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機能時の歯の動態に関する研究*

-特に上顎第-大臼歯について-
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(指導:故羽翼通夫教授)

(指導:　腰原　好教授)
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A Study on Tooth Movements During Functional Activity
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Yoshiyuki MASAI

Department of Crown and Bridge Prosthodontics
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(Director : Prof. Yoshimi Koshihara)

原　　　　著

緒　　　　　言

歯冠補按を行った際,不適当な唆合面形態をもつ補綬

物は,唆合性外傷をはじめとする歯周疾患や顎関節疾患

を惹起する危険性がある　　　したがって,正常な歯と

歯周組織との関係を乱すことなく,補綴物と支台歯およ

び歯周組織が調和し,歯を長く機能させていくために

は,歯周組織の機能状態を正確に把握する必要があると

思われる｡これまで,歯周組織の機能状態を調べる酎勺

で,種々なる研究が行われてきた｡とくに歯の変位状況

から歯周組織に検討を加えた研究は数多く　　　年に

の　　　　　　　　　を用いた幸匡吾に始ま

り　　年には　　　　　がダイヤルゲージによる歯の

動揺の計測法を発表している｡その後

*本論文については,第242回東京歯科大学学会例会(平
成3年3月9日,千葉),平成3年度日本捕緩歯科学会関
東支部会(平成4年2月22日,東京)においてその要旨を
報吾した｡

ら　　　　　　ら　　　　　　　　　　ら

および　　　　　　ら11)などダイヤルゲニジによる計

測は数多く,また　　年には　　　　がストレイン･

ゲージを応用し歯の動きをとらえている｡

我が国でも　年に山崎13)が小鼻を利用した歯の動揺

の計測法を発表して以来,へ-ベルと小円筒を用いた測

定器による布施ら　高野15'らの報吾,ダイヤルゲージ

を用いた木村ら　　石橋　栓垣ら　　佐藤ら19'の報

E,ストレイン･ゲージを用いた松元ら　　梶井

後藤　､宮山23)など数多くの報吾がある｡その後電気

的計測技術の進歩に伴い,二次元的測定　　三次元的

測定27ト29)が可能になり,静的荷茎に対する歯の変位は

かなり解明されてきている｡

一方,機能時の歯の動態に関する研究は　　年から

の　　　　の唄噴時の報告に始まり,顛舌方向から臼

歯の変位を測定した後藤　小宮山

五十嵐ら　　は,唄噛時には変位の波形のパターンは複
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20 正井:機能時の歯の動態に関する研究

雑な様相を示し,食品の被壊の進行に伴い金品の嘆合面

全面への展延により各歯固有の唆合状態に基づくと患わ

れる頑舌的変位がみられると幸辰吾しているo　また頑舌,

垂置方向から二次元的に測定した加藤ら34)は,前頭断面

では,低荷重厘域で歯は急激に変位し,その後荷重が増

加しても緩やかに変位し,唄噴時では主に口蓋側方向に

変位すると報吾している｡一方,近遠心方向から水平面

での機能時の第一大臼歯の変位様相を測定した三溝35)

は,主に遠心口蓋側方向に変位すると報吾している｡し

かしながらこれらの報吾は,測定装置に由来する測定方

向,測定精度に不十分な面があり,また歯の動態と歯

列,唄噴筋筋活動,唄噴運動経路,唆倉接触部位などと

の関連を詳細に検討したものはほとんど見あたらず,い

まだに鳴噴時の歯の動態については不明な点が多い｡

そこで著者は,超小型の非接触型渦電流方式のセンサ

を応用し,機能時とくに唄噴時の上顎右側第一大臼歯の

動態の三次元的な検出を試み,またそれが唄噴運動, DE

噴筋筋活動,歯列および唆合接触部位とどのような関連

があるのかを検討した｡

実　験　方　法

1.実験の概略

図1に本実験の概略を示す｡ガム唄噴時と最大唆み

しめ時の上顎右側第一大臼歯の動態を三次元的に測定

する目的で同部位に非接触型渦電流方式のセンサを設

定した｡そして,歯の動態すなわち,ガム唄噴時と鼻大

唆みしめ時の変位経露と他の要素との関連性を比較,

検討するために,同時に

社製K5型.以後MKGと略

す)を用いて下顎切歯点部の達勤と,左右側側頭筋前部

筋束,唆筋の筋活動を測定した｡さらに塊格模型,唆倉

面間記録による分析も行った.そして神経筋機構との関

係を示すと思われる筋活動からは筋放電時期

発現時期について検討した｡塊格模型からは側

方撃曲,唆頭展開角について検討し,唆合面間記録から

は,被験歯の唆合接触部位について検討した｡なおガム

唄噴時と最大喫みしめ時の歯の勤態, DE噛運動経露は前

頭面,矢状南,水平面での経路をⅩ-Yレコーダ(日本

電気三栄社製　　　に描記させ,シグナルプロセッサ

(日本電気三栄社製　　　を使用して最大変位量を算出

した｡

2.被験者および被験金品

1)被験者および被験歯

被験者は,東嘉歯科大学学生より選択した20歳代男子

6名で,顎関節に其常がなく機能障害のない,いわゆる

個性正常唆合を有するものである｡

被験顎は歯質の欠櫨あるいは歯の欠如が智歯以外に無

く,被験歯は,歯冠修復･捕虜処置のない上顎右側第-

大臼歯とした｡

2)被験金品

被験食品は,松原36)の分楽に基づき展延性で口腔内に

おいて経時的に性状も量も変化しにくいガム(ロッテ社

製ノ-タイム)で,一枚の半分を唆ませ十分軟らかく

なったものを実験に使用した｡

3.測定装置

1)測定装置の概要

図1　実験の概略

-20-
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本測定装置は,歯の動きを三次元的に測定できるよう

にセンサを配置し,三次元座標系を構築した｡すなわち

被細定休である白金加金製のターゲットを上顎右側第一

大臼歯の強面に設置し,これを取り囲むように近遠心方

向センサ(以後Ⅹ方向センサと略す),頑口蓋方向センサ

(以後Y方向センサと略す),垂直方向センサ(以後Z方

向センサと略す)の3組のセンサで構成されている｡

2)センサ

図2に今回使用したセンサ　　　　　社製

および　　　　　　　　を示す｡

このセンサは電磁誘導コイルからなり,磁束を非磁性体

であるターゲットに当て渦電流を発塗させ,その強弱で

距離が測定できる非接触型センサである｡大きさは近遠

心方向に配置した　　　　　　　　　　　　　　が置

径　　　長さ　　　　裡口蓋,垂直方向に配置し

た　　　　-SPLが縦　　　　横　　　　厚さ3.8

mmと超小型である｡これらのセンサには,口腔内での

使用を考慮し,あらかじめエポキシ系接着剤(ミネ､ベア

社製バリアーD)で防湿処理を施した｡

3)装置の特性

本装置はブリッジ電圧　　　　　定格容室

周波数応答　　　　　　　　瞬時応答

分解能　　　である.校正はⅩYZステージ(駿河精機

社製　　　　　を使用した｡図3に示すように,変位

室とセンサの出力特性は相関係数　　と極めて高い相関

を示したo非直線性および再現性は　　　　方向セン

サともに,それぞれ　　　　以下　　　　　　以上の

高い精度であった｡また,口腔内での使用を考慮し,恒

濫槽を使用して　　　　の温度変化時の零点変化,なら

びに37℃湿度　　での60分間の係留試験も行った

(表1)0

93, No. 1 (1993)

近遠心方向センサ　　頼口蓋方向センサ　垂直方向センサ
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ノ

r-相聞係数

図3　変位室-センサ出力特性

表1センサの特性

Ⅹ　　Y Z

零点温度特性 ｡C) 0.17 0.20 0.18

温度用000係留 0.19 0.09 0.10

以上の結栗,測定誤差は最大で　　　　であり,本

実験に使用したセンサは著者の意図する歯の動態測定に

開し,十分な精度,再現性,耐久性を有していることを

確認した｡

4)基準方向の設定

図4にセンサの設定基準を,図5にセンサを口腔内に

設定した状態を示す｡

歯の動態を三次元的に測定するにあたり,センサの設

定座標を明確に塊定する必要がある｡従って本実験では

内田37)の方法に準じ,上顎右側中切歯近心切席と上顎左

右側第二大臼歯遠L､頑側唆頭項を含む平面を基準平面,

すなわち仮想唆倉平面とした｡そして,被験歯の額面中

央にターゲットを設定し,これを取り薗むように基準平

面に垂直にZ触上顎第一小臼歯近心小高と第一大臼歯

中央雷を結んだ直線に平行にⅩ軸を,これと直角にY軸

を配し三次元座標系を設定した｡

4.実験方法

1)測定方法

被験者はフランクフルト平面が床面に対し水平になる

ようにデンタルチェアー上にて座位をとらせ,上顎右側

第一大日菌の頑面中央部での三次元的動態を測定した｡

センサは被験歯を除く歯列全体に唆合接触を妨げないよ

うにコバルトクロム合金製のシーネを製作し,シアノア

クリレート系接着剤(東亜化学合成社製アロンアルファ)

にて歯列全体に固定した｡またセンサのテフロンケーブ

ルは,唄噛運動の妨げにならないよう,歯列に沿って前

走させるようにシーネに即時重合レジンで固定し,口角

-21 -



22 正井:機能時の歯の勤態に関する研究

図4　センサの設定基準

A:第一小臼歯近　＼嵩　　Ⅹ軸:直線Aと唆合平面
と第一大臼歯中央嵩　　　　に平行な軸

を結んだ線　　　　　Y軸:直線Aに直角で唆
B :唆合平面　　　　　　　　　合平面に平行な軸

Z軸:唆合平面に垂直な
軸

部付近より口腔外へ導いた.なおMKGによる唄噴運動

の記録は下顎切歯点部で行い,垂直成分,側方成分,前

後成分の三次元的な掃引波形を記録した｡また側頭筋前

部筋束ならびに唆筋の筋放電の導出は関野38)の方法に

従って各筋に双極電極を,耳だに禾開電極を付着したo

電極間距離は　　　とし,塩化銀皿電極と導伝性ペース

トを用い,皮膚抵抗は　　　以下にした｡

2)記録方法

センサ　　　　と薪竃計からの出力はデータレコーダ

社製　　　　　にテープスピード

にて収録し,同時にペン書きオシログラフ(日本電気三

栄社製レクチホリ8K-25)に紙送り速度　　　　　に

て記録した｡センサからの出力はオッシレーク･ディモ

デュレ一夕により5倍に増幅した｡なお,各々直角に組

み合わせて　　　　方向に設定するため,相互干渉し

ないように発振周波数に同報性をもたせた　　　　につ

いては垂直成分,側方成分,前後成分ともに

垂直開閉速度を　　　　　　　　に設定した｡筋電計

(E]本電気三栄社製　　　　　はローカットフィルター

を　　とし,さらに-ムノッチフィルターをONにし

た｡
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図5　口腔内での設定状態

3)計測項目および分析方法

(1)歯の動態

①変位経路

変位経路は加藤ら34)の方法と同様に,イキとカエリに

分け,前頭面では変位が現れてから口蓋側方向に養大に

なるまでをイキとし,それ以降原点に復帰するまでをカ

エリとした｡そして,唄噴運動,歯列,唆合との関連を

検討するために,変位経路のイキの部分を前頭面,水平

面,矢状面で描記させた｡なお,ガムDE噛時には唄噛開

始後第5ストロークからの10ストロークを重ねて描言己

し,最大唆みしめ時には代表例を描記させた｡

②変位室

変位室は各方向への最大変位室を測定し,ガム岨噛時

には10ストロークの平均を,最大唆みしめ時には10回の

平均を測定値とした｡なお,拙走原点は垂直,頑口蓋,

近遠心方向のいずれかに変位を開始した時点とし,プロ

グラム　　　　　　　　　を用いて測定した｡

(2)各方向最大変位時の下顎開閉口垂直距離

下顎運動と歯の動態との全体像を把擾するために,各

方向最大変位時の下顎開閉口重産距離について検討し

た｡

(3)下顎閉口速度最大時および垂産開口室

の各項位での歯の変位方向,変位
j≡1
ヨi

一般に唄噴運動では閉口運動速度が最大となったあた

りで唆合面間に介在する金物と接触し,その後食物を粉

砕,臼磨するために閉口している｡そこで閉口速度が最
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側方撃曲

十｢
二手

a

二三

図6　側方撃曲,唆頭展開角の分析方法

近J L､頑側唆頭預
b :近JL､舌側唆頭項

C :直線Aを含み唆合平
面に垂直な面と直線

Bの交点
A: aとbを結んだ線

B :中央嵩と近JL､小高を

結んだ線
0 :唆ノ合平面

側方撃曲

∂1 :直線Aと唆合平面の
成す角

唆頭展開角

02:直線a cとFLR線b c
の成す角

大となった垂直項間距離を含む閉口路上での垂直開口室

の各項位での歯の変位方向と

変位室を検討した｡

(4)筋放電波形の解析

①筋放電時期と歯の動態

筋放電波形は筋放電の時期と歯の動態の関連について

検討した｡

②　　　　　　発現時期と歯の動態

神経筋機構と歯の動態との関連を検討するために,

以後S Pと略す)発脚寺報と歯の動態に

っいても検討した｡ S Pは,記録紙上に描記された筋放

電原波形から直接計測した｡これらの記録はいずれも筋

放電波形と三軸方向に分解された歯の変位　　　波形

とともに同時にデータレコーダにテープ速度

にて収録した後にテープ速度　　　　　にて再

生し,ペン書きオシログラフに紙送り速度

にて措記したものである｡とくにSPについては筋放電

原波形では4筋全てに波形の欠落部分が認められるこ

と,また,その持続時間が　　　　　　　　　である

もの　　を基準に判定したo

23

(5〉側方撃曲,唆頭展開角

側方撃曲,唆頭展開角の測定のために塊格模型を製作

した｡

①塊格模型の製作

各被験者の概形模型から製作した個人トレーを用い,

シリコーンラバー系印象材(GC社製エクザフレックス)

で精密印象を行い,超硬石膏(GC社製フジロック)を注

入した｡そして,内田37)の考案した基準平面決定装置に

より現格模型を製作した.

②測　　定

側方撃曲,唆頭展開角の測定には三次元測定機(三豊

製作所社製　　　　および専用データ処理装置マイ

クロパック20Aを用いた｡両者とも唆合平面を含んだ直

交座標系を素準とし,側方撃曲は,野嶋42)の方法に準

じ,被験歯の近心頑舌側唆頭項を結んだ直線㈱と唆合平

面(0)の成す角度として測定し,舌側唆頭頂が頑側唆重蔵

より高い場合を(+)で,低い場合を(｣で表したO唆頭

展開角は,唆合平面(0)に垂直で,近し､頑舌側唆頭項を含

んだ平面と,中央膏と近心小官を結んだ　線(B)の交点(C)

から近JL､頑側唆頭預(a)および舌側唆頭頂(b)をそれぞれ結

んだ直線の成す角を唆頭展開角とした(図6)｡なお,刺

定は各々5回行ない,その平均値を副定値とした｡

( 6)唆合接触部位

唆倉接触部位の測定はホワイトシリコーン(GC社製

フィットチェッカー)にて待られた唆頭族倉位での唆合

面問記録を,自動濃度計測分析装置　　　　　によ

り　　　以下の範囲を接触域　　　以下の範囲を

緊密域として測定し,中尾43)の嘆合小面分幾法に従って

分類した｡

実　験　結　果

三次元的に変位する歯に対し,口蓋側方向に最大に変

位するまでを変位のイキとし,それ以降の原点に復帰す

る経路をカエリとし,測定した｡本実験では歯の動態と

唄噛運動,筋活動,歯列,唆合との関連を検討すること

が目的であり,対合歯との唆合接触もしくは食品の唆

断臼磨が開始されて生じる変位のイキのみについて検

討した｡図　　　　図　　　に測定結果を示す｡図

は前頭面,水平面,矢状面での上顎右側第-大

臼歯のガム喧嘩開始後第5ストロークからの10ストロー

クを重ね合わせた変位経路で,図　　　は空口時3秒

間の最大唆みしめ時の変位経路である｡

1.ガム唄噛時の変位経絡について

ガム唄噛時に全体的にみてほとんどの被験者は,まず

一23-



24 正井:機能時の歯の動態に関する研究

D

水平面

図7-a　ガム唄噴時の変位経露(被験者1)

前頭面 水平面

図7-b　ガム唄噴時の変位経路(被験者2)

M l-

B@
水平面

図7-C　ガム唄噛時の変位経絡(被験者3)

-24-
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水平面

図7-d　ガム唄噛時の変位経路(被験者4)

図7-e　ガム唄噴時の変位経露(被験者5)

水平面

図7-f　ガム唄噛時の変位経絡(被験者6)
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直上または頑側成分を加えながら沈下するごとき変位が

鼻初に現れたo近遠心的にみれば,その方向はやや近JL､

側に向かいながら歯取側方向へ最大の変位をむかえたO

その後歯冠側方向へ向きを変え,近JL､口蓋側歯冠方向に

変位した｡こうした変位は前頭面,矢状面で著明で,明

確な変曲点を有する経路を示すものが多かった｡

1)前頭面,水平面,矢状面での変位経路について

それぞれの投影面でみると,前頭面では被験者

が,ほぼまっすぐに,あるいはやや頑側に向い

ながら歯板方向に変位し,最大に達した後,口蓋伽歯冠

方向に変位した｡被験者6は,ほぼまっすぐに歯頼伽方

向に変位した後,歯冠側方向にはほとんど変位せず,冒

蓋伽方向に変位した｡水平面では被験者

が近心口蓋側方向に変位した｡被験者1は矢状面と同様

に近し､側方向へ変位後,遠心口蓋側方向への変位が認め

られた｡変曲点は前頭面と同様に認められるものの,そ

の傾向は尋鍋､った｡矢状面では被験者　　　　　が,

やや近心側に向いながら歯根側方向に変位し,その後歯

冠側方向へ向きを変え,近心口蓋側歯冠方向に変位し

た｡被験者1は歯根側方向-の変位は他の被験者と同様

であるが,その後の経露が遠心側歯冠方向であった｡被

験者6は前項面で経路が異なった被験者で,やや遠心側

に向いながら歯根側方向に変位し,その後方向を変え,

近,L､側方向に変位した｡前頭面,矢状面での変位経路

は,すべての被験者で歯根側方向最大変位時に変曲点を

もつ経路を示し,変曲点を境界として変位の第一相と第

二相に区分できた｡

2)最大変位量について

表2に各被験者の各方向における重大変位量の平均と

標準偏差を示す｡変位室は歯根側方向に

pm,歯冠伽方向に　　　　　　　東風方向に

口蓋伽方向に　　　　　　　近心側方向に

遠心､側方向に　　　　　　であった.

2.甚大唆みしめ時について

最大唆みしめ時には,歯根伽方向へ変位した被験者も

認められるものの,全体的にはほとんどの被験者が口蓋

側歯冠方向に変位した｡

1)前頭面,水平面,矢状面での変位経石酎こついて

それぞれの投影面でみると,前頭面では被験者

5が口蓋側歯冠方向に,被験者2, 4は変位開始初期に

わずかに頑側歯根方向あるいは歯頼伽方向に変位するも

のの,口蓋側歯冠方向に変位するという点では同様で

あった｡また被験者6は,ほぼまっすぐに歯板側方向に

変位した｡水平面においては,被験者1が遠心口蓋側方

向に,被験者　　　　が近JL､口蓋伽方向に変位した.被

験者5は近遠心的な変位は少なく,遠心方向の成分を含

む口蓋側方向であった｡また被験者6は水平面内での動

きが少なく,遠心側にわずかに変位後,変位室としては

表2　ガム唄噴時の上顎右側第一大臼歯の最大変位茎

単位:〃m

被験者

変位方向
1 2 3 4 5 6

歯 根 伽 18.3 10.7 9.0 12.7 7. 5 9.8

(4.3) (4.9) (0. 6) (4.1) (3. 5) (1.2)

歯 冠 側 9.1 13.0 8. 4 0. 0 9.8 0.0

(9.4) (4.6) (2. 8) (0. 0) (1.3) (0.0)

頑 側 1.8 1. 7 0- 9 1. 7 4.2 0.3

〕 白 〔

口 蓋 側 23. 0 31.5 14.7 13.1 15.8 7.7

(6.4) (4.8) (3.9) (4.0) (2.4) (1. 4)

近 心 側 4.9 12.9 5.0 11.0 8.6 3. 0

(1.1) (1.5) (0.7) (1.2) (2. 9) (0.4)

遠 JL､ 側 4.7 0.9 1.1 0. 8 012 0.6

(2.9) (0.4) (0.8) (0. 8) (0. 1) (0.7)
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｣5pm
図81a　唆みしめ時の変位経絡(被験者1)

B巣　　　亡革
前頭面 水平面

図81b　唆みしめ時の変位経絡(被験者2)

少ないが近心頑側方向に変位した｡矢状面では被験者1

が遠心歯冠側方向に,被験者　　　が近心歯冠伽方向

に,被験者5は近遠心的な変位は少なく,変位開始後,

やや近JL､歯冠側方向に変位するものの,最終的にはやや

遠心歯冠側方向に変位した｡また被験者6は変位開始後

やや遠心口蓋側方向に変位し,その後ほぼまっすぐに歯

根方向に変位し,イキの終末部で近心歯根側方向に変位

矢状南

｣5pm

27

した｡各投影面での変位経絡はガヰ唄噛時の変位経露の

第二相に楽似していた｡

2)最大変位室について

表3に最大喫みしめ時の変位量の測定結果を示す｡変

位量は歯根側方向に　　　　〃m,歯冠側方向に

頒価方向に　　　　　　口蓋側方向に3. 0

〃m,近心側方向に　　　　〃m,遠心側方向

-27-
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前頭面 水平面

図8-C　唆みしめ時の変位経麿(被験者3)

-T∴ {
前頭面 水平面

図8-d　唆みしめ時の変位経路(被験者4)

に　　　　　　で,歯冠側,口蓋側に大きな変位室を

示した｡

3.下顎開閉口垂直距離と最大変位量,変位方向との

関係について

歯の動態と下顎位の関連を知る目的で,各方向最大変

位時の開閉口垂直距離を検討した｡また,開閉口垂直距

離が小さく,強い唆合力が歯に加わると考えられる下顎

開閉日垂直距離　　　　　　　　　　　時の歯の変位

にも検討を加え,唄噴運動と歯の動態との関連性につい

矢状南

矢状南

｣5pm

｣5pm

ても検討した｡

1)各方向重大変位時の下顎開閉口垂直距離について

唄境の進行に伴う歯の変位経露を変位開始時報,歯根

側方向重大変位時報,歯冠側方向最大変位時期,頑伽方

向最大変位時期,口蓋側方向最大変位時期,近JL､側方向

鼻大変位時期,遠心側方向鼻大変位時期の7時親に分

け,それぞれの時期に対応した下顎開閉口垂直距離を測

定した(表4 ).その代表的変位経路と唄噛経路を模式図

で表したものを図9に示す｡
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水平面

図8-e　唆みしめ時の変位経絡(被験者5)

也p B⑯p
前頭面 水平面

図8-f　唆みしめ時の変位経露(被験者6)

下顎開閉口垂直距離平均　　　で歯根方向への歯の

変位が始まり,平均　　　で頑側方向への変位が最大

となった｡その後平均　　　で遠心側方向,平均1.4

mmで歯板側方向,平均　　　で近心側方向,平均0. 3

mmで歯冠側,口蓋柳方向の変位が産大となったo歯は

下顎開閉口垂直距離が狭まるに従い,遠心頑柳から歯根

矢状南

29

｣5pm

｣5pm

側そして,近心口蓋側へ回転するように変位した｡

2)下顎開閉口垂直距離と変位方向について

図10に各下顎位における変位方向を表したものを示

す｡各顎位における歯の変位は,下顎閉口速度最大時に

顛側菌根方向に　　　では口蓋側歯根方向に

ではより口蓋側への変位が大きな口蓋側歯根方向に変位

-29-
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表3　最大喫みしめ時の上顎右側第一大臼歯の最大変位室

単位:〃m

被験者

変位方 向
1 2 3 4 5 6

歯 根 側 0.0 2. 9 0. 0 0.4 0.0 25.1

(0.0) (0I 8) (0. 0) (0. 7) (0.0) (5-1)

歯 冠 側 43.4 8. 6 2 7.8 24.6 25.2 0.0

(1. 3) (1.2) (3. 7) (3.6) (1.4) (0.0)

頑 側 0.0 2. 7 0.0 0.0 0.0 1.6

(0. 0) (1.2) (0.0) (0.0) (0.0) (1.1)

口 蓋 側 32. 5 13.6 29. 1 39.4 . 22.5 3.0

(3. 9) (0.7) (6.5) (8.7) (1.9) (6.8)

近 心 側 0.0 14.9 13.4 10.6 2.3 4.5

(0.0) (0.8) (1.8) (4.4) (0.4) (5. 2)

遠 心 坤 20.4 0.0 0.0 0.0 1.5 2. 0

(4.3) (0.0) (0.0) (0.0) (0. 8) (1.4 )

表4　各方向鼻大変位時の下顎開閉日垂直距離

単位:mm

被験者

変位方 向
平 均

変 位 開 始 9.3 3.2 5.4 1l1. 7 5.4 3.5 6-4

(3. 6) (0.8) (1-2) (1.5) (1.6) (I.2) (3-4)

歯 根 側 1. 5 1.2 1. 7 1.8 2.0 0.l l.4

(0. 5) (0.5) (0.5) (0.7) (1.2) (0.1) (0.7)

歯 冠 伽 0.2 0.6 0.3 0.2 0.3

(0. 1) (0.1) (0.2) (0.2) (0.2 )

頑 側 6.2 3.5 4.4 7.9 2.4 2.6 4.5

(5.2) (1.5) (1.9) (3.9) (1.3) (0.9) (2.2)

口 蓋 側 0.2 0.5 0.3 0.4 0.3 0. 1 0.3

(0.1) (0.1) (0.2) (0.2) (0.2) (0. 1) (0.1)

近 心 側 1.4 0.3 0.4 0.6 0. 2 0. 1 0.5

(0.6) (0.2) (0.2) (0.4 ) (0. 1) (0. 1) (0.5)

遠 JL､ 側 3.0 3.6 3.5 8.6 4. 7 1. 7 4.2

(4.8) (1..1) (1. 6) (4.0) (1.4) (0.8) (2.4)

一変位なしのため　　平均
測定不可　　　　(標準偏差)

-30-



歯科学報

変位開始時頼側豪大遠心側豪大　歯根側豪大　近心側豪大
6.4mm　　4.5mm　　4･2mm　　114mm O･5mm

口蓋側鼻大
0.3mm

図9　各方向義大変位時の下顎開閉口垂直距離(平均値模式図)

図10　各下顎位における変位方向(平均値模式図)

した｡また　　　では口蓋側への変位が最大となり,や

や歯冠側方向への変位を含んだ口蓋側方向へ変位した｡

4.各被験者の変位経蕗と筋放電との関係について

ガム姐噛時の歯の動態と神経筋機構との関係を明らか

にするために被験側の側頭筋,唆筋の筋放電時期と歯の

動態　　　　　　　　発場時期と歯の動態との関連を検

討した｡

1)側頭筋,嘆筋の筋放電時親と歯の動態について

図11に被験者1におけるガム唄噛時の歯の変位と被験

側側頭筋,唆筋の筋放電,下顎運動を同時記録した原波

形を示す｡

下顎開閉口垂直距離が最大となった後,開閉口距離が

減少し始めると筋放電が現れ,その後に歯の歯根側方向

への変位が最初に寛れた｡そして,口蓋伽方向への変位

が寛れると筋活動は増加した｡口蓋側への変位が著明に

増加する変位経路の第二相の被験側唆筋の平均振幅値を

みると,表5に示すように全ての被験者において第二相

の方が第一相より有意に振幅が大きくなる結果を示し

た｡

発現時期と歯の動態について

ガム唄唾時には, 6名中5名の被験者でSPが認めら

れた｡発現時斯は,図12-a, bに示すように唆合相(唄

噛周期の)の前後に2ヶ所SPが認められる場合と,唆

合相に1ヶ所認められる2つの型が認められた.唆倉相

の前後に認められる型は6名中3名,唆合相に認められ

る型は6名中2名であった｡唆倉相の前に認められるS

pは歯の動態でみると,歯根側方向に最大に変位した時

期にほぼ一致していた｡唆合相に認められるS Pは歯根

側方向最大変位時あるいは,口蓋側方向最大変位時にほ

ぼ一致して発現していることを認めた｡

5.各被験者の唆合接触部位,側方撃曲,唆頭展開角

と歯の動態との関係について

1)唆合接触部位と歯の動態との関係について

唆舎接触部位の測定には唆頭蕨合位での被験歯の唆合

面記録を,自動濃度計測分析装置　　　　　　により

以下の範囲を接触域　　　　以下の範囲を緊密

域として細定し,中尾43)の唆倉小面分東法に従って分蕉
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歯根方向､遠心側方向変位開始

歯冠側方向

歯租側方向
口蓋側方向

頬側方向

遠心側方向

近心側方向

非被験側側頭筋
前部祐乗

被験側側頭箭
前部筋束

非被験側嘆筋

被験側嘆筋

ロ
　
　
ロ
　
　
　
　
　
方

開
　
閉
右
　
左
前

後方

開閉口垂直速度

# a-fE]

●第二相

単位:〃Ⅴ

図11歯の動態と筋放電時期(被験者1)

表5　ガム唄噛時の変位経捧第一相と第二相における被験側唆筋の平均振幅値の比較

被験者
1 2 3 4 5 6

第 相 166.8 108.8 206.9 74.3 165. 1 98.5

(58.7) (31.7) (43. 3) (12. 1) (34.8) (10.5)

第 相 314.5 293.1 2 87.9 97.3 242.2 146.8

(62.8) (80.7) (47. 8) (19.2) (46.4) (2 1.3)

平均　　　　**危険率1 %で有意差有り
(標準偏差)　*危険率5%で有意差有り
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垂直方向

頬口蓋側方向

近遠心側方向

非被験側側頭筋
前部筋東

被験側側頭筋
前部筋束

非被験側嘆筋

被験側嘆箭

下顎運動

歯冠側方向

歯根側方向

口蓋側方向

乗酎則方向

遠心側方向

近心側方向

SPが2ヶ所認められるもの

図12-a　歯の動態と　　　　　　発現時斯(被験者1)

した(図13)｡

ガム唄噴時と最大唆みしめ時に口蓋側方向へ変位した

被験歯には共通して口蓋側に力が加わる機能唆頭である

近心舌側唆頭内斜面に接触域あるいは緊密域が認められ

た｡ガム唄噛時に口蓋側方向への変位が少なく,最大唆

みしめ時に歯根側方向へ変位した被験者6は近し､舌側唆

頭内斜面に接触域,緊密域が認められなかった｡水平

面,矢状面において近心方向へ変位した被験者

は近JL､舌側唆頭遠心内斜面の唆合面間距離が近

心内斜面と同じかあるいはより狭かった.遠心方向へ変

位した被験者1は,近JL､舌側唆頭近心内斜面の唆合面間

距離が遠心内斜面より狭かった｡

2)側方撃曲,唆頭展開角と歯の動態との関係について

側方撃曲,唆頭展開角ともに前頭面からの測定結果で

あるため,前頭面での歯の動態との開運を検討した｡模

型分析による細定結果を表6に示す｡

33

表6　側方撃曲,唆頭展開角の測定結果(平均値)
単位:皮

被 験 者
側 方 撃 曲 唆頭 展 開 角

1 6. 0 1 19 . 2

2 1 0. 0 1 19 . 6

3 7. 9 12 1. 3

4 8 . 5 13 6 . 9

5 7 . 8 12 5 . 2

6 4 . 7 12 4 . 0
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頬口蓋側方向

近遠心側方向

非被験側側頭筋
前部筋乗

被験側側頭筋
前部筋東

非被験側嘆筋

被験側嘆筋

下顎運動

正井:機能時の歯の動態に関する研究

歯冠側方向

歯根側方向

口蓋側方向

頑側方向

遠心側方向

近心側方向

SPが1ヶ所認められるもの

図　　　　歯の動態と　　　　　　　発現時期(被験者6 )

-gt･=
㊨

lS▲ 40〃m以下
以下

&
㊨

図13　各被験者の唆合接触部位

への変位が少なく,主に歯根方向への変位を示してい

た.比較的角度の章似している被験者　　　　　はガム

鳴噛時の変曲点から後の変位経路と,最大唆みしめ時の

変位経路は方向が類似していた｡

唆頭展開角については被験者4が最も大きく,いわゆ

る平壇な形態であった｡変位経露についても被験者4の

変位経路の変曲点が最も緩やかなカーブを描いており,

唆頭展開角との関連性が示唆された｡

考　　　　　察

天然歯における機能時の歯の動態を詳細に解析するこ

とは,歯周組織に為害性の少ない唆倉面形態をもった捕

虜物を製作するための指針になりえると考えられるoそ

こで著者は,唄噛時の歯の三次元的な動態を細定できる

側方撃曲は　　度　　　度で,最も角度の尋射､被験　　　システムを用い,ガム姐噛時と最大唆みしめ時の歯の変

者6は,ガム唄噴時および最大唆みしめ時に口蓋側方向　　　位経路.変位方向を測定するとともに,これらと唄噛運
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動経露,唄噛筋活動を同時測定したo　また塊格模型上で

唆合接触部位,側方撃曲,唆頭展開角を測定し,相互の

関係を検索した｡

1.方法について

歯冠捕緩処置に際し失われた機能を回復させるだけで

はなく,歯周組織に為害性の少ない機能的唆合面形態を

もっ補産物を製作することは極めて重要な課題であるo

歯冠補緩処置後も正常な歯周組織を乱すことなく調和を

保つためには,正常に機能を営んでいる唄噛時の歯の動

態とその動態に関与する園子を解明しておくことが必要

であると考えられる｡

歯の動態に関しては,これまでに種々報吾があり,そ

れらは測定装置により接角虫型　　　　　　と非接触型26)

に分けられる｡接触型は,利点として測定

部位を点として明確に塊定できること,装置を口腔外に

出すために口腔内の温度,湿度による影響を受けないこ

と,口腔外での正確なキャリブレーションが可能となる

ことなどが挙げられるが,測定圧を有し歯の自由な運動

を妨げること,構造的に遊びが出やすいこと,動きやす

い方向があること,テコの原聾等で変位室が増強される

可能性があることなどの欠点を有している｡一方,非接

触型は,利点として測定圧がかからないために歯の自由

な運動を妨げないが,測定点を歯面からわずかに離して

設定するため,細定点を明確な点として塊定し莱いなど

の欠点もある｡接触型,非接触型のいずれにしても機能

時の歯の動態は第-大臼歯の頑側部での動きを測定する

のが歯の大きさ,歯列での位置,センサの大きさなどか

ら考えると限界であるため,本実験では測定圧のかから

ない非接触型のセンサを用いた｡これまでの報吾は,い

ずれも一方向あるいは二方向の測定がほとんどである

が,三方向からの測定も試みられており

荻田　　官本29)らの報吾があるO　しかし,これらは測定

部位が前歯部のみであったり,唆金高径を挙上した喫み

しめ時の測定であったり,また食品を介在しない唄境を

シュミレートしたものであった｡

歯周組織に為害性の少ない唆舎面形態を論ずる場合,

唆頭厳合状態で,しかも唄噛力が強く加わる大臼歯部を

検討すべきであり.唄噴時の大臼歯の三次元的動態を時

間的対応をもって測定する必要がある｡

そこで今回著者は,ガム唄噛時と最大唆みしめ時の大

臼歯の勤態を唆合高径を変化させずに,時間的対応を

もって非接触で三次元的に測定するシステムを考案し,

大臼歯の動態について検討を加えた｡

1)被験者および被験食品について
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(1)被験者および被験歯について

被験者は智歯以外に欠如がなく,顎機能に異常や障害

のない, 20歳代男子6名で,被験歯は,補緩･修復処置

の無い上顎右側第一大臼歯である｡

上顎第一大臼歯は,唆倉の支持に加え,唄噛機能の中

心的役割を担い,最も強い力を発揮でき,しかも負担能

も最大といわれている.高見沢46)によると上顎第一大臼

歯の個歯唆合力は歯列中最も強く　　　　　であると

報害しているbまた溝上47)は,第一大臼歯に最大唄噴力

を示す組合せの出場率が高いと報害している｡第一大臼

歯の二次元的変位を測定した加藤ら34)は姐噴機能の主体

である臼歯の三次元的変位を時間的対応をもって知る必

要があることを指摘している｡これらのことから考える

と,やはり第一大白歯は唆合の鍵であり,その動きを知

ることが歯冠捕轟を施す際に重要であると考えられるo

(2)被験金品について

本実験では松原36)の分類に蓋づき展延性で口腔内にお

いて経時的に性状も室も変化しにくいガムを被験食品と

して使用した　　　　　　ら48)は,ガムは唄噛スト

ロークが繰り返されていても薯と量が変化しないために

安定したリズムが待られると述べている｡

著者は予備実験においてピーナッツ,塗にんじん,エ

ビセン,カマボコ,チーズなど数種の金品を用いてみた

が,唄境の進行に伴い金品の性状が変化してしまい,安

定した変位経絡を把擾することが困葉であった.また,

本研究の目的である基本的な歯の動態と下顎運動,歯列

や筋活動との関連を検討するには金品による差や経時的

変化を排除した基本的勤態を対象とすることが望ましい

と考え,被験食品としてガムを用いた｡

2)実験装置について

口腔内で大臼歯の動態を測定するにあたり,装置の具

備すべき条件は,まず設定すべき装置の大きさが適当

で,口腔内の温度,湿度に影響を受けないことが禾可欠

である｡上顎第一大臼歯の歯冠の幅径,厚径の平均は,

上健49)によるとそれぞれ　　　　　　　　で歯列中最

も大きく,その存在部位からも唆合力を最大に負担し,

唄噴機構の要となる歯であるoセンサの大きさはⅩ方向

センサが　径　　　　長さ　　　　で, Y方向セン

サ, Z方向センサが縦　　　　横　　　　厚さ3.8

mmと超小型であり,姐噴時の歯の動きを測定すること

が可能であるo定格容室についてみると,喫みしめ時に

最大で1方向に　　　　〃m程度であるとされ　〉34)

±　　　でセンサのキャリブレーションを行うこ

とにより十分に対応できると考えた｡
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3)固定法について

センサの設定にあたり,被験歯を除いた歯列全体をコ

バルトクロム合金で固定し,固定源とした｡従来のもの

は前歯部酋柳のみの固定源であり,骨等の伝導による影

響も考えられる｡すなわち,中村50)は,歯に加わった衝

撃は隣在歯との接触点を介して他の部位の歯に伝導する

割合はきわめて低く,大部分は骨を介して伝導すると述

べている｡このことから考えると,センサの固定源を唆

合接触のない前歯部に設定しても骨を介して衝撃が伝導

し,固定源そのものも動揺するような経路が描かれる可

能性がある｡したがって固定源を歯列全体とし,被験歯

と固定源の勤きを分断することにより,被験歯の動きを

正確に測定できるよう努めた｡また,唆金時の歯列の動

揺によりシーネの動揺も否定できず,測定値に影響をお

よぼす可能性がある｡そこで,あらかじめ被験歯が唆倉

接触しないように唆合を挙上しタッビング,クレンチン

グを行わせ,シーネの動揺による影響を測定した｡その

結果,歯頼方向,頑口蓋方向　　　未満,近遠心方向

1.0〃m未満のシーネの変化が認められた｡また,頑粘

漠などの緊張による影響は,シーネへの2kg荷重およ

び歯の接触のない唄噛様運動を行わせた結果,両者共に

以下であった｡以上の結果より,本実験システ

ムにおける誤差は歯根方向,頑口蓋方向　　　　近遠

心方向　　　程度であると判断した.また,シーネで

固定しているため隣接面コンタクトがきっくなり,被験

歯の勤きが制限される可能性も考えられるため

のコンタクト･ゲージを挿入し,被験歯の動きの制限が

無いことを確認した｡これにより,近遠心的な動きの制

限の可能性は皆無とはいえないが,天然歯列と同程度で

あると考えた｡

また本測定システムでは,被験歯の頑側にターゲット

とセンサを設定したため,歯軸を中心とした歯の回転が

生じた場合実際の動きとは巽なった軌跡となる可能性が

あるoそのために,ターゲットを被験歯の額面中央に設

定するとともに,センサを歯面に極力近づけることによ

り,回転による影響を極力微小とするよう努めた｡

4)制定,計測項目および分析について

歯の変位に関する報吾は数多いが,唄噴運動と同時に

解析を行ったものは少なく,加藤ら34)は唄噴運動と歯の

変位について,三浦35)は唄噛運動,筋放電と歯の変位に

ついて報害している｡しかし三次元的に詳細な解析を

行っているものは皆無であり,三次元的な歯の動態と,

それに関連する諸園子について総合的な観点より解析を

行うことを企画した｡

2.結果について

1)各被験者の変位量,変位経露と唄噴運動との関係

について

(1)各被験者の変位室,変位経露について

①ガム唄噴時について

被験者間では異なった変位室を示すが,被験者

では歯椴方向への変位室に対し口蓋側方向-の

変位室は　　　　倍大きくなる傾向を示した.変位経路

は,歯根方向あるいは口蓋側歯根方向に変位したのち近

心口蓋側歯冠方向-変わるものが多く認められた｡唄噛

時の歯の変位に関するこれまでの結果　　　　は,前頭

面において　　　　〃m,水平面において　　　〃m

であり,歯頼方向より口蓋伽への変位童が大きい点では

本実験結果と同じであったが,全体的な変位量は本実験

の方が小さかったo　また,変位経露に関しては本実験で

は前頭面においては,歯頼あるいは口蓋柳歯根方向変位

後,口蓋側歯冠方向に変位した｡水平面においては近心

口蓋伽方向に,矢状面においては歯根伽方向あるいは近

心歯根側方向変位後,近心歯冠側方向に変位するものが

多かった｡これまでの報吾　　　　では,前頭面では口

蓋側歯根方向あるいはやや口蓋伽歯冠方向に,水平面で

は遠心口蓋側方向に変位していたo前頭面においては変

位経番は幾似しているものの水平面においては近JL､側と

遠心側という全く方向が異なる結果であった｡このよう

な違いはセンサの固定方法など実験方法的な違いのみな

らず,被験歯の接触部位や強さの違いなどが考えられ

る｡これまでのもの　　　　は前歯部唇側のみの固定で

あり,固定源が酋側へ動揺したため,その結果として遠

心方向への変位が認められたものと考えられる｡

前頭面および矢状面での変位経露が歯冠方向へ変位す

る例が認められたことは,被験歯の唆合接触との関連が

図14　嘆合接触部位を限定した場合の変位経蹟
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考えられた｡そこで図14に示すごとく唆倉接触部位を限

定させ唆みしめを行わせたところ,近心舌側唆頭内斜面

に主として力が加わった場合に歯冠側方向への変位が認

められた. PE噛時にもこの部位に力が加わり歯冠側方向

への変位が生じたものと考えられた｡歯の放小変位を頑

側面から離れた磁石の変位として測定した宮本29)は,磁

石が口蓋側歯冠方向へ変位したような結果では,実際に

歯全体が挺出する様に変位したのではなく,圧下方向へ

の平行移動と,口蓋側方向への回転が生じ,その合力を

もつ変位を起こしたことが幾推できると述べている｡ま

た,唆合力が第一大臼歯の回転画し､を通る部位あるいは

E]転中心を通らない口蓋側の部位に加わった場合に,高

い嘆合力負担能力を示したことになると述べている｡

以上のことから考えると,ガム唄口酎寺の歯根側方向の

変位の後に生じる歯冠側方向-向かう変位は,実際に歯

全体が挺出する様に変位したのではなく,圧下方向への

平行移動と口蓋側方向への回転が生じ,その合力をもっ

ヽ

＼
＼
＼

ヽ
ヽ

＼
＼

＼

前頭面

93, No. 1 (1993) 37

変位を起こしたことが戴推でき,また高い唆合力を負担

するために歯をこの方向に変位させるように顎位や金塊

の位　を調節していると考えられるoまた,近遠心方向

について三浦35)は,近遠心的には近心は歯列弓と長く連

続していることから起こる遠心方向-の移動との合成に

ょるものとであると述べている｡本実験結果では三浦の

報吾とは異なり近心方向であった｡歯に加わる衝撃の方

向性について中涯51'は,近遠心的には近心方向-の傾向

が強く,遠心斜面に唆合した場合には近し､方向に大きな

衝撃力が加わるが,近心斜面の場合の遠心傾向はさほど

大きくないo唆合に問題のない群も近JL､傾向が多く存在

したと述べている｡近遠心的な歯冠軸について富士

は,唆合平面に対して,上顎第一大臼歯はほぼ垂直であ

ると述べているoまた長井53)紘,抜去歯の歯冠軸と歯頼

軸の成す角度を計測し,上顎第-大臼歯は4唆頭歯では

ぼ直線, 3嘆頭歯で　　　　の歯根の遠心､傾斜を示し

たと報吾している｡これらのことから考えると,羽翼54)

ヽ　　　　　　　　　　　　′

＼＼＼＼　　　///
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水平面
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鼻大喫みしめ時

矢状南

図　　　ガム脚酎寺と最大唆みしめ時の変位経露の比較(被験者1 )
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矢状南

図　　　ガム唄噴時と鼻大唆みしめ時の変位経露の比較(被験者2 )
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図　　　ガム唄噴時と最大唆みしめ時の変位経接の比較(被験者3 )

が述べているように歯は歯冠が近し､,歯棟が遠心方向に　　　被験歯は歯根伽方向-の変位はほとんど無く,主とし

傾斜しているため,唆合した場合に上顎歯は近心方向へ　　て近JL､口蓋側歯冠方向に変位するものが多い結果であっ

の力を受けやすく,そのために近心伽方向に変位したも　　た.官本29)は,上顎第-大臼歯の唆合力負担能力につい

のと考えられるo　　　　　　　　　　　　　　　　　　て測定した結果,唆合力が,第一大臼歯の回転画し､を通

②重大喫みしめ時について　　　　　　　　　　　　　る部位あるいは回転中心を通らない口蓋側の部位に加
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ガム岨噛時

豪大喫みしめ時

図　　　ガム唄噴時と最大唆みしめ時の変位経路の比較(被験者4 )

前頭面 水平面 矢状南

図　　　ガム唄噛時と最大唆みしめ時の変位経路の比較(被験者5 )
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ガム姐噛時

妾大喫みしめ時

｣
図15- f　ガム唄噴時と鼻大唆みしめ時の変位経路の比較(被験者6)

わった場合に,口蓋側に変位し,高い唆合力負担能力を

示したと報吾している｡また三浦35)も,唆みしめ時に上

顎臼歯は,その機能唆頭である舌側唆頭での唆合接触の

結果として口蓋側方向へ変位すると述べている｡した

がって,唆みしめ時には強い唆合力を負担するために,

歯をこの方向に変位させるように顎位を調節しているも

のと考えられた｡

(2)ガムDE噴時と唆みしめ時の比較について

被験者ごとにガム唄柳寺の変位経露と喫みしめ時の変

位経露を同一平面に描言己させ比較を行った(図

実線はガム唄柳寺,破線は最大唆みしめ時の変位経絡を

示す)｡ガム姐噴時の変位経露第二相目と,喫みしめ時

の変位経路は方向性が近似しているため,変位角度とし

て表し,比較検討した｡

①各被験者の変位角度について

表7に角度の比較を示す｡変位角度は各々の投影面に

おいて,ガム唄噛時には変位経錆のイキとカエリのうち

イキの部分を変位開始から歯視方向に最大に変位した時

点を変曲点として二分できたので第一相と第二相に分け

て考え,まず変位開始から歯根方向に最大に変位した時

-40

5〃m

(第一相)とその後からイキの終わりまで(第二相)をそれ

ぞれ哀線的に結び,一方喫みしめ時には,変位開始から

イキの終わりまでを直線的に考え,これらと基準面との

なす角度を測定した｡各投影面での測定基準は,前頭

面,矢状面では基準平面に垂直な軸との成す角度とし,

水平面では第一小臼歯近心小官と第-大日菌中央嵩を結

んだ直線との成す角度とした｡図16にガム唄噛時の変位

角度の計刺方法を,図17に唆みしめ時の変位角度の計測

方法を示す｡

ガム唄噴時の変位経蹟第二相の角度と唆みしめ時の変

位角度についてt検定を行った結果,被験者5, 6で有

意差が認められるものの,被験者5は角度的にはほぼ同

じであり,全体的にみてガム唄噴時の変位経路第2相の

方向と喫みしめ時の方向は,ほぼ同じ結果であり,ガム

硯噴時の変位経絡第二相は,唆みしめ時と同様に歯の解

剖学的な影響とくに唆合面の形状すなわち唆合接触との

開運が強いと患われた.

(3)変位角度と唆み込み角度との関係について

変位経接の第一相は唆みしめ時とは異なった方向を示

し,歯の解剖学的以外の要因を多く受けていると考えら
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水平面

図16　ガム唄噴時の変位角度の計測方法

水平面

図17　最大唆みしめ時の変位角度の計測方法

れたので,唆み込み方向との関係を比較,検討した.唆

み込み角度は,ガム唄噴時と唆みしめ時の変位経路の検

討をもとに,変位経路の第一相との関係について検討し

た｡つまり,唄噛経捧上での歯の変位開始時期,歯根方

向義大変位時期を直線で結び,前頭面と水平面では正中

線との成す角度,矢状面ではフランクフルト平面に垂直

な軸との成す角度を測定した｡図18に計測方法を示す｡

変位角度と唆み込み角度とは前頭面において被験者1 ,

では服相関関係が,被験者2では逆相関関

係が認められた｡被験者2の逆相関関係とは唆み込み角

度が大きくなるほど変位経絡の第一相の角度は緩く,つ

まりより側方から唆み込むほど歯板側あるいは頑側歯板

側に変位していることになる｡これは,被験歯の側方撃

曲が唆合平面に対して100と最も頑側に傾斜しているた

めに,頑側方向へ力が加わりやすいためであると考えら

れる｡また被験者　　　　　　では,唆み込み角度が

大きくなると変位角度も大きくなるため,ガム唄噛時の

変位経路第一相は,唄噛運勤の唆み込み方向に影響を受

けていることが示唆された｡また,水平面では被験者4

を除き,被験者　　　で順相関関係が,被験者3, 6

で逆相関関係が認められ,水平面においても唆み込み方

向の影響が示唆された(表8 )｡

2)下顎開閉臼垂直距離と最大変位量,変位方向との

関係について

(1)各方向最大変位時の下顎開閉口垂直距離について

下顎運動と歯の動態との全体像を把慶するために,各

方向最大変位時の下顎開閉口垂直距離について検討し

た｡下寛開閉口垂直距離平均　　　で歯の変位が始ま

り,平均　　　で東側方向-の変位が最大となった｡

その後遠JL､側方札歯根側方向,近JL､側方向,口蓋側方

向の服で最大の変位が現れていた｡つまり歯はとくに頑

側歯冠部では下顎開閉口垂直距離が狭まるに従い,鹿点

-頑側-遠心側-歯根側-近jL､側-口蓋側へと三次元的

に東側遠心方向から歯根側,そして口蓋側近心方向に回
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表7　ガム唄噴時の変位経露第二相の角度と唆みしめ時の変位角度

単位:皮

前　頭　面　　　　　　水　平　面　　　　　　矢　状　面

被 験 者 1 ガ ム姐 噴 時 139-5 ( 5.5) 111.9 ( 5.8) 195.7 ( 4l3)

唆 み しめ時 144.3 ( i.2) 109.8 ( 5.8) 194.4 ( 4.3)

被 験 者 2 ガ ム 唄 噴 時 は信 は 車 8立トはふ ｢ 五日 拍 車 ｢

唆 み しめ 時 1告つは 言一 握つ㍉2.日 ｣ ++ は上目 :目上｣

被 験 者 3 ガ ム 姐 噴 時 136.4 ( 6.5) 76.8 ( 4.9) 172.0 ( 6.0)

唆 み しめ 時 134.8 ( 4.4) 71.7 ( 5.7) 161.8 ( 4.1)

被 験 者 4 ガ ム 唄 噴 時 千 日.8一 一冊 ｢ 臣､一 ｢ 冊 .い一ふて一

唆 み しめ 時 描.5 ∴ 6一 丁中 + 高 一 ｣ ++ 両 一月 .バ一

被 験 者 5 ガ ム 姐 噴 時 ｢ ｢ 16工 ｢

唆 み しめ 時 ｣ - ｣ ｣

被 験 者 6 ガ ム唄 噴 時 上告." 一亘の つ 銅.一つ中 一｢ " :ロ イ耕一｢

喫 み しめ 時 ｣ ー｣ ー｣

･*危険率1 %で有意差有り

水平面

図18　唆み込み角度の計測方法

転するように動いた｡まず開口距離約　　　と歯に加

わる力が比較的弱いと考えられる時期に頑側に最大と

なったのは,歯には側方撃曲があり,本実験での被験歯

では平均　　唆合平面に対して頑側に傾斜しているた

め.唄噴運動経露の側方偏位に関連してまず頑側に動い

たものと考えられるoまた第一大臼歯部での歯槽骨の厚

さは上健55)によると頑側が板場部で　　　　歯槽官中

平均(標準偏差)

央部で　　　　口蓋価が根端部で　　　　歯槽膏中

央部で　　　であり頑側の厚さは口蓋側の

5と頑側の骨壁が薄いため,頑側へ動きやすいためであ

ると考えられる.次にわずかな遠心方向への動きである

が,開口距離が　　　と頑側義大変位時とほぼ同じ開

口距離であり,歯根が遠心方向に傾斜しているため

頑側根に沿って圧下した場合,遠心方向に変位するもの

ー42　-
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表8　ガム姐噛時の変位経路第1相の角度と唆み込み角度との相関係数

43

前頭面　　　　　　　　　水平面　　　　　　　　　矢状面

被　験　者

被　験　者

被　験　者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

被　験　者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

被　験　者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.

被　験　者

と考えられる｡その後の歯根側へは開口距離約

の時点であった｡この開口距離の唄噛力について検討し

てみると,遠藤56)は,一般に最大姐噴力発現時の唆合面

間距離は唄噛前における食品の厚径の影響を比較的受け

ずに1mm前後に集中する傾向を示し,また唄境の進行

とともに最大唄噴力発現時期の唆合面間距離はさらに減

少し,唄噴末期においては　　　以下を示すと報害し

ている｡また,大平57)は下顎第一大臼歯において垂直力

は下顎閉口速度最大時点で発現し始め　　　　時点く

らいまで垂直力,舌側力,遠心力が発塊L　　　　か

らOmmの間で垂直力,近心力の義大値をむかえ, 0

mm時点で頑側力の最大値をむかえると報吾している｡

これらのことから考えると,開口距離　　　時点は,

頑側歯根方向から近JL､側歯根方向に力が加わっていると

推察され,力の加わる方向と変位の方向とほぼ同じであ

ると考えられた｡また,歯根方向に最大の変位をむかえ

た開口距離についてみると,大平57)の報吾では垂恵力の

最大値を向かえる前であり,垂直jL　近心力が最大値を

示す時報には歯は口蓋側,近心側への変位を示すことに

なり,大きな力が加わる場合には近JL､口蓋側方向に歯を

変位させるものと考えられた｡このことは,まず歯冠が

近心方向に傾斜していること,また上顎第一大日歯根靖

付近には上顎洞があり,骨が薄く解剖学的に大きな力を

負担できないために歯根膜の受容蜜により顎位を変化さ

せ歯を保護しているためであると推察される｡このよう

に下顎開閉口垂直距離,歯の動き,唄噛力とは下顎開閉

日垂直距離工　　　　　　　の間で最も関連があるた

め,より詳純な検討を加えるべく,開口距離

下顎閉口速度最大時での歯の変位方

向について検討した｡

(2)下顎閉口速度最大時の歯の変位方向,変位室,垂直

開口室　　　　　　　　　　　　各時点の歯の変位

方向,変位量について

下顎閉口速度最大時付近で頑伽歯根あるいは歯根方向

に歯の変位が発現し始めていた.辻58)は, DE噛力が発現

し始めるのは下顎閉口速度最大時と報吾しており,本実

験結果と比較すると,薗の変位開始時期と喧嘩力発現時

新はほぼ同じであると考えられる｡垂産開口室

での変位方向を,前述した大平57)の唄

魔力の方向と比較してみると,本実験では垂直開口室

では歯板方向への鼻大変位時期を過ぎ,近心口

蓋側歯板方向に変位しているものが多かった｡これに対

し,唄噴力は開口妄　　　時点では最大唄魔力をむか

える前であった｡このことから考えると,歯根方向への

動きは大きな力を負担できないものと考えられる｡ま

た,開口室　　　ではより近,L､口蓋側に　　　　では

口蓋側方向への最大変位を示していた｡これを唄噛力と

比較すると,開口室　　　では垂直力,近心力の最大

値をむかえ　　　　では頑伽力の最大値をむかえてい

た｡つまり,歯は骨壁の厚い口蓋側方向に変位すること

により,大きな力を負担していると推察された｡

3)各被験者の変位経路と筋放電との関係について

(1)側頭筋,唆筋の筋放電時勤と歯の動態について

閉口相に入り側頭筋,唆筋の筋放電が現れその後に歯

根方向への歯の変位が始まった｡その後口蓋側方向への

変位が始まると,筋放電室は増加する傾向を示した｡加

藤ら34'は唄噛力の増加に伴って,歯が二相性に弱い力で

は歯軸方向へ,強い力では口蓋側方向へと変位していく

と述べている｡本実験でも口蓋側方向-の変位が始まる

と第二相の平均振幅値の方が第一相よりも有意に大き

く,口蓋側方向への変位はま釦､力を負担し,第一相は金

物の唆断,第二相は臼磨をしているものと考えられたo

発現時期と歯の動態について

本実験結果では　　　　の
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(以後　　　と略す)の平行点つまり下顎開閉口垂直距離

がOmmになった後と,塵度はやや少ないが,下顎開閉

臼垂直距離がO mmになる前の歯の変位が歯根側方向か

ら歯冠側方向-変わる変曲点にほぼ一致する2つのS P

が発現していた｡ S Pの発現機序としては歯根膜の自己

受容器の輿奮により反射的に閉口筋活動が一過性に抑制

される　　ものであるという考え,歯根膜受容蜜が関与

する開口反射であり,歯の保護機構である61)司3)という

考え,食品破壊時における姐噴力の急激な変化の対応で

あり,筋,腔あるいは顎関節からの情報受容が主体と

なっている　　　という考えなど多数の報吾があるが,

いまだに統一見解がみられていない｡辻58)は充分に軟化

したチューインガムの唄噴運動時では,下顎閉口運動の

急激な停止に対応したS Pのみが発現すると報吾してい

る｡これと本実験結果を比較すると　　　　の　　　の

平行点,つまり下顎運動の停止に対応してS Pが発現し

ているという点は同じであったが,それ以前のSPつま

り,歯の変位の変曲点にほぼ一致してS Pが認められる

ことに関しては異なっていた｡これは本実験が,唄噴運

動時に歯の接触直後に若干の喫みしめを指示しなかった

こと,また,極力第一大臼歯部で姐境を指示していたた

め,歯の変位茎が域値に到達し,歯根膜の自己受容審の

興奮が起こり,下顎開閉口重　距離がOmmになる以前

にS Pが発現したものと推察されるo一方,林66)は唄噛

運動について,食品を上下歯間に介在しはじめた時点で

生じるMKGの　　　の変曲点から歯の接触点前,接触

点に続いて　　　　　　後,およびそれ以降のものの

3区間に分け,それぞれの親に発窮するS Pについて検

討を行い, S Pが歯の接触直後のみだけでなく,頻度は

少ないがその前にも発塊し,これには筋長と歯の受けて

いる機能圧との2種索の条件に対するそれぞれの受容器

の対応が想像されると報吾しており, S Pは歯の接触前

つまり下顎開閉口垂直距離がO mmになる前にも発窮す

る本実験結果と同じであった｡

以上のことから考えると,下顎開閉口垂直距離がO

mmになる前にも塵度は少ないがS Pが発現し,歯の変

位が歯根側方向から歯冠側方向へ変わる変曲点にほぼ一

致してSPが発現していることから,このSPは,歯根

方向への変位の生理的限界に対する歯周組織の保護機構

の1つであると推察された｡

4)各被験者の唆合接触部位,側方撃曲,唆頭展開角

と歯の動態との関係について

(1)唆倉接触部位と歯の動態との関係について

口蓋側方向に変位した被験歯には共通して近心舌側唆

頭内斜面に接触域あるいは緊密域が認められた｡後藤

小宮山　　加藤25)らは歯の変位様相は,唆合面の唆合接

触関係に起因していると述べている｡本実験でも,口蓋

側方向に変位の少ない被験者6にこの部位に接触域ある

いは緊密域が認められず,また,唆倉接触部位を限定さ

せて唆みしめを行わせた場合に口蓋側歯冠方向へ変位を

示したのは,近心舌側唆頭内斜面に接触させた場合で

あったことから,口蓋側方向への変位は近心舌側唆頑内

斜面の接触域あるいは緊密域が影響しているものと考え

られた｡また,口蓋側方向-の変位は強い力を負担して

いることから考えると,いわゆるABCコンタクト67)の

中でもBコンタクトが力を負担するのに重要であると考

えられる｡また,近遠心的には遠心に大きく変位した被

験者1のみが機能唆頭である近心舌側唆頭の近心内斜面

の唆合面間距離が遠心内斜面より狭かった｡その他の被

験者は近心内斜面と遠心内斜面の唆合面間距離が等しい

かあるいは遠心内斜面の方が狭いことから,本実験にお

いても歯の変位には,近心舌側唆頭の遠心内斜面の接触

が重要であると考えられた｡

(2)側方撃曲,唆頭展開角と歯の動態との関係について

ガム唄噴時と最大唆みしめ時の変位量を比較すると,

被験者　　　　は側方撃曲が7. 8度　　度と近似してお

り,前頭面内での各方向の変位室も比較的幾似している

が,被験者2, 6は異なっていた.被験者2は側方撃曲

度が10度と側方への傾斜が最も大きく,ガム唄噴時の口

蓋側への変位室が鼻も大きい結果であっJ=o嘆合面の条

件の変化が食品破壊所要力量に及ぼす影響について検討

した関取ら68)司0)は,唆全面の条件により破壊所要力量

が異なると報吾し,大平57)は唆頭傾斜の大きい方が側方

力が大きい傾向を示したと述べており,唆倉面の条件の

違いとくに側方撃曲が大きいために近心舌側唆頭内斜面

の唆倉平面に対する傾斜角度が急になり,大きな側方力

が作用し,変位室も大きくなったと考えられた｡また,

被験者6は側方撃曲が4.7度と最も弱く,ガム唄噴時お

よび鼻大喫みしめ時に口蓋側方向-の変位が少なく,主

に歯根側方向に変位していたo　これは,やはり側方撃曲

が弱く,近JL､舌側唆頭内斜面に接触域あるいは緊密域が

ないために口蓋側方向に力が加わらず,歯根側方向へ力

が加わったためであると推察されたo被験者1は側方撃

曲が6.0度と被験者6に次いで弱いが,唆合接触がAB

Cコンタクトであるために被験者　　　　と同等の変位

室を示したものと考えられる｡また,ガム岨噴時と最大

唆みしめ時の経路は被験者　　　　　　　はほぼ同じ傾

向を示していが,被験者6だけが異なっていたことにつ
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いて,野嶋42)の結果と比較してみると,側方撃曲は,被

験者　　　　　　はほぼ同じ結果であったのに対し,

被験者6だけはやはり測定値が小さい傾向を示してい

た｡

唆頭展開角は被験者4を除いて　　度　　　度と近

似しており,変位室,変位角度の違いとの関連性は認め

られなかった｡唆頭展開角が義も大きな角度を示した被

験者4は,頑側唆蔵内斜面および舌側唆蔵内･外斜面に

接触域が存在し,ガム唄噴時に緊密なる対合接触滑走が

みられることが想定でき,ガム姐噴時の緩やかなカーブ

で措かれる変曲点との関連なども推察できたO

これらのことから考えると,側方撃曲の大きさは唆頭

の傾斜角度を変化させ,その結果,口蓋側方向への歯の

変位室にも影響を与えると患われた.また,歯の動態

は,側方撃曲,唆頭展開角に加え唆合接触部位が大きく

影響しているものと考えられた｡

以上のことより歯の動態から捕綴処置をする際の臨床

的な考察をするならば,グラインディングタイプも

チョッビングタイプも側方撃曲が大きいと骨壁の薄い頑

側歯根方向に変位し始める可能性があるため,側方撃曲

は弱い方が良いと思われる｡そして変位経播第二相つま

り唆みしめ時にはグラインディングタイプでは機能唆頭

内斜面の傾斜角度を弱くするか,機能唆頭内斜面の接触

を弱くして口蓋伽方向の変位室が大きくなるのを抑え,

チョッビングタイプでは,機能唆頭内斜面の傾斜角度を

大きく,あるいは機能唆頭内斜面の接触を強くすること

で,口蓋側方向へ変位させる必要があると考えられた｡

結　　　　　論

失われた機能を歯冠補轟処置によって回復する際,早

に歯の要素のみの回復にとどまらず,寛口腔系すなわち

歯,歯周組織,顎,筋とが調和することによって,はじ

めて生体で機能が円滑に営むものと考えられる.そこで

著者は,機能時,特に唄噛時の上顎第一大臼歯の動態を

第一大臼歯の頑側にセンサを設定し,三次元的に測定し

た｡そして,姐拝酎寺の歯の動きを解明すると共に,唄噛

運動経露,硯噛筋筋活動,唆合接触部位,側方撃曲,嘆

頭展開角との関連性について着目し,検討を行ったoそ

の結果,次のような結論を待た｡

上　歯の動態について

1)ガム唄噛時には歯根方向鼻大変位時に変曲点を

もって近心口蓋側歯冠方向に変位した.変位室は歯板側

方向に　　　　〃m,歯冠側方向に　　　　〃m,痩

側方向に　　　　〃m,口蓋側方向に　　　　〃m,

93, No. 1 (1993) 45

近JL､側方向に　　　　　　　遠JL､側方向に

〃mであり,口蓋側方向に大きな変位を示した｡

2)唆みしめ時には変曲点をもたず近,L､口蓋側歯冠方

向に変位した｡変位量は歯撮側方向に

歯冠側方向に　　　　　　　頑側方向に

口蓋側方向に　　　　〃m,近心側方向に

遠心側方向に　　　　　　であり,口蓋側,歯

冠側に大きな変位を示した｡

2.歯の動態と姐噛運勤経路について

歯の変位は下顎閉口垂直速度鼻大時付近で始まり,下

顎開閉口重置距離が狭まるに従い,原点一兎側-遠JL､側

-歯板側-近心側-口蓋側へと三次元的に頑側遠心方向

から歯根伽そして,口蓋側近心方向に回転するように変

位した｡

ガム姐酎寺の歯根方向へ変位する第一相の変位角度

は,唆み込み角度と前頭面において強い相関が認められ

た｡

3.歯の動態と唄噴筋の筋活動について

口蓋側方向-の変位が明瞭になる変位経露の第二相の

唆筋筋活動の平均振幅値は第一相よりも有意に大きく,

口蓋側方向への変位は強い力を負担し,第一相は金物の

嘆断,第二相は臼唐をしているものと考えられた｡

被験者6名中5名に変位経絡が歯根方向から歯冠方向

へ変わる変曲点にほぼ一致して　　　　　　の発現が

認められた｡

4.歯の動態と唆合接触部位,側方撃曲,唆頭展開角

について

口蓋側方向に変位した被験歯には共通して　､舌側唆

頭内斜面に接触域あるいは緊密域が認められたことよ

り,唆合接触部位が歯の変位方向に影響しているものと

考えられた｡

唆頭展開角は側方撃曲の大きさにより二次的に歯の動

態に影響し,側方撃曲は唆合接触部位の違いにより歯の

動態に影響していると考えられた｡

以上より,失われた機能を歯冠覇緩処置によって再構

成する際には,各個人の姐噛運動経格を把握し,解剖学

的な形態を与える必要性が示唆された｡

稿を終わるに臨み,終始御懇篤なる御指導を賜った,恩師歯

科補綬学第二講座主任故羽翼通夫教授に深甚なる謝意を表

し,櫛指導,御校閲を戴いた度慮　好教授に深謝するととも

に,櫛援助,衝協力くださった同講座斎藤文明助教授ならびに

講座研究員各位に厚く謝意を表しますoまた本研究に御協力戴

いた被験者諸氏に厘く櫛礼申し上げますO
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More than the teethalone must be taken into consideration in restorlng lost functions by

means of prothetic crowns･ Indeed, the teeth will only function smoothly when the entire

stomatog･nathic system-teeth, periodontal ligament, jaws, and muscles-has been harmo-

nized. For the sake of establishing such harmony, we positioned a sensor on the buccal surface

of the upper first molar and measured three-dimensional1y the movement of that tooth during

functioning･, particularly during mastication･ In addition to elucidating tooth movement

during mastication, we investigated relationships among the path of masticatory movement,

myoelectric discharge, occlusal contact areas, lateral curve, and cusp expansion angle･

Results

l. Tooth movement

l ) During gum chewing, having an inflexion point at the maximum displacement to

apICal direction, the tooth was displaced toward the mesl0Palatal coronal direction. Amounts

of displacement were as follows : apICally 7･5-18･3pm, coronally O～13･Opm, buccally O･3-4･2

pm, palatally　7･7-31･5pm, mesially　3･0-12･9pm, and distally O･2-417pm･ Palatally

displacement was obvious g･reater than others.

2 ) During bitting, the tooth was displaced in the coronaュ direction on the mesiopalatal

side without the inflexion point. It was displaced apICally O～25･1pm, coronally O～43･4pm,

buccally O～2･7pm, palatally 3･0-39･4pm, mesially O～14･9pm, and distally O～20･4pm･

Palatally and coronally displacement were obvious greater than others･

2. Tooth movement and masticatory movement pathway

Displacement of tooth began about, by around the time of the maximum rate of vertical

verocity, and as that distance closed, it was displaced from the point of orlgln->buccally->

distally+apICally+mesially+palatally and three-dimensionally from the bucc0-distal

direction to apICal direction, and then rotated in a palato-mesial direction･

There was strong correlation between displacement angle and chewing angle on fronta1-

surface during first phase displaced aplCal direction･

3. Tooth movement and myoelectric discharge

The mean amplitude of the masseter muscle myoelectric discharge in the second phase

which show to the obvious displacement to the palatal direction was significantly greater than

in the first phase, and it appears that displacement in palatal direction account for the strong･

forces, the first phase makes the chopplng Of food and the second phase the grinding･

In 5 of 6 subjects, a silent period was observed at the inflexion point at which the displace-

ment pathways altered from the apICal to the coronal direction･

4. Tooth movement and occlusal contact area, lateral curve, and the cusp expansion

angle
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SiilCe the occluding or closely occluding areas were observed on the innerl0blique surface

of the mesio-lingual cuspid of every palatally displaced experimental tooth, it is imaglneS

that the place of the occluding･ or closely occluding areas could affect the direction of the

displacement.

The cusp expansion angle affected a secondary influence on tooth movement owing to the

size of the lateral curve, and then it is believed that the lateral curve influences tooth movement

as a consequence of differences in ,occlusal-contact zones. Consequently, phase　2　0f the

displacement pathway, which showed a displacement in the palatal direction, in addition to

the occlusal contact area, was affected by the anatomical factors of the tooth itself, such as the

size of the lateral curve, and the cusp expansion angle.

These results suggest that, when reconstructing lost function with crown prostheses, it is

essential to determine the individual masticatory movement pathways, Invest With anatomical

morphology, and attach the importance to contact of the functional cuspal inclinations.
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