個人差

や左右側聞の差を考慮し,唆金時の触診による筋束の走

行状態の確認のもとに貼付部位を選定した｡

3･2　表面電極の貼付

筋放電の誘導には,直径3. 8mm,電極間距離8. 0mm

の双極円板表面電極(Myo-tronics Research社製)杏

使用した｡また,電極の貼付にあたっては,酒精綿(80

%局方エタノール)によって皮膚の清掃脱脂を十分に

行ったうえで,電解糊(E]本光電工業社製: Cardio

Cream)を電極ケースに達人し,付属の両面接着テープ

を用いて,誘導基準点において筋束の走行と平行になる

ように強く接着した｡また,禾関電極は左側耳葉に貼付

した｡なお,いずれの誘導部位においても極間抵抗が10

kO以下であることを確認した｡

3･3　増幅器

筋放電の増幅には,生体電気現象増幅器(日本電気三

栄社製: 1253A型)を4チャンネル使用した｡増幅器の

設定としては,時定数は0.003s,ハムフィルターをON

にし,また,ハイカットを3Khzの状態で500〃Vの入

力に対してオムニコーダーの振れがいずれも25mmとな

るように調整した｡

4　下顎運動の計剥

下顎運動の計測,とくに下顎閉口速度の変化を計測す

るために　Mandibular Kinesiograph (Myo-tronics

Research社製K 5 -R型,以下MKGと略す)を用い

た｡これを適法に従い被験者に装着した｡

なお, MKGに設定した垂直速度の利待は100mm/s/

divとした｡

5　破壊食品

被験金品には,種々の物性を示す金品の中から,典型

的な被破壊特性を示すゴムブロック,レーズン,たくあ

んおよびかまぼこを選定したO被験金孟の大きさについ

ては,たくあんおよびかまぼこでは,厚径5mm,幅径

および長径を10mmとし,レ-ズンでは1粒,ゴムプロ

ril -
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ツクでは厚径4mm,幅径および長径7mmとした｡な

お,いずれの食品においても,それぞれの形状が可及的

に均一となるように配慮した｡

なお,金鼠が唆合面問で急激に圧迫を受ける実験条件

においては,被験食品として,乾燥マカロニおよびピー

ナッツを追加した｡この場合には,乾燥マカロニでは外

径4mmおよび長径10mmとし,ピーナッツでは1粒を

半割し,旋芽をとったもの1個とした0

2　5^322

金孟破壊時の唆舎条件として,被験金品を唄噛力計測

装置の唆合面上においた後に,前歯部における開口室を

約15mmとし,急速閉口運動による1回のストロークで

食品破壊を行わせ,金品破壊後も若干噛みしめを持株さ

せる条件,すなわち閉口運動により金品が唆合面間で接

触が生じる条件と,被験金品を唄噛力計測装置の唆合面

上に置いた後に,被験食品を上下歯列間に保持させた状

態から, 1回のストロークで金品破壊を行わせ,金品破

壊後も若干噛みしめを持麓させる条件,すなわち唆合面

間に保持している金品が急激に圧迫を受ける条件との2

条件を選択した｡

なお,いずれにおいても,同一金品についてそれぞれ

10回の金品破壊を行わせた｡

7　Silent Periodの託宣方法

S Pの認定には,被験4筋が同時に筋放電を欠落する

ことと,その持株時間がIOmsJ以上であることとを条件

としたが,後述する各種の時間計測は,被験側唆筋の当

該S PをSignal Processorによって再生した波形につ

いて, CRT上で行った｡

8　計測方法

8･ 1唄噴九　筋放電および下顎運動の計測方法

図2に本実験における計測風景を示すが,被験者に

は,歯科用治療椅子に体軸をほぼ垂直に座らせ,頭位に

Fig. 2　A viewofexperiment

ついてフランクフルト平面が水平になるように安頭台を

調節し,通法によりMKGを装着し,表面電極を貼付

し,さらに口腔内に唄噛力計を装着した｡

本実験に用いた唄噴力,筋放電および下顎運動の計測

方法のブロック･ダイヤグラムを図3に示すOまず,唄

噴力波形,筋放電波形および下顎運動波形の合計9チャ

ンネルの出力をデータ･レコーダー(ティアック社製:

XR-710)にテープ･スピード38cm/sで同時記録し,

さらに,これらの記録についてSignal Processor

(日本電気三栄社製: 7 T17)の演算処理プログラム

AVERAGE3を使用して解析を行ったが,それらの設

定条件は,サンプリングポイントを1024,サンプリング

タイムを0.5ms,下顎閉口速度をトリガーとしてトリ

hLディレイ-を256ポイントとした｡

これらの解析波形はCRT上で観察したが,必要に応

じてThermal printer(日本電気三栄社製: 2255A)を

用いてハードコピーを行った｡

8･2　計測項目

2- 1閉口運動により金孟が唆合面間で接触が生

じる場合

1)破砕による脱負荷を示さない被験金品の計測項目

破砕による脱負荷を示さない被験金品であるゴムブ

ロックについて, Signal ProcessorのCRT上の画面

を-ードコピーした波形を図4に示す｡この波形より図

5に示すような計測点を設定し,以下に挙げる項釦こつ

いて計測した｡

0- Vz :筋放電の発現開始(以下ONSETと略す)

から下顎閉口速度の消失までに要した時間

0 - Mf : ONSETから唄噛力発寛開始までに要した

時間

0.S:ONSETからSP発現開始までに要した時

ー　72　-

Fig. 3　Block diagram of measuring system for

masticatory force, myoelectric discharge

and mandibular movement
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Fig. 4　A record of oscillogram in the condition of

rapid pressing after contact between foods

and occlusal table without food crushing by

rapid closing mandibular movement

間なお一番最初に発窮するS Pから順に

O.s,, 0-s2　　　0-Snとした｡

Mn・Vz　唄噛力発現開始から下顎閉口速度の消失ま

でに要した時間

Mo :唄噛力発現点

Ml : Mo・Vzl/3の時点における唄噛力

M2 : Mo・Vz2/3の時点における唄噛力

M, : Vzの時点における硯噛力

M4 : Mo・Vzl/6の時点における旭噛力

Mr　:唄噛力発現開始からS P発現開始までに要

した時間

Vz - S :下顎閉口速度の消失の時点からS P発項開

始までに要した時間

Vc :金品の唆合面間接触時の下顎閉口速度

なお,脱負荷を示さない被験金品であるレーズンにつ

いてもゴムブロックと同様の計測方法を採った｡

2)破砕による脱負荷を示す被験金晶の計測項目

破砕による脱負荷を示す被験金品であるたくあんにつ

いて, Signal ProcessorのCRT上の画面をハードコ

ピ-した波形を図6に示す.この波形より図7に示すよ

うな計測点を設定し,以下に挙げる項目について計測し

た｡

0. Vz : ONSETから下顎閉口速度の消失までに要

した時間

0・Mn : ONSETから唄噛力発寛開始までに要した

73

NSET

Appearance of SP

サ! : Appearance offirst SP

S2 Appearance of second SP

Vc : V. V. at the contact between foods and

occlusal table

Vz : V. V. reached zero

Mo : Appearance of masticatory force

Mj : Masticatory force that appears one-third
of Mn'Vz's time

M2 : Masticatory force that appears two-thirds
of Mn'Vz's time

M3 : Masticatory force that appears Mo・Vz's

time

M4 : Masticatory force that appears one-sixth

ofMn・Vz stime

Fig. 5　Measuring points in an oscillogram in

the condition of rapid pressing after

contact between foods and occlusal

table without food crushing by rapid

closing mandibular movement

時間

0. Lds : ONSETから脱負荷開始までに要した時間

Lds・Lde :脱負荷開始から脱負荷終了までに要した時

間

0・S: ONSETからSP発現開始までに要した時

間なお一番最初に発現するS Pから順に

0・Slf　0-S2,　　　0-Snとした｡

Mo :唄噛力発現点

73
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Fig. 6　A record of oscillogram in the condition

of rapid pressing after contact between

foods and occlusal table with food crush-

ing by rapid closing mandibular move-

merit

Ld, : M｡・Ldsl/3の時点における硯唾力

Ld9 : Mn・Lds2/3の時点における唄噛力

Ldq : Ldsの時点における唄噛力

LcL : Ldeの時点における唄噴力

Mf　:唄噛力発現からS P発魂までに要した時間

Lds・S :脱負荷時からS P発場までに要した時間

Vz - S :下顎閉口速度の消失の時点からS P発現ま

でに要した時間

Vc :金品の唆合面問接触時の下顎閉口速度

なお,脱負荷を示す被験金品であるかまぼこについて

もたくあんと同様の計測方法を採った｡

8 - 2 - 2　唆合面間に接触している食品が急激に

圧迫を受ける場合

1)破砕による脱負荷を示さない被験金品の計測項目

破砕による脱負荷を示さない被験金品であるゴムブ

ロックについて, Signal ProcessorのCRT上の画面

を-ードコピーした波形を図8に示す｡この波形より図

9に示すような計測点を設定し,以下に挙げる項目につ

いて計測した｡

0.Vz : ONSETを唄噛力の発現開始とし,この時

点から下顎閉口速度の消失までに要した時

間

0. Vm : ONSETから下顎閉口速度の最大値の時点

までに要した時間

O・S:ONSETからSP発項開始までに要した時
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: V. V. at the contact between foods and

occlusal table

Vz : V. V. reached zero

Mo : Appearance of masticatory force

Ldj : Masticatory force that appears one-third
of Mn*Lds's time

Ld2 : Masticatory force that appears two-thirds

of Mn'Lds s time

Ld3 : Masticatory force that appears Mo*Lds s

time

Ld4 : Masticatory force that appears end of

sudden disappearance of loading

Fig. 7　Measuring points in an oscillogram in

the condition of rapid pressing after

contact between foods and occlusal

table without food crushing by rapid

closing mandibular movement

間なお一番最初に発窮するSPから服に

O・S,, 0詛S2,　　　0-Snとした｡

Mo : "Fl噴力発現点

ml : Vmの時点における唄噛力

m2 : Vzの時点における唄噛力



〃V

200

EMGofLMm 0

200

V. Velocity

O

kg

Masticatory 10

force

O

歯科学報　Vol. 92, No. 1 (1992)

晶　　　　　　｡NSET晶
t-^#f-岬佃畑0-Si*

MGVm*f

iLiUi.i

¥

｣ォy

ィ､LJ`へ`｢V {′　　､_メ--

レ′､Lq

っ　　　　　-　　--旋mns

つOOms 1
- Synthetic rubber block -

一Subject 2

Fig. 8　A record of oscillogram in the condition

of rapid pressing after holding of foods

without food crushing mterocclusally

Vm・S :下顎閉口速度の最大値の時点からS P発現

までに要した時間

Vz - S :下顎閉口速度の消失の時点からS P発現ま

でに要した時間

Vm :下顎閉口速度の最大値

なお,脱負荷を示さない被験金品であるレーズンにつ

いてもゴムブロックと同様の計測方法を採った｡

2)破砕による脱負荷を示す被験金品の計測項目

破砕による脱負荷を示す被験食品であるたくあんにつ

いて, Signal ProcessorのCRT上の画面をハードコ

ピーした波形を図10に示す｡この波形より図11に示すよ

うな計測点を設定し,以下に挙げる項目について計測し

た｡

0-Vz: ONSETを唄噛力の発項開始とし,この時

点から下顎閉口速度の消失までに要した時

間

0-Ids : ONSETから脱負荷までに要した時間

Ids・Ide :脱負荷開始から脱負荷終了までに要した時

間

0・S:ONSETからSP発現開飴までに要した時

間なお一番最初に発現するSPから順に

0･Sい　0-s2,　　　0-Snとした｡

Mo :岨噛力発現点

Idj : Idsの時点における唄噛力

Id, : ldeの時点における唄噛力

Ids-S :脱負荷時からSP発現までに要した時間

Masticatory force
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0 :ONSET

S : Appearance ofSP

Sj : Appearance of first SP

Vm : The maximum value of V. V.

Vz : V. V. reached zero

Mo : Appearance of masticatory force

mj : Masticatory force that appears maxi-

mum value of V. V.

m2 : Masticatory force that appears V.V.

reached zero

Fig. 9　Measuring points in an oscillogram in

the condition of rapid pressing after

holding of foods without food crushing

mterocclusally

Vz・S :下顎閉口速度の消失の時点からS P発場ま

でに要した時間

Vm :下顎閉口速度の最大値

なお,脱負荷を示す被験金品であるかまぼこ,乾燥マ

カロニおよびピーナッツについてもたくあんと同様の計

測方法を採ったo

III　実　験　結　果

1　閉口運動によLJ食品が頃合面間で接触が生じる場

合

1 ･1唄噛力,下顎閉口速度およびSP発現について

1-1-1　ゴムブロック

1)唄噛力と下顎閉口速度との関係

ゴムブロックを急速閉口運動によって噛みしめさせた

75
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Fig.10Arecordofoscillograminthecondition
ofrapidpressingafterholdingoffoods

withfoodcrushinginterocclusally

場合には,図12-(a)に示すように,まず,ゴムブロック

の唆合面間接触直後に,ゴムブロックの圧迫に伴う唄噛

力の急激な増大が生じ,同時に下顎閉口速度の急激な減

少が起こる｡ついで,ゴムブロックの圧迫の進行により

唄噛力の著しい増大と,下顎閉口速度の暫減が起こる｡

さらに,噛みしめにより唄噴力の増大が暫時持続する

が,下項閉口速度は暫波を建て消失に至ることが認めら

れた｡

2)SPの発現状態

ゴムブロックを急速閉口運動によって噛みしめさせた

場合には､図12-(a)に示すように,まず,ゴムブロック

の唆合面間接触による圧迫に伴う唄噴力の急激な増大と

同時に生じる下顎閉口速度の急激な減少の発現直後にS

Pが認められ,さらに,ほとんどの被験例において下顎

閉口速度の消失直後にもSPが認められた｡

SPの発現率を表1-aに,また,ONSETから下顎

閉口速度の消失までの経過時間,ONSETから唄噛力発

現までの経過時間,ONSETからSP発現までの経過時

間,唄噛力発寛からSP発現までの経過時間および下顎

閉口速度の消失からSP発寛までの経過時間を,それぞ

れ表2-(a)に示す｡

すなわち,ONSETから下蔓貢閉口速度の消失までの経

過時間は136.78-182.50msであるが,ONSETから

唄噛力の発寛すなわちONSETからゴムブロックの唆

合面問接触までの経過時間は,54.ll-72.68msであ

り,全被験例において,ゴムブロックの唆合面間接触直

SP SP

ONSET 1 TJL

ONSET

Appearance of SP

Appearance of first SP

Appearance of second SP

Vm : The maximum value of V. V.

Vz : V. V. reached zero

Mo : Masticatory force that appears ONSET

Id : Masticatory force that appears start of

sudden disappearance of loading

ld2 : Masticatory force that appears end of

sudden disappearance of loading

Fig.ll Measuring points in an oscillogram in

the condition of rapid pressing after

holding of foods with food crushing in-

terocclusally

後の9. 44-15. 35msの時間の経過後に, 100%の高頻度

でSPの発現が認められた｡さらに,披験例1, 2, 3

および5では,下顎閉口速度の消失直後の10. 70-17. 00

mSの時間の経過後に11-71%の頻度でS Pの発場が

認められたが,被験例4では下顎閉口速度の消失直後の

S Pの発現は認められなかった｡

1-1-2　レーズン

1)唄噛力と下顎閉口速度との関係

レーズンを急速閉口運動によって噛みしめさせた場合

には,図12-(b)に示すように,まず,レーズンの唆合面

間接触直後に,レーズンの圧迫に伴う硯噴力の急激な増

大が生じ,同時に下顎閉口速度の急激な減少が起こる｡

ついで,レーズンの圧迫の進行により唄噛力の著しい増
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Fig.12　A record of oscillogram in the condition of rapid pressing after contact between foods

and occlusal table by rapid closing mandibular movement

Table 1 Frequency of appearance of SP during rapid pressing after contact between foods and

occlusal table by rapid closing mandibular movement

Table 1 -(a) Synthetic rubber block

(Unit : %)

P aram eter

S ubject
M 0 L dS V Z

1 100 ・*・ 67

2 100 ※ 71

3 100 莱 44

4 100 ※ 0

5 100 ※ ll

Table 1 -b) Raisin

(Unit : %;

P ara m eter

S u b ject
M r L d S V Z

1 90 ※ 50

2 50 ※ 0

3 50 ※ 0

4 100 ※ 0

5 100 ※ 70

・)*<・: No appearance

Mo : The time of appearance of masticatory force

Lds : Start of sudden disappearance of loading

Vz : The time which V. V. reached zero

大と,下顎閉口速度の暫減が起こる｡その後,噛みしめ

による唄噴力の増大が暫時持麓するが,下顎閉口速度は

暫減を経て消失に至ることが認められた｡

2)　SPの発現状態

レーズンを急速閉口運動によって噛みしめさせた場合

には,図12-(b)に示すように,まず,レーズンの唆合面

間接触による圧迫に伴う唄噛力の急激な増大と同時に生

じる下顎閉口速度の急激な減少にはぼ対応してS Pが認

められた｡しかし,下顎閉口速度の消失直後のS Pにつ

いては, 5例中2例に認められるにすぎなかった｡

・*・: No appearance

なお,レーズンにおいては,食晶の圧迫による変形あ

るいは破砕に伴う唄噛力の急激な減少はほとんど認めら

れなかった｡

SPの発寛率を表1 -(b)に,また, ONSETから下顎

閉口速度の消失までの経過時間, ONSETから唄噛力発

場までの経過時間, ONSETからS P発現までの経過時

間,唄噴力発現からS P発現までの経過時間および下顎

閉口速度の消失からS P発環までの経過時間を,それぞ

れ表2 -(b)に示す｡

すなわち, ONSETから下顎閉口速度の消失までの経
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Table 2　Duration of parameters during rapid pressing after contact between foods and occlusal table

by rapid closing mandibular movement

Table 2 -(a) Synthetic rubber block

S u b ject

P a ra m eter

1 2 ､..3 4 5

M ean ±S. D M ea n ±S.D M ea n ±S.D M e an ±S.D M ea n ±S.D

0 - V z 153.47±17.14 177. 07±24. 10 136.78±17.71 160.65± 9.19 182. 50±11.30

0 - M r 70.61±14.05 72.68 ± 7.8 7 54.11± 6. 69 72.00± 4.61 65. 67± 8.89

0 ・L d s * 栄 ※ ※ 栄

0 -s . 3.05±14.93 3. 10± 8. 15 69. 11± 7.28 87.35± 6.58 78.6 1±10. 12

O ' S , 124. 08±16.53 154.23±11.87 12 7. 13± 2.70 ※ 190.00± 0.0 0

o ォs , 160. 12±19.79 186.00±30.01 173.00± 0.00 ※ ※

M r 9. 44± 1. 90 13.42± 1.27 15.00± 2.55 15.35 ± 3. 00 12.94± 3.54

L d s - S ・X- ・* ※ 莱 ※

V z - S 10. 70± 6. 74 ll. ± 4.64 12.63± 0.22 .X . 17.00± 0.00

(Unit : ms)

・/K : No appearance

Table 2-b Raisin

Subject

P aram eter

1 2 3 4 5

M ean アS.D . M ean アS .D . M ean ±S .D . M ean ±S .D . M ean ±S .D .

0 - V z 158.10±16.90 178.05±20.96 154.10±12.97 156.10±14.74 181.90±15.22

0 ・M r 61.15 ±12.80 63.05±10.66 64.25± 8.00 65.95 ± 8.87 72.45± 4.14

0 ・L ds ※ ※ ※ ※ ※

0 -S , 73.60 ±20.03 113.05±50.27 112.05±38.97 78.45±10.46 85.55± 3.03

O 'S , 121.57±17.91 155.00 ±13.17 136.00± 7.56 136.00±16.70 185.63±12.50

0 -S c 169.30±21.79 ・x 187.00± 0.00 148.00± 0.00 栄

M f 8.22± 4.53 ll.60 ± 4.45 12.10± 1.53 12.50± 5.16 13.10± 3.36

L ds ・S ・x- 莱 ※ ォ ※

V z -S 10.50± 7.08 ※ ※ 莱 10.21± 0.92

有
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: The time from

The time from

The time from

The time from

The time from

The time from

The time from

(Unit : ms)

・A- : No appearance

ONSET to V. V. reached zero

ONSET to appearance of masticatory force

ONSET to start of sudden disappearance of loading

ONSET to appearance of first SP

ONSET to appearance of second SP

ONSET to appearance of third SP

appearance of masticatory force to appearance of SP

start of sudden disappearance of loading to appearance of SP

Vz・S ; The time from which V. V. reached zero to appearance of SP
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Fig. 13　A record of oscillogram in the condition of rapid pressing after contact between foods and

occlusal table by rapid closing mandibular movement

過時間は154. 10-181.90msであるが, ONSETから唄

噛力の発現すなわちONSETからレーズンの唆合面間

接触までの経過時間は, 61.15-72.45msであり,レー

ズンの唆合面間接触直後の8. 22-13. 10msの時間の経過

後に, 50-100%の頻度でS Pの発寛が認められた｡

さらに,被験例1および5では下顎閉口速度の消失直

後の10.21--10. 50msの時間の経過後に, 50-70%の鹿

度でSPの発現が認められたが,被験例2, 3および4

では下顎閉口速度の消失直後のS Pの発現は認められな

択Bf｣>

1-1-3　たくあん

1)唄噛力と下顎閉口速度との関係

たくあんを急速閉口運動によって噛みしめさせた場合

には,図13-(a)に示すように,まず,たくあんの唆合面

間接触直後に,たくあんの圧迫に伴う唄噛力の急激な増

大が生じ,同時に下顎閉口速度の急激な減少が起こる｡

ついで,たくあんの破壊により内部応力の消失による唄

噛力の急激な減少すなわち脱負荷が生じ,同時に下顎閉

口速度の急激な増大が起こる｡さらに,唆合面間に介在

したたくあんの再度の圧迫に伴う唄噛力の急激な増大が

生じ,同時に下顎閉口速度の急激な減少が起こる｡ J以後

は,噛みしめによる硯噛力の増大が暫時持続するが,下

顎閉口速度は暫減を経て消失に至ることが認められた0

2)　S Pの発項状態

たくあんを急速閉口運動によって噛みしめさせた場合

には,図13-(a)に示すように,たくあんの唆合面問接触
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Table 3　Frequency of appearance of SP during rapid pressing after contact between foods and

occlusal table by rapid closing mandibular movement

Table 3 -(a) Pickled radish

(Unit : %)

P aram eter

Subject
M 0 L dS ⅤZ

1 80 90 70

2 100 88 75

3 100 50 83

4 100 90 40

5 100 55 67

Table 3 -(b) Boiled fish paste

(Unit : %)

P aram eter

Subject
M 0 L ds V Z

1 13 81 13

2 17 83 0

3 71 28 0

4 0 89 0

5 0 89 0

※ : No appearance

Mo : The time of appearance of masticatory force

Lds : Start of sudden disappearance of loading
Vz : The timewhich V. V. reached zero

による圧迫に伴う唄噴力の急激な増大と同時に生じる下

顎閉口速度の急激な減少の直後,たくあんの破砕による

内部応力の消失に伴う唄噛力の急激な減少すなわち脱負

荷と同時に生じる下顎閉口速度の急激な増大直後および

下顎閉口速度の消失の直後に,それぞれS Pが認められ

た｡

SPの発現率を表3 -(a)に,また, ONSETから下顎

閉口速度の消失までの経過時間, ONSETから唄噛力発

寛までの経過時間, ONSETから脱負荷までの経過時

間, ONSETからS P発寛までの経過時間,唄噛力発現

からSP発現までの経過時間,脱負荷からSP発寛まで

の経過時間および下顎閉口速度の消失からS P発寛まで

の経過時間を,それぞれ表4 -(a)に示す｡

すなわち, ONSETから下顎閉口速度の消失までの経

過時間は, 118.94-182.25msであるが, ONSETから

岨噴力発現すなわちONSETからたくあんの唆合面間

接触までの経過時間は, 58.50-78.78msであり, S P

は,たくあんの唆合面間接触直後の9. 69-13. 61msの時

間の経過後に80-100%の頻度で,脱負荷直後の11. ll'

27.39msの時間の経過後に50-90%の頻度で,また,下

顎閉口速度の消失直後の8. 00-17. 67msの時間の経過後

に40-83%の頻度で認められた｡

1-1-4　かまぼこ

1)唄噛力と下顎閉口速度との関係

かまぼこを急速閉口運動によって噛みしめさせた場合

には,図13-(b)に示すように,まず,かまぼこの唆合面

間接触直後に,かまぼこの圧迫に伴う唄噴力の増大が生

※ : No appearance

じ,同時に下顎閉口速度のわずかな減少が起こる｡つい

で,かまぼこの破砕による内部応力の消失に伴う唄噛力

の急激な減少すなわち脱負荷が生じ,同時に下顎閉口速

度の急激な増大が起こる｡さらに,下顎閉口速度の急激

な減少が認められるが,以後は,唄噛力の増大は認めら

れず,下顎閉口速度が暫滅し消失に至ることが認められ

た｡

2)　SPの発現状態

かまぼこを急速閉口運動によって噛みしめさせた場合

には,図13-(b)に示すように, 5被験例中4例では.か

まぼこの唆合面問接触直後には, S Pの発魂は認められ

ず､かまぼこの破砕による内部応力の消失に伴う唄噛力

の急激な減少すなわち脱負荷と同時に生じる下顎閉口速

度の急激な増大直後に, S Pが発現することが認められ

た｡しかし,残りの1例では,図13-(c)に示すように,

かまぼこの唆合面問接触産後の唄噛力の増大に対応して

発現するS Pがほとんどであり,唄噛力の急激な減少す

なわち脱負荷に対応して発現するS Pは,ほとんど認め

られなかった｡

なお,かまぼこでは,下顎閉口速度の消失直後のSP

の発環はほとんど認められなかった｡

SPの発寛率を表3 -(b)に,また, ONSETから下顎

閉口速度の消失までの経過時間, ONSETから唄噴力発

環までの経過時間, ONSETから脱負荷までの経過時

間, ONSETからS P発項までの経過時間,唄噴力発寛

からS P発項までの経過時間,脱負荷からSP発現まで

の経過時間および下顎閉口速度の消失からS P発現まで
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Table 4　Duration of parameters during rapid pressing after contact between foods and occlusal

table by rapid closing mandibular movement

Table 4- a Pickled radish

Sub ject

P aram eter

1 2 3 4 5

M ean ±S .D . M ean ±S .D . M ean ±S .D . M ean ±S .D . M ean ±S .D .

0 -V z 162.60±17.75 182.25±19.ll 118.94± 8.18 153.90±13.55 171.72 ±18.53

0 -M f 58.70± 4.52 67.81± 5.19 58.50± 7.52 64.70± 6.40 78.78± 7.92

0 -L ds 3.05± 8.94 120.63±12.69 77.19± 8.36 3.70±12.22 113.39±14.50

O 'S , 79.25±23.00 78.25± 7.36 71.94± 6.20 76.00± 6.10 92.39± 7.55

0 -S 5 107.55±23.20 139.63±12.80 97.20±14.60 127.22± 5.65 142.56± 9.37

0 -S c 140.69±24.98 195.81±20.99 136.00± 5.35 183.25±13.25 192.17±14.80

M r 9.69± 2.60 10.44 ± 5.28 13.44± 2.35 ll.30± 2.44 13.61± 1.87

Ld s ・S ll.11± 3.39 12.14± 3.78 16.13± 1.39 27.39±10.13 2工30± 5.83

V z ・S 8.00± 3.12 10.42± 3.05 17.67± 1.70 17.50± 7.95 12.75± 3.26

(Unit : ms)

vk : No appearance

Table 4-(b) Boiled fish paste

S u b ject

P a ram eter

1 2 3 4 5

M ean アS .D . M ea n ±S .D . M ea n ±S .D . M ea n アS .D . M ean ±S .D .

O . V z 133.38± 9.98 142.42± 9.69 114.86± 7. 12 144.22 ±17.03 154.33±12.60

0 - M f 67.38± 8.28 61.17± 7.27 65.14± 8. 92 76.6 7±10.83 90.50± 8.31

0 - L d s 10 1. 16±10.36 116.83± 8.33 3.85± 8. 14 117.44 ±17.8 1 12 7.50±12.01

0 - S , 107.40±11.29 125.20±15.97 87.00±11. 02 125.13 ±2 0.4 1 14 1.00±12.70

O ' S , 143.33± 6.55 179.40±23.12 ※ ※ ※

0 - S c 冗 .X ・*・ 栄 栄

M , 16.25± 0.75 26.50± 2.50 17.50± 4.00 ※ 栄

L d s - S ll. 96± 5.60 12.65± 6.05 10.75± 2.75 9.19± 4. 34 13.8 1± 6.88

V z ・S 6. 00± 0.00 栄 ・X- ※ * ・

0・Vz : The time from

O・Mn : The time from
ー
　
ォ
　
　
ー
　
‾
　
r
>
c
o
 
w

0-Ld

0.S

0.S

0.S

Mo･
Lds

The time from

The time from

The time from

The time from

The time from

The time from

Vz・S : The time from

(Unit : ms)

･X : No appearance

ONSET to V.V. reached zero

ONSET to appearance of masticatory force

ONSET to start of sudden disappearance of loading

ONSET to appearance of first SP

ONSET to appearance of second SP

ONSET to appearance of third SP

appearance of masticatory force to appearance of SP

start of sudden disappearance of loading to appearance of SP

which V.V. reached zero to appearance of SP
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Table 5　The changing ratio of masticatory force just after appearance of masticatory force and the

time of appearance of first SP

Table 5-(a) Synthetic rubber block

P aram eter

Sub -

ject

(M o -V z)l/6 M o - S R atio

(U nit‥m S) (U m t:m s) (L m t:kg-′m S)

1 M ea n ±S .D . 14.12 ±上58 9.44±1.90 0.23±0.09

2 M ean アS .D . 17.40 ±3.90 13.42 ±1.27 0.26 ±工12

3 M ean ±S .D . 13.78 ±2.33 15. ±2.55 0.34 ±0.18

4 M ean ±S .D . 14.78 ±0.94 15.35 ±3.00 0.34 ±0.09

5 M ean アS.D . 19.47 ±1.85 12.94 二3.54 0.11 ±0.05

Ratio : Value that M4divided by(M　・Vz)l/6

Table 5- c Pickled radish

P aram eter

S ub -

lect

M o -Lds 1/3 M o -S R atio

(U nit‥m S) (L m t:m s) (C m t:kg7m s)

1 M ean ±S .D . 9.78±上96 9.69±2.60 0.17±0.05

2 M ean アS .D . 17.60土4.87 10.44 ±5-28 0.13±0.07

3 M ean + S .D . 5.54 土1.41 13.44 ±2.35 1.00±0.30

4 M ea n ±S .D . 1上33 ±2.91 ll.30 ±2.44 0.32 ±0.ll

5 M ean ±S .D . ll.54 ±3.30 13.61±上87 0.37±0.14

Ratio : Value that Ld, divided by(MO・Lds)l/3

Table5-b Raisin

P ara m eter

S ub-

lect

M o -V z 1/6 M o -S R atio

(U m t:m s) (U m t:m s) (U m t:kg /m s)

1 M ean±S.D . 16.16±2.04 8.22±4.53 0.26±0.10

2 M eanアS .D . 19.17±2.38 ll.60±1.45 0.10±0.04

3 M ean±S .D . 14.98±1.21 12.10±1.53 0.29±0.15

4 M ean±S .D . 15.03±1.69 12.50±5.16 0.22±0.08

5 M ean±S .D . 18.24±2.33 13.10±3.36 0.17±0.08

Ratio : Value that M4 divided by(Mo・Vz)l/6

Table 5-(d) Boiled fish paste

P aram eter

S ub ▼

ject

(M o -Lds)l/3 M o -S R atio

(u nit:m s) (L nit:m s) (L m t:ke′m S)

1 M ean ±S .D . 10.81 ±2.85 45.74 ±7.67 0.05±0.03

2 M ean アS .D . 18.56 ±3.64 8.32 ±7.ll 0.04±0.02

3 M ean ±S.D . 6.98 ±1.03 17.50 ±4.00 0.38 ±0.09

4 M ean アS.D . 13.65±2.47 49.96±11.32 0.04 ±0.01

5 M ean アS .D . 12.33±2.21 50.81±10.58 0.11±0.05

Ratio : Value that Ldj divided by(Mo・Lds)l/3

(Mo・Vz)l/6 : 1/6 of the time from appearance of masticatory force to V.V. reached zero

Mr　: The time from appearance of masticatory force to appearance of SP

(Mo・Lds)l/3 : 1/3 of the time from appearance of masticatory force to start of sudden disappearance

ofloading

M4 : Absolute value of masticatory force corresponding to(MO・Vz)l/6

Ldi : Absolute value of masticatory force correspondingつo(MO・Lds)l/3

の経過時間を,それぞれ表4 -(b)に示す｡

すなわち, ONSETから下顎閉口速度の消失までの経

過時間は114.86-154.33msであるが, ONSETから唄

噴力発寛すなわちONSETからかまぼこの唆合面間接

触までの経過時間は, 61. 17-90.50msである｡被験例

1, 2, 4および5では,かまぼこの唆合面問接触産後

の16. 25-26. 50msの時間の経過後に認められたS Pの

発貌率は, 0-17%であったが,被験例3では,かまぼ

この唆舎面間接触直後の17. 50msの時間の経過後に, 71

%の高頻度でS Pが認められた｡

さらに,被験例1, 2, 4および5では,脱負荷直後

の9. 19-13. 81msの時間の経過後に　81-89%の頻度で

S Pが認められたが,被験例3では, 28%の強度を示す

にすぎなかった｡また,被験例1では,下顎閉口速度の

消失直後の6. 00msの時間の経過後に13%の低強度で

SPが認められたが,被験例2, 3,　および5では,

下顎閉口速度の消失直後に発現するS Pは認められな

かった｡

1 ･ 2　金品の唆合面問接触直後の唄噴力の時間的変化

と第1番目のS Pの発窮時報

ゴムブロック,レーズン,たくあんおよびかまぼこに

ついての,唆合面問接触直後の唄噴力の時間的変化およ

び第1番目のS P発現時期については,表5の(a)-(d)に

示すとおりである｡
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Table 6　The changing ratio of masticatory force immediately after the sudden disappearance of

loading and the time of appearance of SP

P a ram eter

S u b ject

L d s ・L de L ds - S R atio

(U n it : m s) (U n it : m s ) (U n it : k g′m S)

P ick led B o iled fish P ick le d B o iled fish P ickled B oiled fish

rad ish pa ste r ad ish p a ste ra d ish p aste

1 M ean アS.D . 9.25±5.05 15.22±8.73 ll. 11± 3.39 ll.96±5.60 - 0.47±0.33 】0.15±0.07

2 M ean ±S.D . 9. 00±2.55 ll.42±3.22 12. 14± 3.78 12.65±6.05 - 0.59ア0.32 - 0.20 ±0.10

3 M ean ±S.D . 8. 56±1.86 7.43±2.92 16. 13± 1.39 10.75±2.75 0.72±0.22 - 0. 60 + 0. 17

4 M ean ±S.D . 13. 60±6.49 10.83 ±2.38 27.39±10.13 9. 19±4.34 】0.40±0.24 - 0.23±0.10

5 M ean ±S.D . 16.00±7.44 13.8 9±6.39 21.30± 5.83 13.81±6.88 - 0.31±0.19 - 0.17±0.08

Lds・Lde : The time from start of sudden disappearance of loading to end of sudden disappearance of

loading

Lds・S : The time from start of sudden disappearance of loading to appearance of SP

Ld3 : Absolute value of masticatory force corresponding- to Lds

Ld4 : Absolute value of masticatory force correspondingつo Lde

Ratio : Value that(Ld4-Ld3)divided by Lds・Lde

すなわち,まず,ゴムブロックの唆合面間接触直後の

13.78-19.47msの問の唄噛力の増大率は　0. ll-0.34

kg/msを示すが,第1番目のSPは,ゴムブロックの

唆合面間接触直後の9. 44-15. 35msの時間の経過後に

発現することが認められた｡

つぎに,レーズンの唆合面問接触直後の15. 03-19. 17

mSの間の唄噛力の増大率は, 0. 10-0.29kg/msを示

すが,第1番目のSPは,レーズンの唆合面間接触後8.

22-13. 10msの時間の経過後に発窮することが認められ

m

さらに,たくあんの唆合面間接触直後の5.54-17.60

mS問の岨噛力の増大率は, 0. 13-1.00kg/msを示す

が,第1番目のSPは,たくあんの唆合面間接触後9.69

･13.61msの時間の経過後に発現することが認められ

た｡

また,かまぼこにおいては, 5被験例中4例すなわち

被験例1, 2,　および5では,かまぼこの唆舎面問接

触直後10. 81-18. 56ms問の唄噛力の増大率は, 0. 04-

0.llkg/msを示すが,第1番目のS Pのほとんどが,

かまぼこの唆合面間接触直後45. 74-68. 32msの間に発

窮することが認められた｡しかし,残りの1例すなわち

被験例3では,かまぼこの唆合面間接触直後の6.98ms

の間の唄噛力の増大率は, 0.38kg/ms前後を示すが,

第1番目のS Pは,かまぼこの唆合面間接触後17.50ms

の時間の経過後に発現することが認められた｡

1 ･3　脱負荷時の唄噛力の時間的変化とS Pの発現時

瑚

たくあんおよびかまぼこについての,脱負荷時の唄噴

力の時間的変化とS Pの発萎田寺報については,表6に示

すとおりである｡

まず,たくあんの破壊による内部応力の消失に伴う唄

噛力の急激な減少すなわち脱負荷直後の8. 56-16. 00ms

の間の唄噛力の増大率は　-0.31--0.72kg/msを示

し,脱負荷直後の11. ll-27.39msの時間の経過後にS

Pが発現することが認められた｡

また,かまぼこの破壊による内部応力の消失に伴う唄

噛力の急激な減少すなわち脱負荷直後の7. 43-15. 22ms

の間の唄噛力の増大率は,一0.15-　-0.60kg/msを示

し,脱負荷直後の9. 19-13.81msの時間の経過後にS

Pが発窮することが認められた｡

1 ･ 4　食品の唆合面間接触時の下顎閉口速度について

ゴムブロック,レーズン,たくあんおよびかまぼこに

ついての,唆合面間接触時の下顎閉口速度は,表7に示

すとおりである｡

ゴムブロックでは,唆合面問接触時の下顎閉口速度

が,最小の値を示した例が被験例1で163.00mm/Sを,

また,最大の値を示した例が披験例3で212.llmm/s

香,それぞれ示した｡また, 5例の平均値としては

181. 94mm/Sを示した｡

レーズンでは,唆合面間接触時の下顎閉口速度が,最
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Table 7　V.V. at the time of contact between foods and occlusal table by rapid closing mandibular
movement

P aram eter

Sub ject

V C

(U ni上 m m /s)

Synthetic R aisin P ickled Boiled fish

rubber block radish paste

1 M ean±S .D . 163.00±15.47 155.80±18.73 17上27±16.78 170.31±12.41

2 M ean±S .D . 173.67±17.76 102.28±26.26 132.12±13.71 124.67±20.26

3 M ean±S .D . 212.11±25.75 198.50±24.01 238.25±21.83 218.71±20.54

4 M ean±S.D . 176.90±12.27 185.50±11.97 196.00±14.72 173.56±15.21

5 M ean アS.D . 184.00±14.26 161.80±11.29 171.00±13.59 150.11±14.15

T otal M ean ±S .D . 181.94±17.10 160.78±18.41 181.73±16.13 167.47±16.51

Vc : V.V. at the time of contact between foods and occlusal table

小の値を示した例が被験例2で102.28mm/Sを,ま

た.最大の値を示した例が被験例3で198. 50mm/Sを,

それぞれ示した｡また, 5例の平均値としては160.78

mm/Sを示した｡

たくあんでは,唆合面間接触時の下顎閉口速度が,義

小の値を示した例が被験例2で132. 12mm/Sを,また,

最大の値を示した例が被験例3で238.25mm/Sを,そ

れぞれ示した｡また, 5例の平均値としては18工73

mm/Sを示した｡

かまぼこでは,唆合面間接触時の下顎閉口速度が,最

小の値を示した例が被験例2で124.67mm/sを,ま

>
ァ
ー
ァ

mMLt
･
-OGMn

⊥
-
⊥
士
-
十

疏
-
 
o
 
o

m

>->
'ZjOeVS

ま
ュ
T
T
千

g

O

 

0

k
 
1

WO･
-

a
.tC怨

⊥/i

100ms

V.V. reached zero

IThe maximum value of V.V.

Appearance of masticatory force

Synthetic rubber block

Fig. 14一(a) Subject2

た,最大の値を示した例が被験例3で218.71mm/Sを,

それぞれ示した｡また, 5例の平均値としては167.47

mm/sを示した｡

2　頃合面間に保持した食品を急敦に圧迫する場合

2･1唄噴力,下顎閉口速度およびSP発現について

2-1-1ゴムブロック

1)唄噴力と下顎閉口速度との関係

ゴムブロックを上下歯列間に保持した状態から急激に

噛みしめさせた場合には,図14-(a)に示すように,ま

ず,ゴムブロックの圧迫に伴う唄噛力の増大と同時に,

下顎閉口速度の増大が起こるO　ついで,ゴムブロックの

V.V. reached zero

The maximum value of V.V.

Appearance of masicatory force

- Raism

Fig. 14-(b) Subject 5

Fig. 14　A record of oscillogram in the condition of rapid pressing after holding of foods interocclusally
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Table 8　Frequency of appearance of SP during rapid pressing after holding of foods interocclusally

Table 8-(a) Synthetic rubber block

(Unit : %:

P ar am eter

S u b ject
M 0 L d S V m V Z

1 0 ※ 60 0

2 0 ※ 10 0

3 0 ※ 100 0

4 0 ※ 50 0

5 0 ※ 30 0

Table8-b Raisin

(Unit : %)

P ara m eter

S u b ject
M 0 L d S V m V Z

1 0 ※ 90 0

2 0 ※ 70 0

3 0 ※ 80 0

4 0 栄 100 0

5 0 ※ 100 0

・A* : No appearance

Mo : The time of appearance of masticatory force

Lds : Start of sudden disappearance of loading

Vm : The time of maximum valueofV. V.

Vz : The time which V V reached zero

圧迫の進行により唄噛力が著しく増大し,これに伴い下

顎閉口速度の暫減が起こる｡以後は,噛みしめにより唄

噛力の増大が暫時持続するが,下顎閉口速度は暫滅を経

て消失に至ることが認められた｡

2) SPの発現状態

ゴムブロックを上下歯列間に保持した状態から急激に

噛みしめさせた場合には,図14-(a)に示すように,ま

ず,ゴムブロックの圧迫の経過中すなわち下顎閉口速度

が,増大から減少に変化した後にS Pの発現が認められ

た.また,下顎閉口速度の消失直後のS Pの発現は認め

られなかった｡

S Pの発現率を表8-(a)に,また,唄噛筋筋放電の

ONSETから下顎閉口速度の消失までの経過時間,

ONSETから下顎閉口速度の最大値を示した時点までの

経過時間, ONSETからS P発現までの経過時間,下顎

閉口速度の最大値を示した時点からS P発現までの経過

時間および下顎閉口速度の消失からS P発現までの経過

時間を,それぞれ表9 -(a)に示す｡

すなわち,ゴムブロックにおいては,唄噛力の発塊直

後にはS Pの発塊は認められず, ONSETから下顎閉口

速度の消失までの経過時間は, 141. 45-248. 90msであ

るが, ONSETから下顎閉口速度の産大値を示した時点

までの経過時間は, 47.45-110.30msであり,被験例

1, 3,　および5では,下顎閉口速度の最大値を示し

た時点以後の43. 67-59. 80msの時間の経過後に, 30-

100%の頻度でS Pの発現が認められたが,被験例2で

は,ほとんどSPの発塊が認められなかった0

-　85

・a- : No appearance

2-1-2　レーズン

1)　噴力と下顎閉口速度との関係

レーズンを上下歯列問に保持した状態から急激に噛み

しめさせた場合には,図14-(b)に示すように,まず,

レーズンの圧迫に伴う唄噴力の増大と同時に,下顎閉口

速度の増大が起こる｡ついで,レーズンの圧迫の進行に

より唄噛力が著しく増大し,これに伴い下顎閉口速度は

暫減を示す｡以後は,噛みしめにより唄噛力の増大が暫

時持続するが,下顎閉口速度は暫減を経て消失に至るこ

とが認められた｡

2)　S Pの発魂状態

レーズンを上下歯列間に保持した状態から急激に噛み

しめさせた場合には,図14-(b)に示すように,まず,

レーズンの圧迫の経過中すなわち下顎閉口速度の急激な

増大から急激な減少に変化した以後に, S Pの発現が認

められた｡しかし,下顎閉口速度の消失直後における発

場は認められなかった｡

SPの発現率を表　-(b)に,また, ONSETから下顎

閉口速度の消失までの経過時間, ONSETから下顎閉口

速度の最大値を示した時点までの経過時間, ONSETか

らS P発現までの経過時間,下顎閉口速度の最大値を示

した時点からS P発現までの経過時間および下顎閉口速

度の消失からS P発現までの経過時間を,それぞれ表9

-(b)に示す｡

すなわち, ONSETから下顎閉口速度の消失までの経

過時間は91. 50-202. 44msであるが, ONSETから下顎

閉口速度の最大値を示した時点までの経過時間は64. 15
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Table 9　Duration of parameters during rapid pressing after holding of foods interocclusally

Table 9-(a) Synthetic rubber block

S u b ject

P a ra m eter

1 2 3 4 5

M ean ±S .D . M ea n ±S.D . M ea n ±S .D . M ean アS .D . M ea n ±S .D .

0 - V z 197.40±24.61 248. 90 ±4工50 141.45±13.08 159.70±12.66 162.22±16.01

0 - V m 109.30±16.86 110.30 ±26.38 47.45± 7.48 81.50± 6. 14 3. 61± 5.49

0 - ld s ※ ※ ※ ※ ※

0 -s , 163.00±15.24 220.00± 0.00 107. 25±18. 93 123.10±10.92 12 3. 17± 5.48

o ォs 5 ※ ※ 栄 ※ ※

0 -S , ・*・ 辛 ※ ※ 栄

M n *・ ※ ※ ※ ※

V m ・S 56.8 3±12. 37 115.00± 0.00 59 -80± 7.48 4 5. 40± 5. 85 43.67± 3. 12

V z - S ※ ※ ※ i ※ 莱

(Unit : ms)

・)*(・: No appearance

Table9-b Raisin

Subject

P aram eter

1 2 3 4 5

M ean±S .D . M ean ±S .D . M ean±S.D . M ean±S .D . M ean±S.D .

0 ・V z 157.90±13.29 202.44±16.45 139.00±11.85 91.50± 6.71 94.85± 7.76

0 ・V m 75.30± 7.81 125.30±2上04 79.50±11.04 64.15± 4.53 69.55± 5.36

0 - lds 栄 ・:*・ ※ .X. ※

0 - S , 1 55±14.62 128.60±20.66 108.63± 8.44 78.20± 7.72 83.95± 8.08

0 -S , 118.50± 0.00 ォ ・* 栄 ※

0 -S c 莱 ※ ※ 栄 ※

M r ※ ※ 栄 *・ ※

V m ・S 12.61±15.06 12.29± 8.98 28.00± 8.36 14.05± 5.44 14.40± 5.32

V z ・S ※ ※ ※ 栄 ※

(Unit : ms)

※ : No appearance
0・Vz : Thetimefrom ONSET to V.V. reached zero

O・Vm : The time from ONSET to maximum value ofV.V.

0・Ids : The time from ONSET to start of sudden disappearance of loading

0-s,

0-S,

0-S,

Mf

Vm・S

The time from ONSET to appearance of first SP

The time from ONSET to appearance of second SP

The time from ONSET to appearance of third SP

The time from appearance of masticatory force to appearance of SP

The time from maximum value of V.V. to appearance of SP

Vz・S : The time from which V.V. reached zero to appearance of SP
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Fig. 15　A record of oscillogram in the condition of rapid pressing after holding of foods interocclusally

Table 10 Frequency of appearance of SP during rapid pressing after holding of foods interocclusally

Table 10-(a) Pickled radish

(Unit : %:

P a ra m eter

S u b ject
M o 1d S V Z

1 0 89 0

2 0 8 0 40

3 0 90 0

4 0 90 0

5 0 100 0

Table 10-(b) Boiled fish paste

(Unit : %)

P aram eter

Subject
M 0 ldS V Z

1 0 100 0

2 0 90 10

3 0 100 0

4 0 100 0

5 0 100 20

※　No appearance

Mo : The time of appearance of masticatory force

Ids : Start of sudden disappearance of loading

Vz : The time which V. V. reached zero

･125.30msであり, SPは,下顎閉口速度の最大値を

示した時点以後の12. 29-28. 00msの時間の経過後に,

70-100%の頻度で発現することが認められた｡

2-1-3　たくあん

1)唄噴力と下顎閉口速度との関係

たくあんを上下歯列間に保持した状態から急激に噛み

しめさせた場合には,図15-(a)に示すように,まず,た

くあんの圧迫に伴う姐噛力の増大と同時に,下顎閉口速

度のわずかな増大が起こる｡ついで,たくあんの破砕に

よる内部応力の消失に伴う唄噛力の急激な減少と同時

・*・: No appearance

に,下顎閉口速度の急激な増大が起こる｡さらに,唆舎

面間に介在したたくあんの再度の圧迫に伴う唄噛力の増

大と同時に,下顎閉口速度の急激な減少が生じ,以後

は,噛みしめによる唄噛力の増大が暫時持綻するが,下

顎閉口速度は暫減を経て消失に至ることが認められた｡

2)　SPの発現状態

たくあんを上下歯列間に保持した状態から急激に噛み

しめさせた場合には,図15-(a)に示すように,まず,た

くあんの破砕による内部応力の消失に伴う唄噴力の急激

な減少すなわち脱負荷と同時に,下顎閉口速度の急激な
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Table ll Duration of parameters during rapid pressing after holding of foods interocclusally

Table ll-(a) Pickled radish

S u b ject

P a ra m eter

1 2 3 4 5

M ea n ±S .D . M ean アS .D . M ea n ±S .D . M ea n ±S .D . M ea n ±S .D .

0 - V z 153.00± 8.53 199.20±30.08 122. 10±18. 98 111.05±14.47 110. 25±21.48

0 - ld s 57. 06± 7.80 101.40±17. 56. 10± 8.33 61.30± 5.90 56.5 0± 8.4 0

0 - S , 64.8 9± 8. 54 113. ±16.97 66.60± 8.43 3.28± 5.27 65. 15± 8. 70

O ' S , 100.0 0±14.9 7 185.67±12.55 1 19. 14±12.98 100.19± 8. 99 94. 14±10.77

0 - s , 134.50± 6.60 231.00± 0.00 ※ ※ 栄

M n - S ※ ※ ※ 栄 莱

Id s - S 10.56± 5.04 9. 75± 3. 86 12.17± 3.90 8. 17± 2.6 6 8.65± 1.61

V z - S ※ 15. 75 ± 3.5 6 ※ ※ ※

(Unit : mS)

・)*(・: No appearance

Table ll-(b) Boiled fish paste

S u b ject

P a ra m eter

1 2 3 4 5

M ean ±S .D . M ea n ±S .D . M e an ±S .D . M ea n ±S .D . M e an ±S .D .

0 . V z 153.00±28.77 12 0. 35 ±10. 77 95.75± 9.19 106.89 ± 5. ll 110.65± 5.67

0 - Id s 99.10±31.76 3.50 ± 8.22 65.40± 9.31 76.39± 5.69 78.75± 5.69

0 - S , 115.25±27.31 100.20 ±13.8 7 76.85± 8.49 90.28± 7.65 91.75± 5.99

0 - S , ※ 159.00± 0.00 ・蝣*・ ※ 123. 00± 2.00

o ォs < ※ ※ 栄 莱 ※

M f ※ ※ ※ ※ 栄

Id s - S 16. 15± 5.51 15.06± 5.37 ll.45 ± 2.43 13.89± 2.69 13.00± 3.73

V z ・S ※ 24.00± 0.00 * 栄 18.00± 1.00

(Unit:mS)

・*・: No appearance

O. Vz : The time from ONSET to V.V. reached zero

O・Ids : The time from ONSET to start of sudden disappearance of loading

O・S, : The time from ONSET to appearance of first SP

O・S2 : The time from ONSET to appearance of second SP

O・S3 : The time from ONSET to appearance of third SP

M, S : The time from appearance of masticatory force to appearance of SP

Ids - S : The time from start of sudden disappearance of loading to appearance of SP

Vz・S : The time from which V.V. reached zero to appearance of SP

88　-
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増大が生じるが,その直後にS Pの発現が認められた｡

なお,被験例によっては,低強度ではあるが,下顎閉口

速度の消失にほぼ対応してS Pの発現が認められた｡

s pの発現率を表10-(a)に,また, ONSETから下顎

閉口速度の消失までの経過時間, ONSETから脱負荷ま

での経過時間, ONSETからS P発現までの経過時間,

脱負荷からS P発現までの経過時間および下顎閉口速度

の消失からS P発現までの経過時間を,それぞれ表1上

(a)に示す｡

すなわち, ONSETから下顎閉口速度の消失までの経

過時間は110.25-199.20msであるが, ONSETから脱

負荷までの経過時間は56. 10-101.40msであり,脱負

荷直後の8. 17-12. 17msの時間の経過後に, 80-100%

の高虜度でS Pの発現が認められた｡また,被験例2で

は,下顎閉口速度の消失直後の15.75msの時間の経過

後に, 40%の頻度でS Pの発現が認められたが,被験例

1, 3, 4および5ではSPの発現は認められなかった｡

2-1-4　かまぼこ

1)唄噛力と下顎閉口速度との関係

かまぼこを上下歯列間に保持した状態から急激に噛み

しめさせた場合には,図15-(b)に示すように,まず,か

まぼこの圧迫に伴う唄噴力の増大と同時に,下顎閉口速

度のわずかな増大が起こる｡ついで,かまぼこの破砕に

ょる内部応力の消失に伴う唄噴力の急激な減少と同時

に,下顎閉口速度の急激な増大がおこるoさらに,下顎

閉口速度の減少が認められるが,唆合面間に介在したか

まぼこの再度の圧迫に伴う唄噴力の増大は認められず,
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Fig.16　A record of oscillogram in the condition

of rapid pressing after holding of dry

macaroni interocclusally
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以後は,下顎閉口速度が暫滅し消失に至ることが認めら

れた｡

2) SPの発現状態

かまぼこを上下歯列間に保持した状態から急激に噛み

しめさせた場合には,図15-(b)に示すように,まず,か

まぼこの破砕による内部応力の消失に伴う唄噛力の急激

な減少すなわち脱負荷と同時に,下顎閉口速度の急激な

増大が生じるが,その直後にS Pの発寛が認められた｡

さらに,被験例によっては,低頻度ではあるが,下顎閉

口速度の消失直後にS Pの発現が認められた｡

s pの発現率を表10-(b匿,また, ONSETから下顎

閉口速度の消失までの経過時間, ONSETから脱負荷ま

での経過時間, ONSETからS P発寛までの経過時間,

脱負荷からS P発現までの経過時間および下顎閉口速度

の消失からS P発環までの経過時間を,それぞれ表111

(b)に示す｡

すなわち, ONSETから下顎閉口速度の消失までの経

過時間は95.75-153.00msであるが, ONSETから脱

負荷までの経過時間は65.40-99. 10msであり,脱負荷

直後の11.45-16. 15msの時間の経過後に, 90-100%

の高頻度でSPの発現が認められた｡なお,被験例2お

よび5では,下顎閉口速度の消失直後の18. 00-24. 00ms

の時間の経過後に, 10-20%の低頻度でS Pの発現が認

められたが,被験例1, 3および4ではこのSPの発現

は認められなかった｡

2-1-5　乾燥マカロニ

1)唄噛力と下顎閉口速度との関係

乾燥マカロニを上下歯列間に保持した状態から急激に

Table 12　Frequency of appearance of SP during

rapid pressing after holding of dry maca-

roni interocclusally

(Unit: %)

P a ra m eter

S u b iect
M 0 1d S V Z

1 0 100 50

2 0 100 ll

3 0 100 0

4 0 100 0

5 0 100 0

・*・: No appearance

Mo : The time of appearance of masticatory force

Lds : Start of sudden disappearance of loading

Vz : The time which V.V. reached zero
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Table 13 Duration of parameters during rapid pressing after holding of dry macaroni interocclusally

S u b ject

P a ra m eter

1 2 3 4 5

M ean ±S .D . M ea n ±S .D . M ean ±S .D . M ea n アS .D . M ean ±S .D .

0 - V z 179. 15±33.49 235.94±30. 64 187.67±38.03 183.35 ±22. 07 173.70±47.15

0 - Id s 56.50± 8.94 99. 78±10. 69 62.11±21.35 60.80± 5. 94 58.10± 8.76

0 - s . 3.65± 8.72 114. 00±12. 07 75.06±21.69 74.80± 7.05 74. 55± 9.13

0 - s , 127.25±27.04 189.33±28.93 147.44±3工77 130.05±27.60 134. 75±31.71

0 - s . 185.75±40.17 233.00± 3.17 197. 50±11. 50 155.56± 4.25 159. 00± 1.50

M f 莱 ※ ※ ※ 栄

Id s ・S 12. 15± 2. 13 14.22± 3.67 12.95± 5.27 14. 00± 4. 53 16.45± 3. 96

V z - S 13.60± 4.4 0 9.00± 0.00 ※ ※ ※

(Unit : mS)

※ : No appearance
0・Vz : The time from ONSET to V.V. reached zero

O詛Ids : The time from ONSET to start of sudden disappearance of loading

0.S The time from ONSET to appearance of first SP

0・S2 : The time from ONSET to appearance of second SP

0-sq The time from ONSET to appearance of third SP

M,・S : The time from appearance of masticatory force to appearance of SP

Ids・S : The time from start of sudden disappearance of loading to appearance of SP

Vz・S : The time from which V.V. reached zero to appearance of SP

噛みしめさせた場合には,図16に示すように,まず,乾

燥マカロニの圧迫に伴う唄噛力の増大が生じるが,下顎

閉口速度の増大がほとんど起こらない｡ついで,乾燥マ

カロニの破砕による内部応力の消失に伴う唄噛力の急激

な減少と同時に,下顎閉口速度の急激な増大が起こる｡

さらに,唆合面間に介在した乾燥マカロニの,再度の圧

迫に伴う唄噛力の増大が生じ,同時に下顎閉口速度の急

激な減少が起こる｡ J以後は,このような破壊現象が数回

譜められ.唄噛力の増大が暫時持続し,下顎閉口速度が

暫滅し消失に至ることが認められた｡

2) SPの発項状態

乾燥マカロニを上下歯列間に保持した状態から急激に

噛みしめさせた場合には,図16に示すように,まず,乾

燥マカロニの破砕による内部応力の消失に伴う唄噛力の

急激な減少すなわち脱負荷と同時に,下顎閉口速度の急

激な増大が生じるが,その直後にS Pの発現が認められ

たo　さらに,被験例によっては,低頻度であるが,下顎

閉口速度の消失直後にS Pの発寛が認められた｡

S Pの発項率を表12に,また, ONSETから下顎閉口

速度の消失までの経過時間, ONSETから脱負荷までの

経過時間, ONSETからS P発現までの経過時間,脱負

荷からS P発項までの経過時間および下顎閉口速度の消

失からS P発場までの経過時間を,それぞれ表13に示

す｡

すなわち, ONSETから下顎閉口速度の消失までの経

過時間は173. 70-235.94msであるが, ONSETから脱

負荷までの経過時間は56. 50-99. 78msであり,脱負荷

直後の12. 15-16.45msの時間の経過後に, 100%の高

頻度でSPの発項が認められた｡被験例1および2で

は,下顎閉口速度の消失直後の9.00-13.60msの時間

の経過後に, ll-50%の頻度でS Pの発寛が認められた

が,被験例3, 4,および5ではこのSPの発項は認め

られなかった｡

2-1-6　ピーナッツ

1)唄噛力と下顎閉口速度との関係

ピーナッツを上下歯列間に保持した状態から急激に噛

みしめさせた場合には,図17に示すように,まず,ピー

ナッツの圧迫に伴う唄噴力の増大が生じるが,下顎閉口

速度の増大はほとんど起こらない｡ついで,下顎閉口速

度の急激な増大が生じるが,唄噛力の減少量は小さい｡

すなわちこの時点で,ピーナッツの第1次破砕が起こっ

ていると考えられるが,唄噛力の急激な減少すなわち脱

90
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負荷は認められない｡さらに,唆合面間に介在したピー

ナッツの再度の圧迫によると判断される唄噛力の増大と

滅少とが生じるが,これに対応して下顎閉口速度の急激

な滅少と急激な増大が反復する｡最後に,噛みしめによ

る唄噴力の増大が持続し,下顎閉口速度が暫滅し消失に

至ることが認められた｡

2) SPの発現状態

ピーナッツを上下歯列間に保持した状態から急激に噛

みしめさせた場合には,図17に示すように,下顎閉口速

度の急激な増大時にはぼ対応してS Pの発現が認められ

た. S Pはこのような下顎閉口速度の急激な増大時にほ

ぼ対応して数回の発現を示す｡

s pの発現率を表14に､またONSETから下顎閉口

速度の消失までの経過時間, ONSETから第1次破壊ま

での経過時間, ONSETからS P発現までの経過時間,

第1次破壊からS P発現までの経過時間および下顎閉口

速度の消失からS P発項までの経過時間を,それぞれ表

15に示す｡

すなわち, ONSETから下顎閉口速度の消失までの経

過時間は, 143.43-149.67msであるが, ONSETから

第1次破壊までの経過時間は, 37.86-41.50msであ

り,第1次破砕直後の13.44-15.07msの時間の経過後

に, 88-100%の頻度で第1番目のS Pの発現が認めら

れた｡しかしながら,第2番目以降SPの発現状態につ

いては,特定の傾向を示さないことが認められた｡

また,下顎閉口速度の消失に対応するS Pの発現は認

められなかった｡
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Table 14　Frequency of appearance of SP during

rapid pressing after holding of peanuts

interocclusally

(Unit : %)

P a ra m eter

S u b ject
M 0 C f V Z

3 0 88 0

4 0 100 0

・*・: No appearance

Mo : The time of appearance of masticatory force

Cf : The time of first crushing of food

vz : The time which V.V. reached zero

Table 15　Duration of parameters during rapid

pressing after holding of peanuts inter-

occlusally

u b iect

P a ra m e ter

3 4

M e an ±S .D . M e an ±S .D .

0 - V z 149.67±17.93 143. 43±17.47

0 - C f 41.50±11.78 37.86± 6. 95

0 - S , 55.25±12.29 52.93± 8.16

0 - S c 135.50±13.20 113.07±13.01

0 - S c ※ 142.00± 5.00

M r ※ 莱

C f ・S 13.44 ± 3.25 15. 07± 3.8 1

V z ・S ※ ・蝣*>

(Unit : mS)

・A- : No appearance

o・Vz : The time from ONSET to V.V. reached

zero

0 - Cf : The time from ONSET to first crushing

of food

O・S; : The time from ONSET to appearance of

first SP

O・S2 : The time from ONSET to appearance of

second SP

O・S3 : The time from ONSET to appearance of

third SP

Mo・S:The time from appearance of masti-

catory force to appearance of SP

Cf. S : The time from first crushing- of food to

appearance of SP

Vz・S : The time from which V.V. reached zero

to appearance of SP

91 -



92 佐々木:唄噛力および下顎位の変化とS P発現様相

Table 16 The changing ratio of masticatory force during rapid pressing after holding of foods and
the time of appearance of first SP

Table 16-(a) Synthetic rubber block

Subject

P aram eter

1 2 3 4 5

M ean アS .D . M ean ±S .D . M ean ±S.D . M ean ±S .D . M ean ±S .D .

0 ・V m (U nit : m s) 109.30±16.86 110.30±26.38 47.45± 7.48 81.50± 6.14 3.61± 5.49

V m ・V z(U nit : m s) 3.10±17.51 138.60±18.01 94.00± 7.89 78.20± 9.53 78.61±14.66

0 ・S fU nit :m s) 163.00±15.24 220.00± 0.00 107.25±18.93 123.10±10.92 123.17± 5.48

R atio (0 -V m )(U nit :kg′m S) 0.03 ± 0.01 0.03± 0.01 0.05± 0.01 0.06± 0.02 0.04 ± 0.01

R atio (V m -V z)(U nit ‥kg/m s) 0.12 ± 0.02 0.09± 0.02 0.12 ± 0.02 0.16± 0.05 0.13± 0.03

Table 16-(b) Raisin

S u b ject

P ara m eter

1 2 3 4 5

M e an ±S .D . M ea n アS .D . M ea n ±S .D . M e an ±S .D . M ea n ±S .D .

0 ・V m (U n it : m s ) 75.30± 7.81 125.30±2 1.04 79,50±11. 04 4.15± 4.53 69.55± 5.36

25.30± 4.05
V m ・V z(U n it : m s) 82. 60±14.76 77. 14±28.5 1 59.50±14. 76 27. 35± 4.16

0 . S (U n it : m s ) 4 RE. 00 ±14. 62 128.60±20.66 108.63± 8.44 78.2 0± 7.72 83.95± 8.08

R atio (0 ・V m )(U n it : kg / m s ) 0. 07± 0. 02 0.08± 0.03 0.05± 0.01 0.05± 0. 01 0. 05± 0.01

R atio (V m -V z)(U n it ‥k er/m s ) 0. 15 ± 0. 06 ー0.02± 0.06 0.03± 0.03 0.00± 0.03 0. 01± 0. 03

0・Vm ; The time from ONSET to maximum value ofV.V.

Vm・Vz : The time from maximum value of V.V.to V.V. reached zero

O・S ; The time from ONSET to appearance of first SP

Mo ; Absolute value of masticatory force corresponding to ONSET

mi : Absolute value of masticatory force corresponding to maximum value of V.V.

m2 : Absolute value of masticatory force corresponding to V.V. reached zero

Ratio(0・Vm) : Value that (m,-MO)divided by O・Vm

Ratio(Vm・Vz) : Value that (mj-m,)divided by Vm・Vz

2･ 2　食品圧迫開始直後の唄噴力の時間的変化と第1

番昌のS Pの発寛時期

2-2-1ゴムブロック

ゴムブロックの圧迫開始後の唄噴力の時間的変化およ

び第1番目のS Pの発卯寺期は,表16-(a)に示すとおり

である｡まず,被験例1, 3, 4および5では,ゴムブ

ロックの圧迫開始直後の47. 45-109. 30ms間の唄噴力

の増大率は　0.03-0.06kg/msを示すが,その間に

S Pの発場は認められないOさらに,下顎閉口速度の最

大値を示した時点から78. 20-138. 60ms間の唄噴力の

増大率は　0.12-0.16kg/msを示す｡この時期すなわ

ちゴムブロックの圧迫開飴後, 107.25-163.00msの時

間の経過後に,第1番目のSPが発窮した｡これに対し

て,被験例2では,ゴムブロックの圧迫開始より110.30

ms問に, 0.03kg/msの唄噴力の増大率を示し,その

後の138. 60msの問に, 0. 09kg/msの唄噴力の増大率を

示したが,この時点までに第1番目のSPが発現する強

度は著しく低いことが認められた｡

2-2-2　レーズン

レーズンの圧迫開始後の唄噛力の時間的変化および第

1番目のS Pの発卵寺期は.表16-(b)に示すとおりであ

る｡まず,レーズンの圧迫開始直後の64. 15-125.30ms

間の唄噴力の増大率は　0. 05-0. 08kg/msを示すが,

その間にSPの発現は認められない｡さらに,下顎閉口

速度の最大値を示した時点から25. 30-82. 60ms間の唄

噛力の増大率は　-0.02-0.15kg/msを示す｡この時

-　92　-
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Table 17　The changing ratio of masticatory force during rapid pressing after holding of foods and

time of appearauce of first SP

Table 17-(a) Pickled radish

Su bject

P aram eter

1 2 3 4 5

M ean ±S .D . M ean アS.D . M ean アS .D . M ean アS .D . M ean ±S.D .

0 ・lds(U nit :m s) 57.06± 7.80 101.40±17-08 56.10± O QQO.OO 61.30± 5.90 56.50± 8.40

Ids ・ldefU m t :m s) 10.00± 3.60 9.55± 4.92 7.50± 1.41 14.55± 3.52 13.25± 3.42

Id s ・S(U m t ‥m S) 10.56± 5.04 9.75± 3.86 12.17± 3.90 8.17± 2.66 8.65± 1.61

R atiofO ・Ids)(U nit :kg/m s) 0.07± 0.02 0.08± 0.02 0.09± 0.02 0.07± 0.02 0.06± 0.02

R atioflds ・lde)(U nit ‥kg ′m S) -0.34± 0.18 - 0.97± 0.35 】0.72± 0.35 - 0.21+ 0.12 】0.18± 0.10

Table 17-(b) Boiled fish paste

S u b jec t

P ar am eter

1 2 3 4 5

M ea n ±S .D . M ea n ±S .D . M ean ±S .D . M ean アS .D . M ea n ±S .D .

0 ・ld s (U n it ‥m S ) 99. 10±3 1. 76 3. 50± 8.22 65.40 ± 9.3 1 76.39± 5.69 78.75± 5.69

Id s ・ld e (U m t : m s ) 14.35± 9.16 9.05± 2.18 5. 70 ± 2.56 12.22± 1.03 12.55± 1.74

Id s ・S (U n it : m s ) 16.15± 5.51 15.06± 5.37 ll.45± 2.43 13.89± 2.69 13.00± 3.73

R a tio fO ・Id s)(U n it ‥k g /m s ) 0.03± 0.01 0.03± 0.01 0.05± 0. 01 0. 04 ± 0.0 1 0.03± 0.01

R atio (ld s ・ld e )(U n it : kg′m S ) - 0. 17± 0.ll 】0.16± 0.05 ー0.44± 0.18 - 0. 21 + 0. 03 - 0. 17± 0.08

Table 17-(c) Dry macaroni

S u b ject

P ar am eter

1 2 3 4 5

M ea n アS.D . M ea n ±S .D . M ean ±S .D . M e an ±S .D . M ea n ±S.D .

0 ・ld s (U n it ‥m S) 56.50± 8.94 99. 78 ±10.6 9 62. 11±21.35 60.80± 5.94 58.10± 8.76

Id s ・ld e fU m t ‥m S ) 1.40± 0.70 1.50± 0. 47 3.33± 2.98 4.40± 3.49 1.95± 0.35

Id s ・S U n it ‥m S ) 12.15± 2.13 14.22± 3.67 12. 95± 5.27 14.00± 4.53 16.45± 3.96

R a tio (0 ・Id s)(U n it :k g /m s ) 0.11± 0.03 0.07± 0.05 0. 05± 0.02 0. 07± 0.03 0.06± 0.02

R atio (ld s ・Id e )(U n it :k g /m s ) - 5.94± 3.17 - 6. ± 4.33 - 2.32± 1.6 1 - 2. ± 1.89 】1.99± 1.29

o・Ids : The time from ONSET to start of sudden disappearance of loading

Ids・Ide : The time from start of sudden disappearance of loading to end of sudden disappearance

ofloading

Ids・S : The time from start of sudden disappearance of loading to appearance of SP

Mo : Absolute value of masticatory force corresponding to ONSET

ldl : Absolute value of masticatory force corresponding to start of sudden disappearance of

loading

Id2 : Absolute value of masticatory force corresponding to end of sudden disappearance of

loading

Ratio(0・Ids) ; Value that(Idi-Mo)divided by O・Ids

Ratio(lds・Ide) : Value thatClda-ldJdivided by Ids・Ide
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Table 18　The changing ratio of masticatory force

during rapid pressing after holding of pea-

nuts and the time of appearance of first SP

S u b ject

P ar am eter

3 4

M ea n アS .D . M e an ±S .D .

0 ・Cf(U n it : m s) 41.50±11.78 37.86±6.95

C f ・V m (U n it ‥m S ) 10. 33± 4.24 16.00±8.47

C f ・S (U n it : m s ) 13. 44± 3.25 15.07±3.81

Ratio(0・lds)(U nit :kg/m s) 0. 04 ± 0. 04 0.05±0.02

R atio(lds・lde)(U nit:kg/m s) 0.04± 0. 18 0.03±0.41

O・Cf : The time from ONSET to first crushing

food

Cf・Vm : The time from first crushing food to

maximum value of V.V.

Cf・S : The time from first crushing food to

appearance of first SP

Mo : Absolute value of masticatory force

corresponding to ONSET

Idx : Absolute value of masticatory force

corresponding to first crushing food

Id2 : Absolute value of masticatory force

corresponding to maximum value of

v.v.

Ratio(0・Ids) : Value that (Ic^-Mq) divided by

O-lds

Ratio(lds・Ide) : Value that (ld2-ld^ divided by

Ids・Ide

親すなわちレーズンの圧迫開始後, 78. 20-128. 60msの

時間の経過後に,第1番目のS Pが発環が認められた｡

2-2-3　たくあん

たくあんの圧迫開始後の唄噛力の時間的変化および第

1番目のS Pの発環時期は,表17-(a)に示すとおりであ

る｡

まず,たくあんの圧迫開始直後からたくあんの破砕に

伴う脱負荷までの56. 10-101. 40ms間の唄噴力の増大

率は, 0.06-0.09kgソmsを示すが,その間に, SPの

発塊は認められない｡さらに,脱負荷による急激な唄噴

力の減少を示す時間は　7.50-14.55msであり,この

間に,唄噛力は　0.18--0.97kg/msの増大率を示

す｡この脱負荷直後の8. 17-12. 17msの時間の経過後

に,第1番目のS Pが高頻度で発窮することが認められ

た｡

2-2-4　かまぼこ

1番目のS Pの発現時期は,表17-(b)に示すとおりであ

る｡

まず,かまぼこの圧迫開始直後からかまぼこの破砕に

伴う脱負荷までの65. 40-99. 10ms間の唄噴力の増大率

は　0.03-0.05kgゾmsを示すが,その間に, SPの発

項は認められないoさらに,脱負荷による急激な唄噛力

の減少を示す時間は, 5.70-14.35msであり,この間

に,唄噛力は-0.16-　-0.44kg/msの増大率を示す｡

この脱負荷直後の11. 45-16. 15msの時間の経過後に,

第1番目のS Pが高頻度で発現することが認められた｡

2-2-5　乾燥マカロニ

乾燥マカロニの圧迫開始後の唄噴力の時間的変化およ

び第1番目のS Pの発脚寺期は,表17-(c)に示すとおり

である｡まず,乾燥マカロニの圧迫開始直後から乾燥マ

カロニの破砕に伴う脱負荷までの56. 50-99. 78ms間の

唄噛力の増大率は, 0.05-0.llkg/msを示すが,この

間に, SPの発場は認められない｡さらに,脱負荷によ

る急激な唄噛力の減少を示す時間は1.40-4. 40msで

あり,この間に,唄噴力は-1.99-　-6.84kg/msの増

大率を示す｡

この脱負荷直後の12. 15-16. 45msの時間の経過後

に,第1番目のS Pが高頻度で発窮することが認められ

た｡

2-2-6　ピーナッツ

ピーナッツの圧迫開始後の唄噛力の時間的変化および

第1番目のSPの発寛時期は,表18に示すとおりであ

る｡

まず,ピ-ナッツの圧迫開始直後からピーナッツの第

1次破砕が起こると思われる下顎閉口速度の急激な増大

時までの37.86-41.50ms間の唄噴力の増大率は,約

0.04kg/msを示すが,この間に, S Pの発現は認めら

れない｡ついで, 10.33-16.00ms間に,唄噛力が0.03

･0.04kg/msの変化を示す第1次破砕が起こるが,こ

の第1次破砕直後の13.44-15.07msの時間の経過後

に,第1番目のS Pが高頻度で発現することが認められ

m

2･3　下顎閉口速度の最大値

ゴムブロック,レーズン,かまぼこ,たくあん,乾燥

マカロニおよびピーナッツを上下歯列問に保持した状態

から急激に噛みしめさせた場合の下顎閉口速度の最大値

は,それぞれ表19に示すとおりである｡

まず,ゴムブロックでは,最小の値を示した例が被験

例2で45.91mm/sを,また,最大の値を示した例が被

かまぼこの圧迫開始後の唄噴力の時間的変化および第　　験例4で90.36mm/sを,それぞれ示した｡また, 5例
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Table 19　The maximum value of V.V. during rapid pressing after holding of foods interocclusally

95

Param eter

Sub-

V m

(U nit :m m /s)

Synthetic R aism P ickled B oiled fish D ry P eanuts

ject rubber block radish paste m acaroni

1 M ean アS .D . 46.42± 6.02 67.38±13.45 129.48±16.15 107.10±12. 188.80 ±41.04 ☆

2 M ean ±S .D . 45.91± 4.75 57.63±11.83 139.87±43.32 114.66±16.10 265.53 ±34.39 ☆

3 M ean ±S .D . 71.64±11.12 75.18±10.68 183.84±18.55 157.33±10.96 210.69±37.16 87.12 ±23.64

4 M ean アS .D . 90.36± 8.41 129.00±13.08 169.10±32.41 128.22±10.86 273.20±27.00 94.31±25.09

5 M ean ±S .D . 67.93 ± 7.10 99.10±10.38 132.00±22.27 105.90± 7.34 211.00±20.79 "i-l"

T otal M ean ±S .D . 64.45 ± 7.48 85.66±11.97 150.86±26.54 124.64±11.62 229.84+ 32. 90.72±24.37

Vm : Maximum value of V.V.

の平均値としては, 64.45mm/sを示した｡

つぎに,レーズンでは,最小の値を示した例が被験例

2で57.63mm/sを,また,最大の値を示した例が被験

例4で129.00mm/Sを,それぞれ示した｡また, 5例

の平均値としては, 85.66mm/Sを示した｡

さらに,たくあんでは,表中の値を示した例が被験例

1で129.48mm/sを,また,最大の値を示した例が披

験例3で183.84mm/sを,それぞれ示した｡また, 5

例の平均値としては, 150.86mm/Sを示した｡

さらに,かまぼこでは,最小の値を示した例が被験例

5で105.90mm/sを,また,鼻大の値を示した例が被

験例3で157.33mm/sを,それぞれ示した｡また, 5

例の平均値としては, 124. 64mm/sを示した｡

乾燥マカロニでは,最小の値を示した例が被験例1で

188.80mm/Sを,また,最大の値を示した例が被験例

4で273.20mm/Sを,それぞれ示した｡また, 5例の

平均値としては, 229.84mm/Sを示した｡

ピーナッツでは,表中の値を示した例が被験例3で

87.12mm/sを,また,最大の値を示した例が被験例4

でi.31mm/sを,それぞれ示した｡また, 2例の平均

値としては, 90.72mm/sを示した｡

IV　%

1　実験方法について

1･1唄噛力の計測

唄噛力の計測12)25)42)53)72)82)99)にあたっては,計測部位

を下顎第1大臼歯部とした｡この選定にあたっては,港

上54)が4日菌の金品介在の座と1ストローク中の唄噛力

の出現状態との関係を調査し,第1大臼歯に最大唄噛力
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☆ : Noobject

を示す組み合わせのものの出現率が多いと報告している

こと,また, Brudevold　が,総義歯患者の各歯の唄

噴力の分布率は,下顎第1大臼歯が最も高く　51-58%

に及ぶと報害していること等を根拠とした｡

唄噛力とは,唆合面問における金孟破壊時の歯牙の受

ける反作用であり,厳密にはその負担時には,それぞれ

の対合歯が被圧変位した状態で出場するので,その計測

にあたっては歯冠内に荷重装置を組み込むことが好まし

い｡

しかし,可撤性義歯に荷重装置を組み込む場合には,

義歯の被圧変位室を歯牙のそれに可及的に近似させるた

めに,鈎歯に十分なガイドプレーンを施し,しかもレス

ト座を可及的に大きく設定することにより,歯牙負担の

要素を高めることで対処した｡

なお,唄噛力の計測には,既製ひずみゲージ式超小型

ロード･トランスデューサーを使用したが,その寸法

は,直径4.0mm,高さ3.8mmであるが,温度補償回路

を備え,最大36kgまで計測可能である｡

これらは,検定の結果,非直線性は±0.4%フル･ス

ケール,許容温度範囲は-20-+60℃,応答周波数は0

7Khzを示し,口腔内で安定した計測を行いうる性

能を持っていると判断された｡

また,本実験では,金品破壊時に生じる岨噛力のみを

計測することを目的としているために,対合歯間の噛み

しめあるいは対合歯との接触により生じる力が,唄噛力

に含まれることを防止する必要がある｡そこで,溝上54'

および遠藤14)らの報吾に従って,噛みしめ時において

も, 20Mmの唆金紙1枚の間隙を保つように唆合調華を

施した｡
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さらに,唆合面形態とくに金品の逓露の条件により,

発寛する唄噴力が変化するので,唆合面形態とくに投影

唆合面積に対する緊密唆合域面積の比率を,可及的に被

験者間で同一にするよう努めた｡

また,唄噴筋の疲労13)20)24)33)62)について,長谷川24)

は,同一下顎位で甚大随意努力による毎分120ストロー

ク, 2分間の連耗作業を行わせたところ疲労が生じ,義

大唆合力は50%に滅少したと報告しているが,本実験に

おいては,金品破壊を1ストロークで行わせるために,

破壊の間隔を十分とることにより,唄噴筋の作業室の制

限を行い,しかも実験中の被験者に食品破壊時における

唆合時捧痛および筋疲労等の自覚症状の無いことを確認

した｡

1･2　下顎運動の計測

下顎運動の計測装置は,その計測方法により接触型と

非接触型に大別され,それぞれに特徴を持っているが,

非接触型の装置の中でもMKG51)は,頭部の固定を必要

とせず,自然に近い状態の下顎運動の計測が可能であ

り,とくに,下顎位の変化と同時に下顎運動速度の変化

が記録可能であることから,本実験に適した計測装置で

ある.

さらに,当講座の辻89)および片田35)らによる金品破壊

時のS Pの発現状態についての検討が, MKGによる運

動記録から得られたデータによって行われている｡した

がって,これらの計測データを相互に比較検討するため

にも,下顎運動計測装置はMKGを使用することが好ま

しいと判断された｡

1-3　S Pの計測

筋放電の誘導には,誘導部位を両側の唆筋中央部

(Mm)および側頭筋前部筋東部(Ta)とし,誘導には皮

膚表面からの双極円板表面電極を用いた｡この理由は,

本実験と戴似した実験条件によって,食品破壊時のS P

発現状態について検討を行った辻89)および片田35)らの条

件に本実験の条件を一致させることにある｡

そこで,本実験における被験筋への電極の貼付位置に

ついては,鈴木81'および古屋17'らの報吾した解剖学的基

準に従ったが,頭部および顔面形態の個人差を考慮し,

触診による被験筋の走行の確認により,貼付位置の若干

の修正を行い,可及的に筋線経の走行と平行になるよう

に電極を貼付したo

なお,林25)が,食品破壊時における唆筋および側頭筋

に発窮するS Pについて観察し,作業側唆筋において,

食品の破砕性および硬さによるS Pの発寛の違いが,義

も明瞭に壊れ,金品の硬さ別のS Pの発項状態から,作

業側唆筋が,唄境のprimemoverであると報吾してい

ることより,本実験におけるSPに関する時間的な計測

にあたっては,被験側唆筋を計測対象とした｡

一方, SPは,筋電図上に,文字通り完全に抑制され

た型で現れる場合もあるが,種々異型として現れる場合

がある｡したがってSPあるいはSPの持翻寺間等の定

義において研究者間で相違がみられる27)30)43)63)92)｡

また, S P計測時の計測点としては,筋電図波形にお

いて, ①SP前後のピークを計測点とするもの, ②SP

開始直前のピークから筋活動の再会する立ち上がりまで

を計測点とするもの. ③筋活動の全く消失している期間

を計測点とするもの, ④S P産前直後の小さな屈曲点を

計測点とするもの等がみられるが,これらの計測点の相

違は, S P開始産前の反射性筋放電やS P開始直後の放

電にしばしば緩い電位変化が含まれ,しかもS Pの持綻

期間中にも緩やかな電位変化がみられることがあるため

と思われる｡

そこで本実験においては,辻89)および片田35)らと同様

に,被験4筋の筋放電中に被験4筋の筋活動が一時的に

全く同時に消失している時報をSPと定義し,この時期

の被験側唆筋の筋放電をシグナルプロセッサー( 7 T17)

のCRT上で視覚的に確認し,筋活動が全く消失してい

ることと,その持株時間がIOmsJ以上であることを条件

にS Pの計測を行った｡

なお,実験日間の差裏による筋活動の変化について

は,同一被験者の実験日は1日に限定して行ったため

に,この点に関しても問題はないと思われる.

1･4　唆合条件

金品破壊における初回破壊時には,金品の被破壊特性

が最もよく現れるが,唄噴ストロークが進行するに従っ

て,いずれの金品も短似した物性を呈するようになるこ

とが知られている｡津留ら90)は,各種食品唄坪酎寺におけ

る唄噴筋活動について調査し,金品の物性は初期に最も

著明に現れ,唄境の進行に従ってEMGパターンは均一

性を増し,末期では金謡による差異が鼻も少なくなり,

個人差の方が強く壊れたと報害している｡

そこで,本実験においては,観察対象を最も明瞭に食

品の被破壊特性が現れる初回被破壊時とし,さらに,被

験者間における食品破壊の程度差を均一にするために,

1回のストロークによる食品破壊を行わせた｡

一方,食品の物性は,唆合面間に介在した金品を圧迫

することにより,歯牙,歯周組織,筋,健および顎関節

等に加わる負荷量,負荷の時間的変化および下顎運動の

速度変化等により認知され,金品破壊に好ましい状態に
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筋力が調節されていると考えられる｡

そこで,本実験では食品破壊を行うために,急速閉口

運動による金品の唆合面間接触により,歯牙,歯周組

級,筋,腔および顎関節等に負荷を生じる条件と,金孟

を上下顎唆合面間に保持した状態からの急激な圧迫によ

り,歯牙,歯周組織,筋,腔および顎関節等に負荷を生

じる条件との2条件を設定することにより,これらの受

圧組織に生じる負荷が異なる条件で,金品破壊時の唄噴

力,下顎運動および筋活動の観察を行うことができたも

のと考えられる｡

1･5　被験金品

被験食品として使用するには,入手が容易であるこ

と,量的な規格が容易であることおよび材料に均質性が

あること等が要求される｡また,被験金孟の大きさにつ

いては,田中ら85)が,唄噛運動のEMG的検査に用いる

食品の適量について検討し,その量が多すぎても少なす

ぎても塗聖的な唄噛機能の妨げになると報害しているo

したがって,本実験における被験金品としては,当講

座の片田35)が金品破壊時におけるS Pの発現状態からみ

た金品の分索の中から,典型的な被破壊特性を示す6品

種を選択した｡すなわち①金品の唆合面間圧迫により破

砕を呈するものの中からたくあんおよびかまぼこを, ②

金品の唆合面間圧迫にもかかわらず破砕を呈さないもの

の中からゴムブロックおよびレーズンを, ③破砕の反復

を呈するものの中から乾燥マカロニおよびピーナッツを

それぞれ選定した｡また,これらの金島の大きさおよび

形態も片田35)に準じた｡これらのことより,本実験にお

いて選定した6種の金孟で,金品破壊時の唄噛力,下顎

運動および筋活動( S Pの発現状態)の観察は十分である

と考えられる｡

1 ･ 6　唄噴力,下顎閉口速度および筋放電の同時記録

本実験においては,金孟破壊時における唄噛力の変

化,下顎閉口速度の変化およびS Pの発項状態の関係を

把匪するために,唄噛力,下顎閉口速度および筋放電の

同時記録とそれらの分析を必要とするので,まず,これ

らの唄噴力波形,筋放電波形およびMKG出力の合計9

チャンネルの出力を,データ･レコーダーにテープ･ス

ピード38cm/sで同時記録した｡

さらに,これらの記録をシグナルプロセッサーの演算

処理プログラムAVERAGE　3を用いて解析処理を

行ったが,設定条件としては,サンプリングポイントを

1024,サンプリングタイムを0.5msとし,トリガーに下

顎閉口速度を用い,トリガーディレー256ポイントと

し, CRT上でそれらの波形の観察および計測を行っ
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た｡なお,必要に応じてThermalprinterによって波

形の記録による観察も行った｡したがって,唄噴力波

形,筋放電波形およびMKG出力の3現象についての分

析は行えたと考えられる｡

2　食品破壊時におけるPjl噛力,下顎運動およびSP

発現の関係について

2･l　唄噛力,下顎閉口速度およびSP発現について

閉口運動により食品が唆合面間で接触が生じる場合お

よび唆合面間に接触している金品が圧迫を受ける場合の

いずれにおいても,金品の物性を,食品の内部応力の消

失が起こらず脱負荷が生じない金品すなわち破砕の起こ

らない食品と,金品の圧迫による破砕直後に金孟の内部

応力の消失に伴う脱負荷が生じる金品すなわち破砕の起

こる金品のほぼ2種東に大別し待ることが認められたo

そこで,この2種類について,それぞれ異なる唆合条

件について,唄噛力と下顎運動との関係, SPの発現状

態およびS Pの発現時期等について考察するならば以下

に述べるとおりである｡

2-1-1破砕の起こらない金品

1)食品破壊時の唄噴力と下顎閉口速度との関係

①　閉口運動により食品が唆合面間で接触が生じる唆

合条件

この性覚を示す金品には,ゴムブロックおよびレーズ

ンが挙げられるが,唄噛力と下顎運動との関係について

は,まず,ゴムブロックでは,ゴムブロックが唆合面間

で接触することにより岨噛力の急激な増大が生じ,それ

に伴い下顎閉口速度は急激な減少を示すが,ゴムブロッ

クがさらに圧迫され,噛みしめられることにより,下顎

閉口速度は暫滅し消失する｡

一方,レーズンでは,レーズンの唆合面間接触による

姐噴力の急激な増大が生じ,それに伴い下顎閉口速度は

急激に減少を示すが,その後,下顎閉口速度はわずかな

増大を示すが,これに対応する唄噛力の急激な減少は認

められない｡レーズンは,さらに圧迫され,噛みしめら

れることにより下顎閉口速度は暫滅し消失する｡

したがって,ゴムブロックおよびレーズンにおいて

は,食品の唆合面間接触産後に唄噴力の急激な増大およ

び下顎閉口速度の急激な減少が生じ,ついで,唄噛力の

増大と閉口速度の減少が生じ,下顎運動の停止に至り,

これらの現象は,これらの食品では,唆合面問における

金品の破砕が起こらないことを示唆するものである｡

また,ゴムブロックおよびレーズンのいずれにおいて

も,金品の唆合面間接触直後の唄噛力の増大が認められ

たが,この点については,金孟の唆合面間での接触の前
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後では,翼なる負荷が筋に加わっていると考えられる｡

すなわち,金品接触時の下顎閉口速度は,唄噴ストロー

ク中において,ほぼ最大値を示し,大きなエネルギーを

持っていることになるが,食品との接触により下顎閉口

速度が急激に減少する｡すなわち金品接触時の閉口速度

が,約160mm/　-180mm/sであり,急激に0mm/s

に近くなることから,むしろ衝突に近い現象が生じてい

ると思われる｡この衝突によって失われる運動エネル

ギーが,唆舎面間接触後の急激な唄噛力の増大を起こさ

せるものと考えられる｡

ついで,筋力による食品の圧迫が生じるが,食品の圧

迫に伴う内部抵抗が増大するために,筋の収縮速度は金

品接触以前の閉口運動に比較して著しく小さくなるの

で,下顎閉口速度の急激な減少が続くことになると考え

られ,金品の被圧変位の限界近くまで達することによ

り,下顎閉口速度が消失することになるものと考えられ

る｡

また,レーズンでは,唆合面問接触直後の唄噛力の増

大と下顎閉口速度の急激な減少を示した後に,わずかな

下顎閉口速度の増大が認められたが,唄噴力の波形にお

いては金品の破砕に伴う脱負荷が認められず,唄噴力の

増大傾向が認められた｡このことに関して,当講座の片

田35)は, MKGによる運動波形の観察から,圧迫による

レーズンの切断は,その時の唆合面間距離が小さく,切

断点以外での金品圧迫が持麓しているために,切断の時

点においてもある程度の食品の内部応力が存在している

可能性が高いと推測しているが,片田35)の推測は,本実

験結果により確認されたものと思われる｡

なお片田35)は,運動波形からレーズンを切断性を示す

金孟の範唾に分壊したが,レーズンでは,金孟破砕に伴

う唄噛力の脱負荷を起こさないので,ゴムブロックと同

じ破砕の起こらない金品の範唾に分楽することとした｡

②　唆舎面間に金晶を保持した状態から食孟破壊を起

こさせる唆合条件

食品が急激に圧迫を受ける唆合条件においては,ゴム

ブロックでは,まず,食品の圧迫に伴う唄噴力の増大と

同時に下顎閉口速度の増大が生じ,ついで,ゴムブロッ

クの圧迫の進行により唄噴力が著しく増大し,これに伴

い下顎閉口速度は暫滅し,下顎閉口速度はさらに暫減を

経て消失に至るが,噛みしめによる唄噛力の増大が暫時

持麓する.また,レーズンにおいてもゴムブロックと同

様であっtic

すなわち,ゴムブロックおよびレーズンでは,いずれ

も金孟の圧迫に伴う唄噴力の増大と閉口速度の増大が生

じるが,その室は,閉口運動によって食品が唆合面間で

衝突に近い接触を起こす唆合条件の場合に認められる食

品の接触直後の唄噴力の急激な増大および閉口速度の急

激な減少に比較して,著しく小さかった｡この点に関し

ては,唆合面問に保持されている金品を急激に圧迫する

ためには,閉口筋を収縮させることにより下顎を閉口さ

せる必要があるので,下顎閉口速度の増大と食品の圧迫

が同時に起こるためであると考えられる｡

このことに関して,真島ら45)は,筋に大きな収縮抵抗

をかけた場合に,その抵抗を排除して一定の短縮を完遂

するまで張力発生が続き,エネルギー動員が綻く機構

(負荷排除性)が筋にあることを報害している｡このこと

により,筋収縮に負荷が生じることは収縮抵抗をかけた

ことと同等であると考えられるので,この負荷に打ち

勝って筋は張力をさらに供給することになる｡その結

果,唆合面間で金品の圧迫に対する内部応力の反作用と

して生じる唄噴力も,この筋力によって増大するものと

考えられる｡

2)食品破壊時のS Pの発現状態

S Pの発現状態および発現時期については,当講座の

片田35)が各種金品におけるS P発項数および発現強度等

について詳綿に調査を行っている｡そこで,本実験にお

いては, S Pの発現頻度が最も高い金孟の唆合面間接触

時,脱負荷時および下顎閉口速度の消失時のそれぞれに

ついて, S Pの発現状態および発項時報等についての観

察を進めた｡

①　閉口運動により金孟が唆合面問で接触が生じる唆

合条件

まず,ゴムブロックでは,全披験例において,唆合面

間接触にほぼ対応して100%の鹿度でS Pが認められ,

さらに,被験例1, 2, 3および5では,下顎閉口速度

の消失にほぼ対応して11-71%の頻度でS Pが認められ

たが,被験例4では,下顎閉口速度の消失によるSPの

発寛は認められなかった｡

また,レーズンでは,唆合面間接触にはぼ対応して50

･100%の頻度でSPが認められ,さらに,被験例1お

よび5では,下顎閉口速度の消失にはぼ対応して50-70

%の強度でSPが認められたが,被験例2, 3および4

では,下顎閉口速度の消失によるS Pの発項は認められ

なかった｡

このように,ゴムブロックおよびレーズンにおいて,

S Pは,唆合面問接触直後および下顎閉口速度の消失時

にほぼ対応して発現する頻度が高いこと,また,唆合面

間接触直後のS P発現頻度に比べ,下顎閉口速度の消失
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時のS P発現頻度が低いことが認められた｡

ここで,唆舎面間接触直後にS Pの発現率が高いこと

については,この場合の唄噛力の変化は衝突に近い状況

にあると考えられ,筋収縮に対して急激なしかも極めて

大きな負荷が生じたことにより,筋長および筋収縮等が

上位中枢からの指令とは異なった運動様相を採らなけれ

ばならない状態になったために, SPが発現するものと

考えられる｡一方,下顎閉口速度の消失時には,下顎位

が停止することにより,筋長および筋収縮速度が変化し

ない状態になるにもかかわらず,唄噛力を増大させるた

めには,等張性収縮から等尺性収縮に移行することなる

が,すでに,唆合面問に介在している金品の破壊に必要

な筋力の供給が終了していることや,噛みしめに移行す

る時点において下顎閉口速度の暫減が生じていること等

より,下顎閉口速度の消失時の筋活動の変化はそれほど

大きくないものと考えられる｡したがって,下顎閉口速

度の消失時のS Pの発寛率が低くなると考えられる｡

②　唆合面間に金品を保持した状態から食品破壊を起

こさせる唆合条件

まず,ゴムブロックでは,ゴムブロックの圧迫開始直

後にはSPの発現は全く認められず,被験例1, 3, 4

および5においては,下顎閉口速度の最大値を示した時

点にほぼ対応して30-100%の頻度でS Pが発窮したが

被験例2では,ほとんどS Pの発魂が認められなかっ

た｡さらに,下顎閉口速度の消失に対応したSPも全被

験例についてその発寛が認められなかった｡

また,レーズンでは,圧迫開始直後のSPの発現およ

び下顎閉口速度の消失によるS Pの発項は認められず,

下顎閉口速度の最大値を示した時点にはぼ対応するS P

が, 70-100%の頻度で発窮することが認められた｡

このようなS Pの発現状態の変化に影響を及ぼす因子

は,破壊条件の違いすなわち金品接触時の下顎閉口速度

の有無による運動様相の変化および下顎運動速度の消失

時における運動様相の変化であると考えられる｡そこ

で,この運動様相の変化の認知によってS P発寛が決定

されると仮定するならば,唆合面間に保持している金品

を急激に圧迫する場合には,閉口運動により食孟が唆合

面間で接触が生じる場合と比べ,唆合面間接触時および

下顎閉口速度の消失時の運動速度の変化が著しく小さく

なるために, S P発寛の受容器の有効刺激量に達しない

ことから, SPの発寛が認められなかったと考えられ

る｡

3)金品破壊時のSPの発現時報

①　閉口運動により食品が唆合面間で接触が生じる唆
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合条件

まず,ゴムブロックでは,全被験例において,ゴムブ

ロックの唆舎面間接触後9. 44-15. 35msの時間の経過

後にSPの発現が認められ.さらに,被験例1, 2, 3

および5では下顎閉口速度の消失後10. 70-17. 00msの

時間の経過後にS Pの発現が認められた｡

また,レーズンでは,全被験例において,唆合面間接

触後8. 22-13. 10msの時間の経過後にS Pの発場が認

められ,さらに,被験例1および5では,下顎閉口速度

の消失後10. 21-10. 50msの時間の経過後にS Pの発現

が認められた｡

ここで, S PのIatencyについての従来の報吾8)27)30)

31)40)43)49)68)78)79)80)91)95)では,いずれもIatencyは10-

15msの数値がほとんどである｡そこで,本実験におい

ても,食品が唆合面間で接触が生じた場合には,ゴムブ

ロックおよびレーズンのいずれにおいても,唆合面問接

触後8. 22-15. 35msの時間の経過後および下顎閉口速

度の消失後10. 21-17. 00msの時間の経過後にS Pの発

場が認められることから,これらの時間経過は, SP発

現までの港時に相当すると考えられるO　したがって,金

品の唆合面間接触および下顎閉口速度の消失は, S P発

現に関する刺激であると考えられるo

②　唆合面間に金孟を保持した状態から金品破壊を起

こさせる唆合条件

ゴムブロックでは,被験例1, 3, 4および5では,

下顎閉口速度の最大値を示した時点後43. 67-59. 80ms

の時間の経過後に, S Pの発現が認められたが,被験例

2では,ほとんど認められなかった｡また,レーズンで

は,下顎閉口速度の最大値を示した時点後12. 29-28. 00

mSの時間の経過後にS Pの発現が認められた｡

したがって,レーズンにおいては下顎閉口速度の最大

値を示した時点がほぼS P発現に関する刺激となってい

ると考えられるが,ゴムブロックでは下顎閉口速度の最

大値を示した時点後43. 67-59. 80ms後にS Pが発現す

るためにこれをS Pの発現に関する刺激と考えるのは若

干無理があり,ゴムブロックの場合は,下顎閉口速度の

最大値を示した時点からおおよそ30ms後にS P発現に

関する刺激が受容されていると考えるのが妥当であると

思われるが.これについては,本実験条件においては,

十分検討が行えないため,さらに,詳細な検討が必要で

あると考えられる｡

2-1-2　破砕の起こる金品

1)金品破壊時の唄噴力と下顎閉口速度との関係

①　閉口運動により金品が唆合面間で接触が生じる唆
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台条件

たくあんでは,開口位からの急速閉口運動によりたく

あんが唆合面間で接触を生じ,下顎閉口速度は急激な減

少を示し,同時に唄噛力の急激な増大が生じる｡その

後,たくあんはさらに圧迫を受け,たくあんの破砕が生

じ,破砕に伴う内部応力の消失による脱負荷が下顎閉口

速度を急激に増大させる｡その直後,唆合面問に介在し

たたくあんの再度の圧迫により,唄噴力の急激な増大

と,下顎閉口速度の急激な減少を示し,下顎閉口速度の

消失に至る｡

これに対してかまぼこでは,開口位からの急速閉口運

動により,かまぼこが唆合面問で接触を生じ,圧迫に伴

う唄噴力の増大と下顎閉口速度のわずかな減少とが生じ

るが,たくあんはど著明な変化は示さない｡ついで,か

まぼこの破砕による脱負荷が生じるが,下顎閉口速度は

むしろ減少を示す｡また,唆合面間に介在したかまぼこ

の再度の圧迫に伴う唄噛力の増大は認められず,下顎閉

口速度が暫減の後に消失に至ることが認められた｡

すなわち,たくあんにおいては,ゴムブロックおよび

レーズンと同様に,唆合面間接触直後に唄噴力の急激な

増大と下顎閉口速度の急激な減少とを示すが,かまぼこ

では,唆合面間接触直後に唄噴力の増大を示すが,下顎

閉口速度の急激な滅少は示さなかった｡

このことより,たくあんの唆合面問接触による唄噛力

の急激な増大および下顎閉口速度の急激な滅少は,ゴム

ブロックおよびレーズンと同様の魂象によって生じてい

ると考えられるが,かまぼこでは,かまぼこの物性が極

めて壊れやすいために,かまぼこと唆合面との接触直後

に破砕に伴う内部応力の消失が生じ,唆舎面間接触前の

運動エネルギーで,かまぼこの破砕が行われるものと考

えられる｡このために脱負荷による唄噴力の急激な減少

は生じるが,下顎閉口速度はわずかな減少を示すにすぎ

ないものと考えられる｡したがって,かまぼこにおいて

は,脱負荷後の再度の圧迫に伴う唄噴力の増大も認めら

れなかったものと恩われる｡

②　唆合面間に食品を保持した状態から食品破壊を起

こさせる唆合条件

乾燥マカロニおよびたくあんのいずれにおいても,ほ

ぼ同様の塊象を示したoすなわち,まず,金品の圧迫に

伴い,唄噛力の増大と下顎閉口速度のわずかな増大とが

起こる｡ついで,食完の破砕による脱負荷が起こり,唄

噛力の急激な減少と下顎閉口速度の急激な増大とが起こ

る｡さらに,唆合面問に介在した食品の再度の圧迫に伴

い唄噴力の増大と下顎閉口速度の急激な減少とが生じ,

以後は,噛みしめによる唄噴力の増大が暫時持続するが

下顎閉口速度は暫減を経て消失に至る｡

なお,かまぼこでは,脱負荷後の唆舎面間に介在した

かまぼこの再度の圧迫に伴う唄噴力の増大および噛みし

め時の唄噴力の増大はいずれも認められず,下顎閉口速

度が暫滅し消失に至ることが認められた｡

また,ピーナッツでは,上記金品と異なる様相を示

し,ピーナッツの圧迫により唄噛力が増大するが,下顎

閉口速度減少率は比較的小さい｡ついで,ピーナッツの

破砕に伴う下顎閉口速度の急激な増大が生じるが,破砕

に伴う唄噴力の急激な減少すなわち脱負荷が生じる頻度

は低い｡さらに.唆合面間に介在したピーナッツの圧迫

の反復に伴う唄噛力の増減が生じるが,下顎閉口速度

は,唄噴力の変化に対応して急激な増大および減少を繰

り返す｡最後に,下顎閉口速度が暫滅し消失に至り,噛

みしめによる唄噴力の増大が暫時持株する｡

したがって,ピーナッツでは,たくあんおよび乾燥マ

カロニにおいて生じた著明な脱負荷現象は認められず,

唆合面に介在したピーナッツの圧迫では,唄噛力の不壊

則な変化が持続する.このことは,ピーナッツの唆合面

間における破壊現象は,硬さが大きくしかも脆性に乏し

いために明瞭な破砕を示さず,唆合面間でグズグズッと

壊れるような状況であるために,破砕による脱負荷が不

明酸となるものと考えられる｡

2)金蝪nn破壊時のSPの発塊状態
①閉口運動により食品が唆合面間で接触が生じる唆

合条件

たくあんでは,たくあんの唆合面間接触直後に80-

100%の慮度で,破砕直後に50-90%の頻度で,また.

下顎閉口速度の消失直後に40-83%の頻度で,それぞれ

SPの発場が認められた｡

これに対して,かまぼこでは,被験例1,2,4およ

び5においては,かまぼこの唆合面問接触直後のSPの

発場はほとんど認められなかったが,被験例3において

のみ71%の高頻度でSPの発現が認められた｡また,か

まぼこの破砕直後には,被験例1,2,4,および5に

おいては81-89%の頻度でSPの発場が認められたが,

被験例3では28%の低頻度でSPが発現するにすぎな

かったOまた,下顎閉口速度の消失直後のSPはいずれ

においてもほとんど発現が認められなかった｡

ここで,たくあんとかまぼことで,唆合面間接触直後

のSPの発場強度に著明な差異が生じたことについては

唆合面間接触の状況の違いによるものと考えられる｡す

なわち,たくあんでは,唆舎面間接触直後に唄噴力が急

100-
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激に増大するのに対して,かまぼこでは唄噴力の増大が

たくあんに比べ著しく小さいために,かまぼこでは,唆

合面間接触の認知が不十分であるものと考えられる｡さ

らに,かまぼこにおいて, 1例のみ唆合面問接触直後の

S Pが高額度で発現したことについては,唆合面間接触

直後の唄噛力の増大率が,他の被験例比較して著しく大

きかったために唆合面間接触の認知が容易だったものと

考えられる｡

また,下顎閉口速度の消失後のS Pの発塊についても

著明な差巽が生じることについては,下顎閉口速度の消

失後の硯噛力が,たくあんでは十分大きいのに対して,

かまぼこではほとんどないことも一つの因子となると考

えられる｡

②　唆合面問に金品を保持した状態から金品破壊を起

こさせる唆合条件

乾燥マカロニ,ピーナッツ,たくあんおよびかまぼこ

のいずれの食品においても,金品の圧迫開始直後のS P

の発現は認められなかった｡これは,閉口運動により金

品が唆合面間で接触が生じる場合と巽なり,唄噴力の増

大率が著しく小さいために, S P発現のための受容器の

刺激の聞値に達しないことによるものと考えられる｡

その後,いずれの食品においても,金品の破砕に伴う

脱負荷が生じるが,この　後にSPの発現する頻度は著

しく高い｡すなわち,乾燥マカロニ,たくあんおよびか

まぼこのそれぞれに100%, 80-100%および90-100%

の頻度で脱負荷直後のS Pの発現が認められた｡これ

は,脱負荷現象による唄噴力の急激な減少が, S P発現

に関する刺激であることを示唆しているものと考えられ

る｡

なお,下顎閉口速度の消失直後に発現するS Pは,こ

の条件下では,いずれの食品においてもほとんど認めら

れなかったが,この現象についての考察は困難であっ

m

また,ピーナッいノは他の金品とは異なり,明療な破砕

を呈さないが,脱負荷に近いと患われる時点での,下顎

閉口速度の急激な増大時には　　　400%の頻度でS P

が発壊していることが認められたo　したがって,ピー

ナッツにおいても,唆合面間における金品の破砕に伴う

唄噛力の急激な減少が, S Pの発現に関する刺激である

と考えられる｡

3)金品破壊時のS Pの発現時期

①　閉口運動により金品が唆合面間で接触が生じる唆

合条件

たくあんでは,唆合面問接触後9.69-13.61msの時
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問の経過後,脱負荷後11. ll-27. 39msの時間の経過お

よび下顎閉口速度の消失後8. 00-17. 67msの時間の経

過後にそれぞれS Pの発現が認められた｡

これに対して,かまぼこでは,被験例1, 2, 4およ

び5では,唆合面問接触直後のS Pの発現はほとんど認

められず,被験例3においてのみ唆合面間接触後17.50

msの時間の経過後にS Pの発現が認められた｡また,

被験例1, 2, 4および5では,かまぼこの破砕による

脱負荷後9. 19-13.81msの時間の経過後にS Pの発現

が認められたが,被験例3においてはほとんどその現象

が認められなかった｡

また,下顎閉口速度の消失にほぼ対応したS Pの発現

は認められなかった｡

これらのことより,破砕の起こる金品においても破砕

の起こらない金品と同様に,食完の唆合面間接触および

下顎閉口速度の消失がS P発現に関する刺激となるが,

金品の破砕に伴う脱負荷もS P発現に関する刺激となる

ものと考えられる｡

②　唆合面間に金品を保持した状態から食品破壊を起

こさせる唆合条件

たくあん,かまぼこ,乾燥マカロニおよびピーナッツ

のいずれにおいても,金品圧迫開始直後のS Pの発現は

認められず,たくあん,かまぼこおよび乾燥マカロニ

は,脱負荷後それぞれについて　3.17-12.17ms,

ll. 45-16. 15msおよび12. 15-16. 45msの時間の経過

後にSPの発現が認められた｡これらのことにより,閉

口運動により食品が唆合面間で接触が生じる場合と同様

に金且の破砕に伴う脱負荷がS Pの発塊に関する刺激と

なるものと考えられる｡また,この条件下においては,

下顎閉口速度の消失直後のS Pの発現は,いずれの金品

においてもほとんど認められなかった｡

2･2　食品破壊時に発現する第1番目のSPと硯噛力

の時間的変化について

閉口運動により金品が唆合面間で接触が生じる場合の

第1番目に発現するS Pと唄噴力の時間的変化との関係

の代表例として被験例1の場合を図18に示す｡かまぼこ

に比べゴムブロック,レーズンおよびたくあんでは,唄

噴力の増大率が大きいことが認められ,この唄噴力の増

大率が大きい金品では,唆合面間接触直後にS Pが発塊

し,唄噴力の増大率が小さいかまぼこでは,唆合面間接

触産後のS Pの発現が認められなかった.これらの現象

は他の被験例でも同様に認められた｡

そこで,全被験例について閉口運動により食品が唆合

面問で接触が生じる場合において,食品の唆合面間接触
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Synthetic rubber block

Raisin

Boiled fish paste

Pickled radish

Force ; Masticatory force

Period : Period after contact of the foods

Arrow : The time of appearance of SP

Subject 1

Fig. 18　The change of absolute value of masti-

catory force immediately after contact

of the foods and the time of appearance

of first SP in the condition of rapid

pressing after contact between foods

and occlusal table

直後に第1番目のSPが発窮するゴムブロック,レーズ

ンおよびたくあんについてみてみるならば,唆合面間接

触直後の唄噛力の増大率は0. 10-1. 00kg/msであり,

唆合面問接触直後8. 22-15. 35msの時間の経過後に第

1番目のS Pが発項した｡これに対して,かまぼこで

は,唆合面問接触直後　　48.56msまでの唄噴力の

増大率は0. 04-0. 38kg/msであり,唆合面問接触直後

のS Pの発現はほとんど認められなかった｡

さらに,唆合面間に保持している食品を急激に圧迫さ

せる場合の第1番目に発窮するS Pと唄噛力の時間的変

化との関係の代表例として被験例4の場合を図1鋸こ示

す｡すべての金品において,閉口運動により食品が唆合

面間で接触が生じる場合に認められた,唆合面間接触直

後のSPの発項は認められなかった｡また,他の被験例

においても同様の傾向を示した｡すなわち,唆合面間に

保持している金品を急激に圧迫させる場合の唄噴力の時

間的変化と第1番目にS Pの発項時期について全被験例

についてみるならば,ゴムブロックでは,圧迫開始直後

47. 45-110. 30ms間の唄噴力の増大率が0. 03-0. 06kg/

Synthetic rubber block

Raisin

- - - Boiled fish paste

Pickled radish

Dry macaroni

P eanuts

Force : Masticatory force

Period : Period after pressing foods

Arrow : The time of appearance of SP

Subject 4

Fig. 19　The change of absolute value of masti-

catory force immediately after initation

of pressing foods and the time of ap-

pearance of first SP in the condition of

rapid pressing after holding of foods

interocclusally

ms,レーズンでは,圧迫開始後64. 15-125.30ms問の

唄噴力の増大率が0.05-0.08kg/ms,たくあんでは,

圧迫開始後56. 10-101. 40ms間の唄噴力の増大率が0. 0

6-0.09kg/ms,かまぼこでは,圧迫開始後65.40-

99. 10ms問の唄噴力の増大率が0. 03-0. 05kg/ms,乾

燥マカロニでは,圧迫開始後56. 50-99. 78ms間の唄噴

力の増大率が0.05-0. llkg/msおよびピーナッツでは

圧迫開始後37. 86-41. 50ms間の唄噛力の増大率が約0.

04kg/msをそれぞれ示したが,この条件下において

は,すべての金品において圧迫開始直後の唄噛力の増大

に対応したS Pの発塊は認められなかった｡

以上のことより,まず,唆合面間に保持している金品

を急激に圧迫させる場合には,すべての食品において圧

迫開始直後の唄噛力の増大に対応するS Pの発現は認め

られなかった｡また,その際の唄噛力の増大率は0.03-

0. llkg/msの範囲を示した｡

つぎに,閉口運動により金品が唆合面間で接触が生じ

‥102
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Boiled fish paste

- - - - Pickled radish

Force : Masticatory force

Period : Period after contact of the foods

Arrow ; The time of appearance of SP

Subject 2

Fig･ 20　The change of absolute value of masti-

catory force immediately after the

sudden disappearance of loading caused

by crushing food and the time of ap-

pearance of SP in the condition of rapid

pressing after contact between foods

and occlusal table

る場合において, S Pの発現が認められないかまぼこに

ついてみてみるならば,唆合面間接触直後の硯噛力の増

大率は0.04-0. llkg/msを示し,唆合面問に保持した

食孟圧迫の際に認められた唄噴力の増大率と,ほとんど

差巽が認められなかったo

さらに,閉口運動により金品が唆合面間で接触が生じ

る場合において, S Pの発現が認められる場合について

は,唆合面間接触直後の唄噴力の増大率は0. ll-1.00

kg/msを示し,上記の場合と異なり明らかに大きい値

を示し, SPの発現が認められる場合には, SPの発塊

が認められない場合の3 -10倍の唄噛力の増大率を示し

ている｡

したがって,食品の圧迫開始直後の唄噛力の増大率が

特定値以上の場合にS Pの発と鋸こ関する閣値を超え,

SPが発窮するものと考えられる｡

2･3　脱負荷時の姐噴力の時間的変化とS Pの発現時

報について

閉口運動により金品が唆合面間で接触が生じる場合
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Period

Boiled fish paste

Pickled radish

Dry macaroni

Force : Masticatory force

Period : Period after pressing foods

Arrow ; The time of appearance of SP

-Subject 3

Fig. 21 The change of absolute value of masti-

catory force immediately after the sud-

den disappeatance of loading caused by

crushing food and the time of ap-

pearance of SP in the condition of rapid

pressing after holding of foods inter-

occlusally

の,脱負荷時の岨噴力の時間的変化とS Pの発脚寺勤と

の関係の代表例として被験例2の場合を図20に示す｡

食品の破砕に伴う喝噴力の急激な減少すなわち脱負荷

が,たくあんおよびかまぼこで認められ,その直後に

s pの発塊が認められた｡これらの寛象は他の被験例に

おいても同様に認められた｡そこで,全被験例について

脱負荷時の唄噛力の時間的変化とS Pの発卿寺期につい

てみるならば,たくあんでは,破砕による喝噛力の急激

な減少すなわち脱負荷として, 8.56-16.00ms間に

-0.31-司.72kg/msの唄噴力の増大率を示し,この脱

負荷より11. ll-27.39msの時間の経過後にS Pの発現

が認められた｡

かまぼこでは,食孟の破砕に伴う脱負荷として, 7.43

･15. 22ms間に-0. 15--0. 60kg/msの唄噴力の増大

率を示し,この脱負荷より9.19-13.81msの時間の経

過後にS Pの発現が認められた｡

これに対して,唆合面間に保持した金品を急激に圧迫

する場合の脱負荷時の唄噛力の時間的変化とS Pの発塊
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時期との関係の代表例として被験例3の場合を図21に示

す｡

閉口運動により食品が唆合面間で接触が生じる場合と

同様に,食品の破砕に伴う唄噛力の急激な減少すなわち

脱負荷が,たくあん　かまぼこおよび乾燥マカロニで認

められ,その直後にSPの発寛が認められた｡これらの

現象は,他の被験例においても同様に認められた｡

そこで,全被験例について脱負荷時の唄噴力の時間的

変化とS Pの発現時期についてみるならば,たくあんで

は, 7.50-14.55ms間に-0.18-　-0.97kg/msの唄噴

力の増大率を示し,脱負荷より8.17-12.17msの時間

の経過後にS Pの発項が認められた｡つぎに,かまぼこ

では, 5.70-14.35ms間に　0.16--0.44kg/msの唄

噴力の増大率を示し,脱負荷より仕45-16. 15msの時

間の経過後にS Pの発寛が認められた｡さらに,乾燥マ

カロニでは, 1.40-4.40ms問に-1.99--6.　/ms

の唄噴力の増大率を示し,脱負荷より12. 15-16.45ms

の時間の経過後にS Pの発寛が認められたo

このように金品破壊時の唆舎条件が異なっても,たく

あんおよびかまぼこにおいては,脱負荷による唄噴力の

増大率は著明な差を示さなかったが,乾燥マカロニにお

ける脱負荷による唄噴力の減少率はこれらに比較して著

しく大きい値を示した｡このことは,金晶の破砕に伴う

脱負荷の量は金品の物性により左右され,食品破壊時の

下顎閉口速度にはあまり影響を受けないものと考えられ

m

以上のことより,唆合面問において食品破砕に伴う脱

負荷が生じる場合には,破砕に伴う金品の内部応力の減

少率が極めて大きいために,破砕の起こる金品ではほと

んどこれに対応するS Pが発現するものと考えられる｡

2 ･ 4　金孟破壊時の下顎閉口速度について

急速閉口運動により食品破壊を行う場合には,食品の

唆合面間接触直後の下顎閉口速度の平均値は,ゴムブ

ロック,レーズン,たくあんおよびかまぼこのそれぞれ

について181.94mm/s, 160. 78mm/s, 181.73mm/s,

および167.47mm/sを示し,金品間で著明な差異を示

さず,また,被験例間においても特定の差晃を示さな

かった｡

したがって,金品の唆合面間接触時の下顎閉口速度

は,金品の種類にほとんど影響を受けないが,接触時の

閉口速度の減少率が,金品の種幾によって変化すること

が指摘される｡

さらに,金品を歯列問に保持した状態から食孟破壊を

行わせる場合は,いずれの食孟においても,金品圧迫に

より下顎閉口速度の増大が生じ,この唆合条件における

下顎閉口速度の最大値の平均値は,金晶の破砕を起こさ

ないゴムブロックおよびレーズンではそれぞれ64.45m

m/Sおよび85. 66mm/Sを示し,金品の破砕を起こす乾

燥マカロニ,ピーナッツ,たくあんおよびかまぼこで

は,それぞれ, 229.84mm/s, 90.72mm/s, 150.86m

m/Sおよび124. 64mm/sを示した｡

このように,金品を歯列間に保持した状態から金品破

壊を行わせる場合には,金品が破砕を示すか否かにより

金品破壊時の下顎閉口速度の最大値に,著しい差異が生

じる｡この現象は,金品の破砕に伴う脱負荷により.閉

口速度が急激に増大することに起因するものであり,乾

燥マカロニ,ピーナッツ,たくあんおよびかまぼこのい

ずれにおいても,金品破砕直前の閉口速度が,食品破砕

後に著しく増大したものと考えられる｡

したがって,唆合面間に保持した食品を急激に圧迫さ

せる場合の下顎閉口運動の最大値は,破砕の起こる金品

では,破砕による脱負荷による閉口速度の増大率の大き

さによって変化するが,破砕の起こらない食品では.

64. 45mm/s -85. 66mm/Sの比較的限定された範囲の

閉口速度を呈することが指摘される｡

3　食品破壊時のPJi噛筋筋放膏に発現するSPについ

て

食品破壊時に円滑な唄噴運動を行うためには,種々の

受容器からの感覚情報を待て,中枢での判断を行い,喝

噴筋に遠心性の指令を送ることによって,下顎運動の開

始,遂行および調節を行っていると考えられる｡とく

に,唄噛運動制御において,主要な感覚情報となってい

るものは,金品破壊時に上下顎間において生じる力室お

よび下顎位の変化等であると考えられる｡

そこで,上下顎間の力量および下顎位の変化に関する

感覚受容器としては,生理学的な研究から,力量の受容

には,歯根漠を主体とした歯牙支持組織および姐噛筋等

に存在する受容器が関与しているとされている｡

まず,歯牙支持組織に関しては,とくに,歯根膜に存

在する機械的受容器が,放少な受圧力量の認知に関与し

ていることが知られている｡

また,唄噴筋に関しては,河村ら37)によって閉口筋に

存在すると報吾されているゴルジー鹿器官が,力量の変

化に対する情報を受容しているという報吾と,森本55)56)

およびTaylorらi7), Taylor　らの報害した,閉口筋

に存在する筋紡鐘が力室の変化に対する情報を,伸張反

射弓によって認知しているという報吾とがある｡

一方,下顎位の変化の受容には,顎関節,唄噛筋および
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皮膚等に存在する受容器が関与していると考えられる｡

まず,顎関節38)に関しては, Ruffini様終末および

Pacini様小体が関節豪に存在し,また,側頭下顎靭帯

には, Golgi様終末の存在することが認められている｡

また　Rees　によって,ヒトの顎関節嚢は開口運動

時に,関節嚢後外側部の伸展することが認められた｡そ

こで阿部1)は,ネコについてもとトと同様な現象が開口

運動時に関節嚢に認められることから,ネコを用い,顎

関節嚢後外側部に存在する感覚受容器は,耳介側頭神経

を介して,関節の位FLRおよび運動に関する情報を中枢に

伝え,さらに,両側性に閉口筋および開口筋の活動を相

反的に制御すると報吾している｡しかしながら,この報

吾は,開口運動時において,下顎頭の開口方向への回転

運動の際に,関節嚢後外側部の受容器が刺激された場合

に,唄噛筋支配の運動ニューロンがどのような影響を受

けるかについて観察したものであり,閉口運動時の姐噛

筋支配の運動ニューロンについては言及していない｡

なお,唄噴筋について, Hellsing 26'およびMorimoto

57'らは,唄噛筋表面に振動刺激を加えることにより,厚

径の識別能あるいは位置感覚が低下したことから,閉口

筋に存在する筋紡鐘が下顎の位置感覚に関与していると

報害している｡

さらに,皮膚感覚について, Appentengら7)は,ウ

サギの口唇周囲の皮膚あるいは毛包の受容器からの求心

性インパルスが,開口量あるいは運動速度に応じて変化

することを報吾している｡

これらの生理学的知見を基に,筋の放電現象について

考えてみるならば,筋放電とは, a運動ニューロンのイ

ンパルスによって,筋線経の興奮が生じることにより筋

電図上で認められる現象と考えられるので,感覚受容器

の求心性情報によって, a運動ニューロンのインパルス

が発現するか否かによりS Pの発現が左右されると考え

られる｡したがって,従来の報吾よりa運動ニューロン

に関与するものとして,歯根膜の感覚受容器および筋紡

鐘が指摘されていることは,妥当であると思われる｡

歴史的には, SPは,歯牙に加わった圧が,歯根膜の

圧受容器を刺激した結果生ずる閉口筋活動の一時的な抑

制すなわち一種のjaw opening reflexであり,歯板膜

の機械受容器がS Pの発寛に主要な役割をはたしている

と考えられてきた｡

すなわちAhlgren2', Ahlgrenら;), Griffinら18)19)

Munroら　¥　Beaudreauら9)およびSessle　らは,

s pが当該歯牙の歯根周囲に麻酔をすると消失したこと

から,歯根漠受容器が関与した-種のjaw opening
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reflexで機能的には歯牙の保護機能として働いている

と考えた｡

これに対してHannamら20)21)は,歯根周囲に麻酔を

施してもS Pの発現が認められたと述べ, Matthewsら

47)は総義歯患者においてもS Pの発場が認められたこと

により, S Pの発寛に関与する受容器は歯根肢受容器の

みでないことを述べている｡この点に関して当講座の片

田35)は,麻酔による歯根漠受圧情報の欠落がS P発現様

相に及ぼす影響について検討を行い,とくに下顎運動様

相からこれらのことについて検討を行い,麻酎寺と無麻

酔時とのS P発現状態にはほとんど差異が認められない

ことを報害し,唄噛運動あるいはタッビング運動時にお

ける下顎閉口速度が麻酔による影響を受けなければ,

s pの発現状態は変化しないと述べている｡

さらに, Haraldsonら22)は,歯根膜を介在しない骨

結合インプラントであるOsseointegrated implant

bridge(以下OIBと略す)装着者におけるS Pの発現状

態を調査し, OIB装着者に対してタッビング運動を行

わせた場合にも, SPの発現が認められることを報害

し,歯根漠以外の受容器がS P発現の受容器であると述

べている｡

これらの報吾から, S Pの発現に関する受容器は歯根

摸以外の受容器であると考えざるをえず, S Pの発場に

は,歯根漠以外の受容器とくに筋紡鐘の関与が重要であ

ることが示唆される｡

ここで,筋紡鐘は,ほとんどすべての骨格筋に認めら

れる感覚受容器であり,受容器内に感覚終末が存在し,

この求心性情報は,鍾内筋の収縮状態および鍾内筋と鍾

外筋の収縮の関係によって変化し,さらに,この感覚受

容器の感度は中枢性にも,また末梢の筋収縮状態にも影

響されることが知られているo

また,唄噛筋の筋紡鐘の求心性線経の細胞体は,脳幹

の三叉中脳路核中に存在し,中脳露核細胞の中枢側へ伸

びる軸索のあるものは,三叉神経運動核のα運動ニュー

ロンと単シナプス性あるいは介在細胞を介して多シナプ

ス性に連絡しているとされ,下顎張反射や下顎振動反射

の反射弓をなしているので,近年では,筋紡鐘による顎

運動調節機構が庄目されているO

すなわち,顎運動に対する筋紡鐘の関与について

Taylorら　¥　Taylor　らは, a運動ニューロンの活

動によって鍾外筋が収縮するときに, 7線経が共同的に

活動して,筋紡錘の弛緩に打ち勝って鍾内筋を収縮させ

るなら,筋紡鐘の感覚終末は輿奮し,伸張反射弓を介し

てa運動ニューロンをさらに興奮させることになると述
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ベ,このループを利用すると,上位中枢で意図した運動

プログラムにしたがってaとγ運動ニューロンが共に底

活される時,鐘外筋の収縮が何らかの負荷によって抵抗

を受けると,鍾外筋と錘内筋の収縮の間に意図せぬ差が

生じ,これが,筋紡鐘の感覚終末にインパルスを発生さ

せ,7･ループを介して負荷に抵抗し待るように,a運動

ニューロンの興奮を一層高めることができる点にあると

解説している｡

一方,Hannamら20)21)は,歯の機械的刺激によって

生じる唆筋のSPおよびこれに先行するresponseは,

同部の局所麻酔後も消失しなかったことを示し,しかも

同様のresponseとSPがchewingやtapping中にも

みられ,jawjerk誘起刺激や前頭部の叩打によっても

生じることから,このresponseは閉口筋の筋紡鐘が輿

奪した結果で,SPはこれらの筋の反射的収縮に対する

二次的なものであると述べている｡

また,犬伏32)は,γ系の活動により,閉口筋筋紡鐘の

興奮性が上昇し,このような条件下で,上下歯牙の接触

によって生じた振動刺激により,筋紡鐘は比較的容易に

底活されその結果,同期したGrouplaimpulseが

発射され,このインパルスは,三叉神経中脳播核および

三叉神経運動核を経て,α運動神経を下降して,当該筋

に単シナプス性responseを誘起し,このとき筋紡鍾お

よびmotoneuronは,一旦発火した後に,禾応期には

いると述べ,これが,EMG上にSPとして現れると推

測している｡

本実験においても,SP発卯寺の硯噴力および下顎運

動の変化から,このSPの発卯寺には,γループを介し

た筋紡鐘の輿奮項象が生じている可能性が高いと推測さ

れる｡したがって,これらのことより著者は,SPは筋

紡鍾由来のものであるという説を支持するものである｡

V総括的考案

1食品破壊時におけるPJi噴力の消長について

金品破壊時においては,歯列間に介在した金品の圧迫

に伴う内部応力の反作用が,唄噴力と定義しうるが,唄

噴力の消長は,金品の物性すなわち被破壊特性によって

決定される｡ここで,金品破壊時における唄噴力の消長

については,唆合面間に介在する金品が破砕を起こすか

盃かによって2種薮に大別しうるo

まず,唆合面間に介在する食13
蝪蝪が,明瞭な破砕項象を
示さない金品すなわち金品の圧迫中に明瞭な唄噛力の脱

負荷を示さない食品の場合には,閉口運動による金品の

唆合面間接触以後に,その金孟の被圧変位性を認知しう

ると考えられるが,通常は,その金品を破壊するためと

推測される唄噴筋の収縮により唄噴力が供給され,金品

が唆合面間で急激に圧迫されることにより,唄噛力の急

激な増大が観察される｡しかしながら,食品の圧迫によ

りその被圧変位量の限界に達すると,唆合面問距離の滅

少が著しく制限されるために,下顎閉口速度は暫滅し,

消失に至るが,その間にも筋力により唆合面問に介在す

る金品を圧迫し硫けるために唄噴力は暫増し,閉口運動

が停止した時点以後においてもさらに唄噛力が増大する

と考えられる｡

一方,唆合面間に介在する食品が,明瞭な破砕項象を

示す食品すなわち金品の圧迫中に破砕に伴う明瞭な唄噛

力の脱負荷を示す食品の場合においても,食品の唆合面

間接触後に,その被圧変位性を認知しうると考えられる

が,その食品を破壊するために唄噛筋の収縮により唄噛

力が供給され,金品の圧迫による唄噴力の急激な増大が

生じる｡ここで,唆合面問で金品の破砕に必要な力室に

達すると同時に,食品の破砕に伴う内部応力の消失によ

り,唄噛力の急激な減少すなわち脱負荷が生じるo　この

食品の破砕に伴う唄噴力の急激な減少の絶対室は,食品

の物性により異なることが認められる｡ついで,金品の

被砕片が唆合面間に存在する場合には,再度上記の破砕

現象が起こることになるが,金品の物性により,破砕片

の形態,大きさおよび数等が異なるために,再度の破砕

貌象は金品ごとに複雑な様相を呈するO　ほとんどの場

合,若干の破砕片を唆舎面間に介在した状態で義柊的な

食孟圧迫が進み,下顎閉口速度は暫威し言肖矢に至る

が,その間の喝噴力の変化は,唆合面間に介在する金品

の状況によって著しく左右される｡

以上のことより,唄噴力は,食品の唆合面間接触以後

に生じる食品の圧迫過程における金品の内部応力の反作

用であるので,その金品を破壊するために必要な筋力を

供給することが必要となるが,金品の物性の差すなわち

唆合面間で破砕が生じるか否かによって,唄噴力の変化

のパターンがほぼ2種幾に大別しうることから,鳴拝酎寺

における金品物性の認識能力としては,当該金品の唆合

面間における破砕状態を確実に認識しえているものと考

えられる｡

2　食品破壊時に発現するSPについて

従来よりS Pの発魂に関しては種々な考え方がある

が,大別すると2つの考え方がある｡すなわち歯根麓由

来説と筋紡鍾由来説である｡そこで,本実験結果から食

品破壊時におけるS Pの発現について考えてみるならば

以下に述べるとおりである｡
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まず,金品破壊のための唆合条件については,本実験

では,金品の唆合面間接触時の下顎閉口速度の大きい場

合すなわち閉口運動により金品が唆合面間で閉口速度が

約160-180mm/Sで接触が生じる条件(以下,下顎閉口

速度が大きい場合とする)と,金品の唆合面間接触時が

下顎閉口運動の開始時となる場合すなわち唆合面間に接

触している金品が急激に圧迫を受ける条件(以T,下顎

閉口速度が小さい場合とする)の2条件を設定した｡

そこで,これらの嘆合条件が異なる場合の唄噛力およ

びS P発現について要約すると,下顎閉口速度が大きい

場合には,ほとんどの金品において,唆合面間接触直後

の唄噛力の増大率は0. 10-1.00kg/msを示し,この唆

合面間接触後約10-20ms後にS Pの発現が認められ

た｡

なお,かまぼこのみ,唆合面間接触後の唄噛力の増大

率は0.04-0.llkg/msを示し,唆合面間接触直後の

s pの発現はほとんど認められなかった｡

この食品の唆合面間接触が生じた直後より,唄噛力は

急激に増大するが,その後唆舎面間において金品の破砕

が生じるか否かにより, S Pの発現状態が変化する｡

すなわち,金品が破砕を示さない場合には,唄噴力は

さらに増大を続けるが,下顎閉口速度は暫滅し言肖矢に

至る｡この下顎閉口速度の消失後約10-20ms後にS P

の発塊が認められる｡

また,金品が破砕を示す場合には,金品の唆合面間接

触直後より,唄噛力は急激に増大するが,金品の被圧変

位の限界まで達すると金品の破砕が生じ,食品の内部応

力の消失に伴う姐噛力の急激な滅少すなわち脱負荷が生

じる｡この際の唄噛力の増大率は-0.15--0.72kg/

msを示し,この脱負荷後約10-30ms後にS Pの発現

が認められる｡さらに,破砕片の再度の圧迫が進むが,

最終的に下顎閉口速度の消失後約10-20ms後にS Pの

発現が認められる｡

一方,下顎閉口速度が小さい場合には,閉口開始すな

わち金品圧迫開始直後の唄噛力の増大率は0. 03-0. ll

kg/msの小さい値を示し,閉口速度が大きい場合に認

められた唆合面間接触直後のS Pすなわち唄噛力の発現

直後のS Pの発現は認められない｡

その後,破砕を示さない金品においては,下顎閉口速

度の増大と唄噛力の増大とが起こるが,閉口速度の童大

値を示した時点から約10-50ms後にS Pの発塊が認め

られる｡

また,破砕を示す金品においては,金孟圧迫による破

砕が生じ,食品の内部応力の消失に伴う脱負荷が生じる
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が,この際の唄噴力の増大率は-0. 16　　6.84kg/ms

を示し,この脱負荷後約10-20ms後にS Pの発現が認

められる｡

この点に関しては,下顎閉口速度が大きい場合とほと

んど差異を示さない｡しかしながら,閉口速度が大きい

場合に認められた下顎閉口速度の消失時のS Pは,閉口

速度が小さい場合においては食孟の物性に関わらず全く

認められなかった｡

以上の所見より,金品破壊時の唆合条件が異なると,

金品物性が同一でもS Pの発現時期および発現数等に変

化が生じることが認められた｡したがって,食品破壊時

に発窮するS Pをその発卯寺期から整理してみると,

①金品の唆合面間接触直後に発現するS P

②金品破砕による脱負荷直後に発窮するS P

③下顎閉口速度の消失直後に発現するS P

の3種幾に大別することができると思われ,これらの

s pについて,その発現因子について考察するならば以

下に述べるとおりである｡

2･ 1金品の唆合面間接触直後に発現するS P

閉口運動による金品の唆舎面間接触直後に唄噴力の発

現が認められるが,この場合の唄噴力の発現について考

えてみるならば,すべての金品において,金品と唆合面

との接触時の下顎閉口速度は約160-180mm/sである｡

したがってこの場合の唄噛力の発現は,金品接触前の下

顎の運動エネルギーが,唆舎面間における金孟接触によ

る急激な運動速度の減少に伴って生じた力であると推測

される｡すなわち,ほとんどの金品においては,唆合面

間接触直後の硯噛力の増大率は0. 10-l. 00kg/msを示

したが,この数値は100-1000kgゾSを意味し,ほとんど

衝突に近い状況であると考えられる｡

したがって,この金品の唆合面間接触直後にS Pを生

じないということは,金品の被圧変位性が極めて大きい

ために,姐噛力の増大率が0.04--0.llkg/msと小さ

く, SPの発現の聞値まで達していなかったことによる

ものと推測される｡

-方,唆合面間に食品を介在した状態から急激な金品

破壊を指示した場合には,金品圧迫開始直後の硯噛力の

増大率は0.03-0.llkg/msを示し,閉口運動によって

金品を破壊させた場合に比較して著しく小さいのは,金

品接触前の運動エネルギーがないためであると考えられ

る｡

っまり,この唆合条件における硯噛力は,食孟接触前

の下顎の運動エネルギーを持たず,筋収縮による筋力の

みによって発窮する力であると考えられる｡したがっ
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て･運動エネルギーに基づく唄噴力の増大率は0.10-

1.00kg/msを示したのに対し,唄噴筋自体の収縮力に

よる唄噛力の増大率は0. 03-0. llkg/msとほぼ加こす

ぎないことから,金孟破壊に必要な筋力の供給室として

は十分であっても,唄噴筋自体の収縮力では, SPの発

寛を生じるような衝突に近い力の急激な変化を筋力発揮

直後の極めて短時間に達成することは,固楽であること

を意味すると思われる｡

したがって,金品の硬度が増すほど,筋活動が著明に

なるという報吾50)85)90'は,運動エネルギーに基づく唄噛

力が少なく,唄噛筋自体の収縮力による金品破壊が主体

となるような唄噴条件での調査結果であると考えられ

る｡

ここで,唆合面間で破砕を示さない金晶を唆合面間に

保持した状態から急激に圧迫させる場合には,食品圧迫

後の運動速度の鼻大値すなわち運勤速度の増大から減少

への変曲点にほぼ対応してSPが発窮するが,この

場合,唄魔力の変化率は0.03-0.08kg/msおよび一

0.02-0.16kg/msを示すo　したがって,この状況すな

わち唄噴筋自体の収縮力によって起こした運動では,唄

噴力の変化に対する筋自体の変化が関与して,衝突様項

象と同様に反射的筋活動としてのS Pが発窮するものと

思われる｡

以上のことから,金品の唆合面問接触直後に発窮する

S Pは,極めて被圧変位性の大きい例外的な金品すなわ

ち唆合面間接触直後の唄噴力の増大率が特定値に達しな

い場合を除き,普遍的に発窮するS Pであると考えられ

るが,このSPは,食品の唆合面間接触という衝突に近

い運動速度の急激な変化およびこれに準ずる変化に対応

して発項していると推測される｡

2･2　金品破砕による脱負荷直後に発窮するSP

食品の破砕時に認められる唄噴力の脱負荷は,金品の

被圧変位の限界点を超えた力量が唆合面問に発揮される

と金品の破砕が生じ,食品の内部応力の反作用として筋

収縮に対する負荷が失われるために,唆合面間に発窮し

ていた唄噴力が急激に減少する環象であるo

ここで.たくあんおよびかまぼこにおける脱負荷によ

る唄噴力の増大率は,下顎閉口速度が大きい場合には

-0. 15　　0. 72kg/msを示し,下顎閉口速度が小さい

場合には-0. 16--0.97kg7msを示し,唆合条件に差

異が存在しても,ほとんど差異を示さなかった｡さら

に,下顎閉口速度が小さい場合において調査した乾燥マ

カロニでは,脱負荷による唄噴力の増大率は-1.99-

6.84kg/msを示し,たくあんおよびかまぼこに比較

して著しく大きいことが認められた｡このことは,金品

の破砕に伴う脱負荷時の唄噴力の減少率は,食晶の物性

により大きく変化するが,金品破砕に必要な力量および

脱負荷時の唄噴力の減少率は,食品物性ごとに一定のも

のであり,これらは,唆合条件にほとんど左右されない

ことを示唆するものである｡

ここで, Lamarre ,森本55)56)およびTaylorら87)

Taylor88)らの報告がみられ,飴やビスケットを喫み砕

くときのように,下顎に加わっている負荷が急激に減少

し,閉口筋-の負荷も急激に減少する場合には,これに

より急激な筋短縮が生じる｡この急激な筋短縮により,

筋紡鐘が弛緩し,筋紡鍾からのインパルスの発射が停止

し, α運動ニューロンの興奮が停止することにより,鍾

外筋としての唄噴筋の収縮が弱められる｡このために硬

い物を唆み砕いた直後に,上下顎の歯が激しくぶつかり

合うことが生じないと述べている｡

本実験においても,脱負荷後約10-30msの経過で全

例においてSPが発現したので,このSPは,反射に

よってa運動ニューロンの興奮が一時的に停止したもの

と推測される｡

また,本実験結果から,脱負荷時の唄噛力の減少率

は,唆合条件が異なってもほとんど差異を示さないこと

から,食品の物性に固有なものであり,そのために脱負

荷時に4じる下顎位の変化すなわち運動速度の変化にお

いても,唆合条件による差異を示さなかったものと考え

られる｡

以上のことから,食品破砕による脱負荷直後に発窮す

るS Pは, -0.15---6.84kg/msの唄噛力の増大率に

対応して発場していると推測されるが,この変化率は金

品の唆合面間接触直後に発窮するS Pが, 0.10-1.00

kg/msの唄噛力の急激な増大に対応して発窮すること

に比較して,同等以上の変化に対応していると判断され

る｡

したがって,食品の破砕に伴う脱負荷魂象は,衝突に

近い下顎閉口速度の変化と同等以上の閉口速度の変化を

生じるので, S Pの発項条件として十分であると判断さ

れる｡

2･ 3　下顎閉口速度の消失直後に発窮するS P

食品破壊運動の終末時点で生じる下顎運動速度の消失

は･唆合面間に金品が介在しているか否かを問わず,下

顎位に変化が塗じなくなった状態を意味し,いわゆる噛

みしめを宣した状態であると考えられる｡

したがって,下顎閉口速度の消失以降の唄噴力の変化

は,筋の等尺性収縮の量の変化を意味すると考えられる
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が,本実験結果にみられるように,破砕を示す金品にお

いては,破砕から下顎閉口速度の消失までの唄噛力の変

化は,唆合運動条件および金孟物性によりさまざまな様

相を示した｡

ここで,実験条件としては, PE噛ストロークの終末時

点以後にも若干の噛みしめを指示しているが,この噛み

しめすなわち等尺性収縮による筋力の発揮については,

室的なコントロールが困難であったことから,下顎閉口

速度消失時の様相についての検討には不十分な資料であ

ると考えられる｡

しかしながら,下顎閉口速度の消失直後に発窮する

spについては,下顎閉口速度が大きい場合には,かま

ぼこを除くすべての金品で発現したのに対して,下顎閉

口速度が小さい場合には,全く認められなかった｡した

がって,下顎閉口速度の消失直後に発現するS Pには,

下顎閉口速度の消失時の速度の変化率すなわち筋の形態

的変化率が関与していることが推測されるが,金品破砕

以前の閉口速度の違いが主要因子となり,閉口速度の消

失時における唆合面間の金品介在の有無およびその程度

の影響がほとんど現れないこと,また,この時点におい

て発揮唄噴力が十分に認知されているか否かによって等

尺性収縮による筋力の発揮量が左右される可能性がある

こと等が考えられるので,この現象に関しては,今後,

十分な資料を得た上で検討することが必要であると思わ

れる｡

以上のことより,食品破壊時に発現するSPは,姐噛

力が極めて短時間に急激な変化を示す場合すなわち下顎

運動速度が急激な変化を示す場合に発現するが,この

S Pが発現するか否かは,その変化率が特定値以上であ

ることが必要であり, S Pは衝突に近い運動速度の減少

あるいはその逆の変化すなわち極めて急激な運動速度の

増大に対する反射的な筋活動であると判断される｡

したがって,金晶の唆合面間接触直後および金品の破

砕に伴う脱負荷直後には普遍的S Pが発現するが,下顎

閉口速度の消失直後にもS Pが発現する強度が高い｡こ

れらの筋現象は,金品破壊過程に生じる唄噛力の急激な

変化および筋の伸縮の形態的変化に対応した反射的なも

のであり, SPは唄噛力の急激な変化に対する歯牙,歯

周組織および筋等の組織損傷に対する生体の防衝機構お

よび筋の形態的変化に対する筋自体の自己制御機構に基

づいた筋の電気寛象であることが指摘される｡

VI　総括および結論

唄噴筋に生じる筋放電一時抑制相すなわちSilent
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Period (以下S Pと略記)は,食品破壊に伴う唄噴力の

急激な変化に対応した筋活動を表す塊象の一つであると

思われるが,実証に基づいてS P発現状態を論じた業績

は,著しく乏しい現状にある｡そこで著者は,食品破壊

時における食孟物性,唄噛力の変化,下顎閉口速度の変

化およびそれに伴う筋の形態的変化とS Pの発菱射犬態と

の相互関係について検討を行った｡

被験者として,下顎第1大臼歯郵-の硯噛力計の組込

みを前提とした,歯牙欠如もしくは冠部歯薯の欠也を有

し,しかもその他の残存歯が健全であり,歯周組織,顎

関節および唄噛筋等にとくに異常を認めない条件を満た

す成人男子5名を選定した｡

実験にあたっては,被験顎に唄噛力計測装置を装着

し,左右側唆筋中央部および左右側側頭筋前部筋東部皮

膚より双極表面誘導により筋放電を誘導し,さらに,

Mandibular Kinesiographを装着することにより,

唄噛力,筋放電および下顎運動の3現象を同時記録し

た｡

被験金品には,破壊過程の進行からみて典型的と考え

られる特性を示す,ゴムブロック,レーズン,たくあん,

かまぼこ,乾燥マカロニおよびピーナッツを選定した｡

金品の破壊条件としては,金品破壊特性に蓋づく唄噛

力の急激な変化と金品破壊時の筋力発揮状況との対応を

明確にする目的から,被験金品を唄噛力計測装置の唆合

面上に置いた後に,強い急速閉口運動による1回のスト

ロークで食品破壊を行わせる条件と,被験金晶を唆合面

間に保持させた状態から, 1回のストロークで金孟破壊

を行わせる条件の2条件とした.なお,頑固金品では唆

合面間接触直後に金品破砕が生じるので,乾燥マカロニ

およびピーナッツについては,強い急速閉口運動による

1回のストロークで金孟破壊を行わせる条件では,対象

外とした｡

分析にあたっては,金品の破壊過程において,唄噛力

の変化および下顎運動の変化が, S Pの発項状態にどの

ような影響を及ぼすかについて検討し,とくに,金晶の

唆合面間接触および唆合面間圧迫ならびに唆合面間脱負

荷の直後の唄噛力の時間的変化が,それらの直後に発現

するS Pの起因条件となるための絶対量について検討を

行った｡

本研究によって待られた結果は以下の各項目に要約で

きる｡

1.閉口運動により食品が唆合面間で接触が生じる場合

1)急速閉口運動によって金品破壊を行わせる場合に

は,ゴムブロック,レーズンおよびたくあんでは,閉口
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速度160-180mm/sで金品と唆合面との接触が起こ

り.同時に金品の内部応力の急激な増大に対応する唄噛

力の増大に対応した急激な閉口速度の減少が生じるが,

この接触直後にS Pが発塊する頻度が極めて高く,この

接触よりS P発現までの経過時間は8-15msの範囲を

示し,唆合面間接触直後の唄噛力の増大率は0. 10-1. 00

kg/msの範囲を示した｡

なお,かまぼこでは,唆合面間接触直後にSPが生じ

る頻度が極めて低いことが認められたが,この現象で

は,唆合面間接触時より10-19msまでの唄噴力の増大

率が0. 04-0. llkg/msと極めて小さかった｡

2)食品の唆舎面問接触産後に,食品の圧迫に伴う金

品の内部応力の増大に対応する唄噴力の増大により閉口

速度の減少が生じるが,金品物性によってほぼ2種幾の

変化に大別しえた｡

(1)破砕の起こらない金品

ゴムブロックおよびレ-ズンでは,食品の圧迫に伴う

内部応力の増大による閉口速度の減少が,その後さらに

持綜し,閉口速度の消失に至る｡この閉口速度の消失産

後にS Pが発現するが,閉口速度の消失からS P発寛ま

での経過時間は10-17msの範囲を示した｡

(2)破砕の起こる金品

その後の圧迫により,食品の耐圧限界を超える内部応

力による金品の破砕が生じ,これと同時に唆合面問に脱

負荷が生じるが,この脱負荷直後にS Pが発塊する頻度

が極めて高かった｡この脱負荷よりS P発現までの経過

時間は9-27msの範囲を示し,この脱負荷の唄噛力の

増大率は-0. 15--0. 72kg/msの範囲を示した｡その

直後,再度の金品との接触が生じ,再度食品圧迫が起こ

り,閉口速度は偶発的破壊経過に対応した小変化を伴っ

て減少し,消失に至るが,たくあんでは,閉口速度の消

失後8-18msでSPが発現したが,かまぼこではSP

がほとんど発現しなかった｡

2.唆合面間に接触している食品が圧迫を受ける場合

1)金孟を歯列間に保持した状態から,比較的遠い閉

口速度で金品破砕を行わせる場合には,いずれも金品の

圧迫に伴う唄噛力の増大と閉口速度の増大とが生じる

が,圧迫開始産後にS Pが発現する頻度は著しく低かっ

た｡なお,金品圧迫開始直後の38-125msの経過時間

中の唄噴力の増大率は, 0. 03-0. llkg/msの微小室を

示した｡

2)金品が唆舎面間で急激な圧迫を受けた後,金孟は

さらに圧迫され唄噛力が増大するが,その後の変化は金

品物性によってほぼ2種東に大別しえた0

-no

(1)破砕の起こらない金品

ゴムブロックおよびレーズンでは,食品の圧迫による

唄噴力の増大と閉口速度の増大とがさらに持続するが,

この経過中にSPが発窮する頻度が高い｡このSPは,

閉口速度の最大値を示した時点の直後に発窮するが,圧

迫開始よりS P発現までの経過時間は78-129msの範

囲を示し,この時の唄噛力の増大率は　0.02-0. 16kg-/

msの範囲を示した｡

その後,唄噴力の増大と閉口速度の減少を示し,閉口

速度の消失に至るが,これに対応するS Pの発現強度は

著しく低かった｡

(2)破砕の起こる食孟

ピーナッツ,乾燥マカロニ,たくあんおよびかまぼこ

では,食品の耐圧限界までに加圧されて破砕する時に起

こる脱負荷の直後に, S Pが発現する強度が極めて高

く,脱負荷よりSP発寛までの経過時間は　-16msの

範囲を示し,この脱負荷による唄噛力の増大率は-0. 16

･-6. 84kg/msの範囲を示した｡

以上の結果より,以下の結論が得られた｡

1.噛みしめによる金品破壊時に発現する唄噴力の急

激な増大および急激な減少は,唆合面間に介在した金品

の物性に素づいた,内部応力の消長に対応している｡

2.噛みしめによる金品破壊時の喝噴力の急激な変化

は,下顎運動速度の急激な変化を起こす｡

3.噛みしめによる金島破壊時に発窮するSPには,

金品の唆合面間接触ないし金品の急激な圧迫に伴う硯噴

力の急激な増大に起因するものと,食品破砕直後の唄噛

力の急激な減少すなわち脱負荷に起因するものとの2種

類がある｡

1)唆合面間において食品が被圧した時点の直後の,

単位時間内における金品の内部応力に対応する唄噛力の

増大率が,特定値以上である場合にS Pが発項する0

2)唆舎面問において食孟破砕による脱負荷が生じた

時点の直後の,単位時間内における食品の内部応力に対

応する唄噴力の減少率が,特定値以上である場合にS P

が発窮する｡

3)食品破壊時の運動条件によって, S Pの発現数お

よびその発卯寺期が変化する現象については,唄噛力の

単位時間内における変化率が,特定値以上であるか否か

によって, SPの発現が左右されることが推測される｡

4)金品破壊時に発現するS Pの数およびその発項時

期は,唄噴力の単位時間内における変化率と,その時点

における筋および筋紡鐘の形態的変化との影響を受ける

ことが推測される｡
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以上の結論を要約すると,金品破壊時に記録されるS

pの発現は,金品破壊過程に生じる唄噴力の急激な変化

および筋および筋紡鐘等の形態的変化に対応した,反射

的な筋活動の現象であり, S Pは,唄噛力の急激な変化

に対する歯牙,歯周組織および筋等の組織損傷に対する

生体の防御機構および筋の形態的変化に対する筋自体の

自己制御機構に蓋づいた,筋の電気現象であることが指

摘される｡

稿を終わるにあたり,衝懇篤なる勧指導と衝校閲とを賜った
恩師本学歯科補緩学第三講座主任関根　弘教授に深甚なる謝意

を表すとともに,御指導と伽鞭接を戴いた岸　正孝教授をはじ

め教室員話兄に厚く謝意を表する｡また,実験に際して御協力

戴いた被験者各位に厚く衝礼を申し上げる次第である｡
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Autogenic inhibition of myoelectric discharge in masticatory muscles (Silent Period;SP)

is thought to correspond to sudden change of masticatory force during breaking food. To date,

however, few studies have discussed the significance of SP on the basis of actual proof.

Consequently, this study is an investigation of relations between appearance of SP during

breaking foods and the following factors: breaking characteristics of foods, changes in

masticatory force and changes in Vertical Velocity (V.V.)of mandibular movement.

Subjects were 5 adult males who had loss tissue in the lower first molar region on one

side, thus providing a site for the building of a load cell. Otherwise, they were normal in

connection with dentition, periodontal tissues, temporomandibular joints and masticatory

muscles.

For the experiments, a load cell was built into a metal crown or into a removable partial

denture. Myoelectoric discharges were led from both the central parts of masseters and

anterior bundles of the temporal muscles by bipolar leads. In addition, a sensor frame and

magnet target of Mandibular Kinesiograph were placed on the subjects. Data on 3 kinds of

phenomena were recorded simultaneously.

The six kinds of food were used for the investigation on the typical breakingcharacteristics

of foods : synthetic rubber block, raisin, pickled radish, boiled fish paste, dry macaroni and

peanuts.

In order to clarify the relation between the sudden change of masticatoryforce basedon the

characteristics of food breaking process and sudden change of exhibiting muscular strength

during food breaking, foods were broken under two conditions : food breaking with a single
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stroke by rapid closing movement after the placement of foods on the occlusal table of

measuring apparatus of masticatory force, and food breaking with a single stroke by closing

movement after holding foods mterocclusally.

However, the hard and brittle foods crushed just after contact between foods and occlusal

table, breaking condition of dry macaroni and peanuts were rapid closing movement after

holding foods.

ち On the analysis of the electric data, the influence of the change of masticatory force and

mandibular movement on the appearance of SP were investigated, especially, the investigation

for an absolute value of masticatory force change required to appearance of SP, that is, an

absolute value of masticatory force change just after interocclusal contact between foods and

occlusal table and just after rapid pressing foods interocclusally and an absolute value of

sudden disappearance of loading caused by breaking foods were studied.

Results

l. In the condition of occurrence of contact between foods and occlusal table by rapid

closing mandibular movement

l) In synthetic rubber block, raisin and pickled radish, when the foods were broken by

rapid closing mandibular movement, the contact between foods and occlusal table occurred

with V.V. from 160 to 180mm/s. At the same time, rapid increase in internal stress in foods

suddenly decreased V.V. Very frequently SP appeared immediately after this contact. The

period between the contact of foods and appearance of SPwere from 8 to 15ms and the ratio of

increasing masticatory force immediately after contact ranged from 0-10 to l.(  /ms.

However, the frequency of appearance of SP immediately after the contact was very low

with the boiled fish paste, though the ratio of increasing masticatory force ranged only from

0-04 to 0-llkg/ms on the period from 10 to 19ms after the contact between foods and occlusal

table.

2) After the contact between foods and occlusal table, V.V. decreased rapidly caused by

sudden increase in internal stress in foods. The characteristics of food were divided into 2

kinds in the phase after the contact.

(1) In the condition of occurrance with no crush of foods

ln synthetic rubber block and raisin, increase of internal stress followed by increase of

masticatory force caused decrease of V.V. and the decrease of V.V. continued until it reached

zero. The SP appeared immediately after V.V. reached zero, and the period between V.V.

reached zero and appearance of SP ranged from 10 to 17ms.

(2) In the condition of occurrence with crush of foods

Foods were crushed when their internal stress reached the proof stress limit. At this point,

sudden disappearance of loading occurred. The SP very frequently appeared itself immediately

after this sudden disappearance of loading, and the period between the sudden disappearance

of loading and appearance of SP were from 9 to 27ms, and the ratio of increasing masticatory

force immediately after the sudden disappearance of loading ranged from -Q.15to -Q.72kg/ms.

Then immediately after the sudden disappearnce of loading＼ the contact between occlusal

table and foods occurred again, also pressing foods occurred, V.V. decreased with little

change corresponding to incidentally breaking process of some pieces of foods, and V.V.

reached zero. In this occasion, SP appeared at from 8 to 18ms just after V.V. reached zero in

pickled radish, but it hardly appeared in boiled fish paste.
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2. In the condition of rapid pressing food interocclusally

l) When rapid pressing foods occured after holding of foods interocclusally, increase of

masticatory force caused by pressing foods and increase of V.V. occured immediately after

pressing food.

In this condition, the frequencies of the appearance of SP were remarkably low imme-

diately after the initiation of rapidly increasing masticatory force caused by pressing foods,

and the ratio of incresing masticatory force ranged only from 0-03 to 0-llkg/ms on the period

from 38 to 125ms immediately after initiation of pressing foods.

2) After the rapidly pressing foods, the more masticatory force was also rapidly

increased, the more rapidly pressing foods occurred, and the characteristics of food were

divided into 2 kinds in the following phase.

(1) In the condition of occurrance with no crush of foods

In synthetic rubber block and raisin, increase of masticatory force caused by pressing

food and increase of V.V. still continued and the appearance of SP were very frequent in this

period. The appearance of SP observed immediately after the maximum value of V.V. and the

period between start of pressing foods and appearance of SP ranged from 78 to 129ms and the

ratio of increasing masticatory force ranged from -0-02 to 0-16kg/ms in this period. After

that, masticatory force was still increasing, and V.V. was decreasing until it reached zero,

frequencies of appearance of SP were remarkably low during this period.

(2) In the condition of occurrance with crush of foods

The frequencies of the appearance of SP were very high immediately after the sudden

disappearance of loading caused by pressing food until it reached proof stress limit. On

peanuts, dry macaroni, pickled radish and boiled fish paste, and the period between sudden

disappearance of loading and appearance of SP were from　8　to 16ms, and the ratio of

increasing masticatory force caused by sudden disappearance of loading ranged from -0-16 t0

-6. 84kg/ms during this period.

Conclusions

l. Sudden increases and decreases in masticatory force during breaking foods corre-

spond to the change of internal stress in foods based on breaking characteristics of foods

interposing occlusal table.

2. Sudden changes of the closing mandiblar movement correspond to sudden change of

masticatory force during breaking foods.

3. There are 2 types on the appearance of SP during breaking foods : one resulted from

sudden increase of masticatory force caused by contact between foods and occlusal table, and

another resulted from sudden decrease of masticatory force caused by sudden disappearnce of

loading immediately after crushing foods.

1) SP appears when the ratio of increasing of internal stress in food per unit time reaches

or over at a specific level immediately after the rapidly pressing foods interocclusally.

2) SP appesars when the ratio of decreasing of internal stress in food per unit time

reaches or over at a specific level immediately after the sudden disappearance of loading

caused by the crushing foods interocclusally.

3) Though the numbers and times of appearance of SP are changed according to the

conditions of mandibular movement during- breaking foods, the appearance of SP is affected

by the absolute value of sudden change in the ratio of increasing or decreasing masticatory
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force that reached a specific level of per unit time.

4) It is suggested that the numbers and times of appearance of SP are influenced by the

ratio of changing masticatory force per unit time and the ratio of sudden shape change of

muscle spindle per unit time against to the stretch and contraction of muscles.

In summary, it may be pointed out that the appearance of SP during breaking foods is a

myoelectric phenomenon of masticatory muscle based on reflexive muscle activity correspond-

ing to the occurrence of sudden change of masticatory force and to the occurrence of sudden

shape change of muscle spindle against to the stretch and contraction of muscles, and it is

suggested that SP is appeared by the protective mechanism for tissue injury of teeth, periodon-

tium and masticatory muscles caused by the sudden change of masticatory force,and that SP

may appeared by the self-regulation mechanism for muscle against sudden shape change of it.
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