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(Director : Prof. Yoshinobu I°e)

原　　　　著

I.猪　　　　　首

楳形骨は,頭蓋冠の一部を構成しており,頭蓋底の中

心に位養しているO出生から成人にかけての頭蓋底の成

長場所に楳後頭軟骨結合,喋形骨間軟骨結合,後頭骨問

軟骨結合,喋篠骨軟骨結合があり,喋形骨は頭蓋底の成

長発育に深く関与している｡また喋形骨ば

の臓器発育曲線による神経系の成長発育を示すといわれ

ているが,その位置的関係から成長の中心と考えられる

ことが多く,中でも下垂体嵩は顎顔面頭蓋の成長発育を

把擾するうえでその蓋準点とされ極めて重要である1)｡

しかし喋形骨の形態は複雑であり,大業には正円孔,卵

円孔,赫孔が存在し神経の交通がみられる｡また,外側

巽突筋,側頭筋の付着も見られる.小峯には前床突起や

視神経管が存在し,大某と小翼で上眼嵩裂を形成してい

るo葉状突起には外側某突筋,内側某突筋,口蓋帆張筋

が付着する他,上顎骨,口蓋骨との接触もみられる｡以

上のような解剖学的形態を考えると喋形骨の成長発育に

は,神経系の影響が大きく反映されているがさらに唆

合,唄噛運動との関係も深く,とくに筋肉の影響が大き

いと考えられる｡また上顎骨との位置関係から,歯列の

成長とも関係が深いと思われる｡これまでに煤形骨の形

*本論文の要旨は,第244回東京歯科大学学会総会(平成
3年11月9日,千葉)において発表した｡

態学的研究は様々なされている｡平本2)は,中部九州人

男性成人頭蓋骨を用いて煤形骨各部の計測を行い,その

平均的な大きさおよび形態的特徴を報吾している｡岩田

ら3)は蝶形骨各部の観察および計測を行い,性差や北支

那人との差を報菖している｡また煤形骨の暦年令による

成長発育に関する形態学的研究もなされており,岩崎4)

は,生後3年までに頭蓋底や喋形骨の幅径が大きく増大

していると報害している.横田ら5)は,胎生5-9ケ月

の胎児頭蓋骨を用い,喋形骨が各部位により成長発育の

過程が異なることを示している.一方,唆合力に関する

研究も様々なされており,吾松ら6)は6才～17才の男女

の唆金力を計測し,年麻にともない唆合力が増加する傾

向があることを報吾しているo広瀬7)は乳歯列親から永

久歯列親までの計40名を実験対象として様々な計測を行

い歯牙年麻の進行にともない最大唆合力,最大唆合速度

が増加する傾向があることを報吾しているo従って,哩

噛筋の発達も喋形骨の成長発育に影響を及ぼしていると

思われる｡歯科臨床では小児の歯科治療,とくに矯正治

療において歯牙の萌出状況とともに頭蓋底の成長発育を

把渥することは,極めて重要なことであるo　しかし,煤

形骨の成長発育と歯牙の萌出との関連性についての報吾

はいまだなされていない｡そこで著者らは,インド人小

児乾燥頭蓋を用いて歯牙の萌出状態と喋形骨の成長発育

との関連性について調査を行った｡
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II.研裏材料と研究方法

1)研究材料

東京歯科大学解剖学教室所蔵インド人小児乾燥頭蓋骨

のうち,肉眼的観察で顎慮面頭蓋に異常の認められない

ものを上顎歯牙の萌出相により　　　　から

の6群に分類し.各　　　　額ずつの頭蓋骨を無作為抽

出して計30覇を使用した｡ (表1)

2)研究方法

今回は喋形骨幅径の成長発育に注目し,デジタルノギ

スを用い,以下の6項目について計測を行った｡計測は

実長にて行い,計測結果は各　　　の平均値および標

準偏差　　　　±　　　を求め各計測項目ごとにt検定

を行い　　　　間の有意差を求めた｡

(1)計測項目

①前床突起間距離:左右の前床突起の最突出点を

結んだ距離(図1 )

(参正　円　孔　間距離:左右の正円孔の最内側縁を結

んだ距離(図2 )

表1歯牙崩出状態による分顛

Stage 崩出歯牙 n

A A B C D E 5

B A B C D E 6 5

C 1 B C D E 6 5

D 1 2 C D E 6 5

E 1 2 C 4 E 6 5

F 1 2 C 4 5 6 5

a:前床突起間距粧

図1　前床突起問距離

③卵　円孔間距離:左右の卵円孔の最内側縁を結

んだ距離(図2 )

④麻　孔　問　距　離:左右の赫孔の豪内側縁を結ん

だ距離(図2)

⑤舟状官中央点間距離:左右の舟状膏中央点間の距離

(図3)

⑥大業前外側殆問距離:左右の側頭骨,頭頭骨,喋形

骨が合する点を結んだ距離

(図4)

日日03 【竃　　　　　某

計測結果は,各　　　の平均値および標準偏差

±　　　を求め,各計測項目ごとにt検定を行

い　　　　問の有意差を求めた｡

(1)前床突起間距離(図5)

において　　　±　　　　　　　　　　において

±　　　　　　　　　　において　　　±

において　　　±　　　　　　　　　　において

±　　　　　　　　　　において　　　±

であった｡有意差は　　　　　　　　　問で危険率5

%にて認められたo

(2)正円孔間距離(図6)

において　　　±　　　　　　　　　　において

±　　　　　　　　　　において　　　±

において　　　±　　　　　　　　　　において

±　　　　　　　　　　において　　　±　　　　　で

あった.有意差は　　　　一　　　　間で危険率1 %に

て認められた｡

b:正円孔間距離

C:卵円孔間距離

d:棟孔間距耽

図2　正円孔間距離,卵円孔間距離,麻孔間距離
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(mm)

図3　舟状官中央点間距離

f :大乗前外側端間距堆

図4　大業前外側璃間距離

(3)卵円孔間距離(図7)

において　　±　　　　　　　　　において

±　　　　　　　　　　において　　　±

において　　　±　　　　　　　　　　において

±　　　　　　　　　において　　　±　　　　　で

あった.有意差は　　　　　　　　間において危険率

5 %で　　　　　　　　　間で危険率1 %にて認められ

た｡

(4)赫孔問距離(図8)

において　　　±　　　　　　　　　　において

±　　　　　　　　　　において　　　±

において　　　±　　　　　　　　　　において

±　　　　　　　　　　において　　　±　　　　　で

あったo有意差は　　　　一　　　間および

間で危険率5 %にて認められたo

(5)舟状官中央点間距離(図9)
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*有意水準5%

A B C D E F

stage

図5　前床突起間距離

A B C D E F

stage
図6　正円孔問距離

において　　　±　　　　　　　　　において

±　　　　　　　　　　において　　　±

において　　　±　　　　　　　　　　において

±　　　　　　　　　　において　　　±　　　　　で

あったO有意差は　　　　　　　　間および

間において危険率5 %にて認められた｡

(6)大業前外側席間距離(図10)

において　　±　　　　　　　　　において

±　　　　　　　　　　において　　　±

において　　　±　　　　　　　　　において

±　　　　　　　　　　において　　　±　　　　　　で

あったo有意差は,いずれの　　　間においてもみられな
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図7　卵円孔間距離

*有意水準5%

∈　　F

Stage

図8　麻孔間距離

かった.

IV. *　　　　　*

頭蓋底幅径の成長に注目し喋形骨の6部位の計測を

行ったが,各部位により幅径の増加する時期に違いがみ

られた(図　　前床突起は,下垂体官に近接しており,

煤形骨の中でも最も神経系の成長発育の影響を受け易い

部位の一つと考えられるo舟状雷中央点間距離では,乳

歯列期である　　　　から第一大臼歯萌出完了期である

にかけて著しい幅径の増加が認められ,神経系

の発育と同様,早期に大きな成長がみられた0 -万,舟

状官は口蓋帆張筋の起始部であり,近接する某突嵩には

A a C D E F

Stage

図9　舟状雷中央点間距離

A a C D E F

stage

図10　大業前外側端間距離

内側妾突筋が付着しており,きわめて筋肉の成長発育の

影響を受け易い部位の一つとして考えられる.この部位

においては　　　　　　に加え中切歯萌出完了期であ

る　　　　まで幅径の増加が認められ前床突起部に比べ

sta官　　　と比較的長期にわたり幅径の著しい増加が

認められたo正円孔と卵円孔についてであるが,翼状突

起が頭蓋底外面に位置しており正円孔と卵円孔は葉状突

起の前後にそれぞれ位置している｡従って,正円孔およ

び卵円孔自体は,神経の通る孔であるが翼状突起の成長

発育の影響がこの部分におよんでいると患われた｡計測

結果によれば,卵円孔間距離では　　　　　　間および

に有意差が認められ,正円孔間距離では
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歯科学報

歯牙崩出状態

歯牙崩出状態

歯牙崩出状態

図11衰貢蓋底における喋形骨の変化

にしか有意差が認められず,卵円孔間距離

の方がより舟状官中央点間距離に近い成長発育のパター

ンを示していた.正円孔については大業の琴曲部に位置

しており大寒の3次元的な成長発育の影響も強く受けて

いるものと患われた｡麻孔は卵円孔と非常に近接してい

ることもあり卵円孔とよく似たパターンを示す結果と

なった.大巽前外側端では,いずれの　　　間におい

ても有意差がみられず計測値のばらつきも著しいものと

なった｡これは喋形骨大寒外側部は上方に立ち上がって

側頭膏の形成に加わっていることからその立ち上がりの

程度により,ばらつきが大きくなったものと考えられ

たo以上のように煤形骨の幅径の増加は　　　　から

まで全体的に増加する傾向を示したが,各部位

により増加時親の達いが認められたO広瀬7)によれば,

の歯牙年麻の　　　　　にかけて､すなわち

第一大臼歯の萌出開始から永久歯列完成にかけて唆合力

が増加しており,また唆み込む速度や瞬発力も唆合力に

伴い増加するとのべている｡従って卵円孔間距離,練乳

間距離,舟状官中央問距離の増加時親の方が前床突起間

距離に比べ,唄噛筋の成長する時報とより近くなってお

り,これらの部位では前床突起に比べより唄噴筋の影響

が反映されているのではないかと患われた｡

Ⅴ.結　　　　　論

喋形骨は頭蓋底の中心に位置しており,頭蓋底の成長

発育に深く関与している｡そこで歯牙萌出相と煤形骨の

成長発育の関係を調査する目的で,東京歯科大学解剖学

教室所蔵のインド人小児乾燥頭蓋骨30額を用い観察を行

い以下の結論を待たo

(1)前床突起間距離では,乳歯列期から第一大臼歯萌

出期にかけて幅径の増加が認められた｡

(2)正円孔問距離では,第一大臼歯萌出親から中切歯

萌出期にかけて幅径の増加が認められたo

(3)卵円孔間距離,麻孔間距離,舟状音中央点間距離

では,乳歯列期から中切歯萌出勤にかけて幅径の

増加が認められた｡

(4)大翼前外側塘間距離では,計測値のばらつきが著

しく有意差は認められなかった｡

(5)前床突起間距離よりも卵円孔問距離,麻孔問距

離,舟状官中央間距離の方がより長期にわたって

唄噛筋の成長発育の時報と重なっていたo

稿を終えるにあたり,終始櫛懇篤なる御指導と衝校閲とを賜り

ました恩師,本学解剖学講座主任井出吾信教授に謹んで謝意を表
するとともに,衝協力いただいた講座各位に深謝いたしますO
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Yukinobu IDE, Ichiro TAKASAKI and Yoshihiro ONODA : Study of

the Growth of the Sphenoid Bone, Shihwa Gahuho, 94 : 439-444, 1994 ･

(Department of Anatomy, Tokyo Dental College. Chiba 261, Japan)

Key wol･ds : Sphenoid bone - Lateral growth - tooth exchange Phase - Indian chud

shull.

Located in the center of the base of the skull, the sphenoid bone is closely related to skull

growth. The aim of this study lS tO investigate relations between tootheruption phase and

growth of the sphenoid bone. Specimens were 30 Indian )uvenile skulls from the collection of

the Department of Anatomy of the Tokyo Dental College.

The distance between the right and the left anterior clinoid prlcessus tended to increase

from the purely deciduous stage (only deciduous teeth have erupted) throughthe stage in

which the first molar has erupted. The distance between the right and the left foramen

rotundums tended to incrase from the stage in which the first molar has erupted through the

stage in which the central incisor has erupted. The distance between the right and left toramen

ovales, the right and left foramen splnOSumS, and the right and left scaphoid fossas tended to

increase from the purely decicuous stage through the stage in which the centralincisor has

erupted. No significant difference was observed in the distance between the right and left outer

edges of the greater wings. The term of distance increment between the right and the left

foramen ovales, the right and the left foramen splnOSumS and the right and left scaphoid

fossas was longer than that between the right and the left anterior clinoid processus and

coincided with that of mastecatory muscle development.
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