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１．はじめに

近未来的にこれまでにない少子高齢社会を迎える
我が国の大きな課題は，健康長寿をいかに確保して
いくかにある。身体的，精神的な健康にとって，お
いしく食事をすることは，不可欠の行動である。し
たがって，円滑な咀嚼運動が営まれるためには，安
定した咬合が必須の条件となる。欠損歯列なかでも
部分的に歯の喪失を伴う部分欠損歯列とは，１歯欠
損から１歯残存までの非常に多数の欠損様式を対象
としており，このような歯列を対象として安定した
咬合を再構成するには画一的な治療計画では済まさ
れないのが現実である。患者ごとの欠損歯列の状況
を多方面から客観的に捉えて評価する必要がある。

２．咬合を理解する上で必要な５要件

歯列上の一部に歯の欠損が生じると，歯と同時に
それを支えていた歯周組織やそれに含まれる神経終
末をも失うことから，顎口腔系にはさまざまな影響
がもたらされる１）（図１）。それらは欠損が生じた直
後には一次性障害として起こるが，欠損を放置した
場合には二次性障害として発現し，その時間や口腔
環境，身体的条件などによって広範囲に及び，とき
には対応が困難になることさえある。二次性障害の
終末像である咬合位の変化が生じた場合には，崩壊
した咬合に対して新たな再構成を行わなければなら
ず，いわゆる難症例として扱われることが多い。

このような難症例に対して咬合の再構成を行う上
で考慮すべき要件は，１）咬合高径，２）咬合平
面，３）咬合支持，４）咬頭嵌合位，５）ガイドの
５項目に集約される。今日の部分欠損に対する補綴
手段としては，ブリッジ，局部義歯，インプラント
等があげられるが，これら５項目に対する術前の診
断とそれに基づく術後の予測を明確にすることは，
各補綴方法を選択する際のアウトカムを客観的に評
価する一助となるはずである。本稿では，この中で
も特に咬合高径と咬合支持の２項目について着目
し，研究成果をまじえながら解説を行いたい。

３．咬合高径

無歯顎の患者に対して総義歯を製作する場合に
は，咬合高径を決定するにあたり形態的方法２－６）と
機能的方法７－１１）などによる複数の情報をもとに，適
正と思われる高さを決定するのが一般的である。一
方，部分欠損歯列において咬合高径を決定する際に
は，残存歯による咬合接触が残っていればそれを基
準にし，失われていれば無歯顎に準じると成書には
記載されている。しかし，部分欠損歯列では，残存
する咬合支持数の減少による顎位の変化や残存歯の
位置異常など，様々な咬合の状況が認められること
から，適正な咬合高径を判断するのに苦慮を要する
ことが多々見受けられる。たとえ残存歯による咬合
接触が残っていても，果たして本来の咬合高径が確
保されているのか，あるいは喪失しているのかを見
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極めることは非常に難しい。
図２に示す症例は，上顎前歯部の補綴装置の脱離

を主訴に来院された６３歳男性の初診時口腔内写真で
ある。前歯部では非常に深い被蓋を呈していた。臼
歯部の咬合支持は右側の大臼歯部にのみに残存して
いるが，欠損部には補綴処置が施されていなかった
ため，残存歯の挺出がおこり補綴スペースが減少し

ていた。口腔内所見から判断するに，咬合の再構成
を行うためには思い切った咬合挙上が必要と思われ
るが，顔貌所見からは咬合高径が低下している様相
は認められなかった。

我々は，崩壊した咬合状態を定量的に評価する手
法として，側面頭部エックス線規格写真に基づく矯
正学的分析法の応用について検討を加えてきた。
その中で，Ricketts 分析法で用いられる下顔面高

（Lower Facial Height；LFH）は，咬合高径を評価
するための重要な指標として考えられている１２）（図
３）。しかし，LFH をさまざまな顎顔面形態の患者
に応用するには，平均値（４８．５度）だけでは対応が困
難であることから，患者固有の顎顔面形態に即した
LFH の算出手法を提案した１３）。健常有歯顎者５８名

（咬合支持が保たれている Eichner 分類 A 群であ
り，顔貌所見とエックス線写真の診断から外科的矯
正治療の非対象者）の側面頭部エックス線規格写真
を用いてセファロ分析を行った。LFH を従属変数
とした回帰式を求めるにあたり，セファロ分析項目
の中から下顎位が変化しても値の変動しにくい１０項

図１ 歯の欠損による顎口腔系の変化
藍（文献１）原図より引用，一部改変

図２ 前歯部の非常に深い被蓋を呈する症例（初診時口腔内写真）
臼歯部の咬合支持は右側の大臼歯部にのみに残存しているが，欠損部では残存歯の挺出がおこり補綴ス

ペースが減少していた

５３４ 山下：欠損歯列に対する咬合からのアプローチ
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目を独立変数として選び，変数増加法により重回帰
分析を行った。その結果，以下のような回帰式が算
出された：LFH（degree）＝６５．３８＋０．３０＊（Gonial
angle；degree）－０．４９＊（SNA；degree）－０．４１＊

（N-S；mm）＋０．２１＊（Go-Me；mm）－１５．４５＊
（Nasal floor to FH；degree）＋１５．２２＊（Nasal floor
to SN；degree）－１５．４０＊（FH to SN；degree）；

（r２＝０．６１）。LFH の実測値と回帰式から求めた予測
値をもとに，両者の差（絶対値）を求めると，２．０±
１．３度（Mean±SD）であり，小範囲に収束すること
が判明した。

前述の図２に示した症例にこの回帰式をあてはめ
ると，LFH の実測値が５０．３度であったのに対し
て，予測値は５０．８度となり（図４），顔貌所見と同様
にセファロ分析上でも咬合高径が低下している様相
は認められなかった。これより，咬合高径を評価す
るための判断基準として LFH を用いる場合，本研
究で得られた回帰式を選択することは，患者固有の
顎顔面形態に即した結果が得られ，客観性を持った
評価基準として有用であることが判明した。

４．咬合支持

１）短縮歯列の概念
臼歯部における咬合支持の重要性を説き，上下

顎の接触様式に基づいて歯の欠損分類を行うこと
の有効性を提唱したのは Eichner１４）である。これに

遡って１９３０年代にはすでに Costen１５）あるいは Stein-
hardt１６）らによって臼歯部咬合支持の喪失数が増す
につれ上下歯列の咬合状態は不安定となり，下顎の
変位が生じやすくなるという概念が報告されてい
る。その後，顎機能障害の病因として臼歯部咬合支
持の喪失が唱われるようになり，Posselt１７）をはじめ
として，多くの研究成果が報告されている。疫学的
には，顎機能障害の症状は咬合している歯の数が減
少するのに伴い増大するという報告１８，１９），顎関節の
疼痛は欠損側においてより高頻度で認められたと
いう報告２０），臼歯部咬合支持の喪失と顎関節の os-
teoarthrosis との相関を述べた研究などが認められ
る２１，２２）。また，下顎頭の変位あるいは顎関節への負
荷という側面から分析を行った研究としては，臼歯
部の咬合支持が喪失すると，下顎の変位や下顎頭の
位置異常が生じ，顎関節に対して負荷が増大するた
めに顎機能障害の発現をもたらすという報告などが
認められる２３－２５）。

一方，臼歯部咬合支持の喪失を放置しても顎機能
には問題がないとする概念を明確に提唱したのは
Käyser２６）である。彼らによって紹介された短縮歯列
の概念とは，少なくとも小臼歯部の咬合接触が存在
する両側ないし片側の大臼歯２歯欠損程度の場合，
その欠損を放置しても下顎の咬合支持には影響が少
なく，下顎位の保持などの顎機能には問題がないと
する考え方である。むしろ，欠損補綴を行なうこと

図３ 下顔面高（Lower Facial Height；LFH）
は，前鼻棘（ANS），下顎枝中心（XI）および
PM ポイントとのなす角度（内角）である

図４ 図２に示した症例の側面頭部エックス線
規格写真

LFH の実測値が５０．３度であったのに対
して，回帰式による予測値は５０．８度であっ
た
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による残存歯の二次齲蝕や歯周炎の発症，欠損部顎
堤の吸収など副作用の方が義歯による補綴効果よ
りも大きいのではないかとする立場である。さら
に，顎機能障害患者における痛みや機能障害の程度
は，大臼歯部の咬合支持数とは相関がないという報
告２７，２８），小臼歯までの咬合支持が確保されていれ
ば，たとえ短縮歯列であっても顎機能障害発症のリ
スクを高める，あるいは顎機能障害の症状を増悪さ
せるような証拠は観察されなかったとする長期経過
報告２９）なども認められる。また，顎関節に対する負
荷を分析した研究では，生体の神経筋機構に備わる
調整性によって短縮歯列の状況となっても顎関節に
過大な負荷をもたらすことはないと報告している３０）。

短縮歯列は，図５に示す２つの典型的なパターン
に分類される。一つは大臼歯部の咬合支持が喪失
し小臼歯までの歯列弓となっているもの（SDA：
shortened dental arch），もう一つは大臼歯部と小
臼歯部が喪失することにより前歯部のみが残存して
いるもの（ESDA：extreme shortened dental arch）

である。Käyser３１）は，短縮歯列の概念を応用するに
は年齢やその他の背景を踏まえて目標となる機能レ
ベルを患者ごとに設定することがポイントであると
述べている（表１）。十分な口腔機能を保障するのに
必要となる最小限の歯数あるいは歯列弓長は，局所
的あるいは全身的要因と密接に関連しており，患者
にとって最適な治療のゴールを常に考慮する必要性
を強調している。短縮歯列はすべての年齢層に適用
されるものではなく，表１に示されるように４０歳以
降で目標とされる機能レベルがⅡ，つまり最適と言
わないまでも十分満足のいく機能的なレベルを維持
することが必要な場合に応用される概念である。さ
らに，全身的健康状態の低下，収入の減少，その他
の複合的な要因によって歯科への通院が制限されて
いる状況では，最低限の機能的なレベル（機能レベ
ルⅢ）に到達することすら難しく，このような時に
は超短縮歯列（ESDA）の概念が適用される。

以上述べたように，短縮歯列が治療のゴールとな
りうるかに関して一連の研究が続けられ，現在，北
欧やヨーロッパ諸国の一部では SDA が一つの選択
肢とされることが珍しくない。ただし，もう一つの
側面として医療政策的に行われた臨床研究であると
いう事実も見逃せない。つまり，これらの一部の諸
国では補綴処置にかかわる医療費が年々膨大とな
り，これを抑制するための手段として用いられてい
る。これまで欠損が生じれば可及的速やかに補綴処
置を行うとしてきた補綴臨床を根本的に再考し，大
臼歯２歯程度の欠損であれば補綴しなくとも患者の
QOL に特に障害はないのではという臨床的経験を
もとに患者の調査を開始したものである。我が国に
おいて，この短縮歯列の概念をそのまま受け入れる
ことが可能かどうかについては，慎重に検討を進め
る必要がある。そのメリット／ディメリットについ
て疫学的研究のみならず，生理学的なアプローチが
是非ともなされなければならない。

表１ 年齢に応じた口腔機能のレベルに基づいて，短縮歯列
適用の可否が決まる

年齢 機能レベル SDA の適用

２０－５０ Ⅰ：Optimal ─
４０－８０ Ⅱ：Suboptimal SDA
７０－１００ Ⅲ：Minimal ESDA

図５ 短縮歯列の典型例
⒜：健全歯列
⒝：大臼歯部を喪失した短縮歯列（SDA：

shortened dental arch）
⒞：小臼歯部と大臼歯部を喪失した短縮歯

列（ESDA：extreme shortened dental
arch）

Käyser（文献３１）原図より引用，一部改変

５３６ 山下：欠損歯列に対する咬合からのアプローチ
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２）咀嚼・嚥下と大臼歯部咬合支持
⑴ 咀嚼・嚥下の正常像

咀嚼は狭義には，食物を臼磨粉砕するリズミカル
な顎運動を指すが，広義には食物を口腔内に取り込
んで嚥下に至るまでの全ての生理的過程を含む。咀
嚼運動は，口腔内に摂取した食物を切断・破砕し，
唾液と混ぜ合わせ，嚥下に適した食塊を形成する
顎・舌・顔面のリズミカルな協調運動である。咀嚼
中には，脳幹の神経機構で発生するリズム運動の基
本プログラムと，咀嚼に関わる効果器（歯，筋，粘
膜など）と食物の相互作用から生じる末梢性感覚情
報による調節機構，さらに高次脳（大脳皮質，大脳
基底核）の関与，という複雑な神経調節機構が営ま
れている。

これまで，人間の正常な摂食・嚥下運動は４期モ
デルで表現されてきた。４期モデルは，嚥下運動を
時間的連続過程の中で，口腔準備期，口腔送り込み
期，咽頭期，食道期の４期に明確に分離してとらえ
る考え方である（図６－a）。特に，嚥下反射の開始
時期については，食物が口腔からの送り込みにより
中咽頭へ運ばれると，その直後に喉頭挙上を伴う咽
頭期が続くと考えられている。

しかし，Palmer３２）らは固形物咀嚼中の嚥下動態を
解析し，咀嚼された食物は，嚥下の咽頭期が始まる
数秒前に口狭を通って中咽頭に送られ，咀嚼された
食物の一部が中咽頭へと送られた後も，口腔内に
残っている食物は引き続き咀嚼されていることを示
した。彼らは，口腔内と咽頭の両方に食物が存在す
るというこの現象を４期モデルではうまく説明する
ことが困難であるとし，プロセスモデルの概念を新
たに提唱した（図６－b）。プロセスモデルでは，食
物を捕食した後に舌全体が後方へと動くことによっ
て，舌の上に乗せた食物を臼歯部へと運ぶ StageⅠ

transport が起こる。食物は嚥下できる状態になる
まで咀嚼によって粉砕され，唾液と混ぜ合わされ
る。咀嚼された食物の一部は嚥下できる状態になる
と，舌の中央に乗せられ，中咽頭へと運ばれる。こ
れを StageⅡtransport と呼ぶ。StageⅡtransport は
咀嚼中に間欠的に起こり，送り込まれた食塊は中咽
頭の舌背部と喉頭蓋谷部に集積されるが，その間も
口腔内では食物咀嚼が続いている。連続して起こる
StageⅡtransport によって十分な食塊が集まると咽
頭嚥下が起こり，その後，食塊は食道から胃へと至
る。このように，食物が口腔内と咽頭の両方に存在
するというこの現象について，摂食・嚥下運動の各
期がそれぞれ独立して起こる４期モデルではうまく
説明できなかったが，プロセスモデルを用いること
でそれが可能となった。

我々は，２５名の健常有歯顎者を対象に，経鼻内視
鏡を用いて咀嚼の開始から嚥下に至る一連の過程に
おける中咽頭部の食塊を観察した３３）。７グラムのグ
ミゼリーを被験食品とし，被験者には自身の固有の
自由なリズムとタイミングで咀嚼から嚥下までを行
わせた。咀嚼開始から嚥下までの総咀嚼回数は３７．９
±１４．６回（平均値±標準偏差）であり，咀嚼の途中で
StageⅡtransport が発現するまでの回数と，Stage
Ⅱtransport が発現し嚥下に至るまでの回数との間
には，約４：１の関係のあることが判明した。図７
に中咽頭部へと移送された食塊の様子を示すが，こ
の間も食塊が中咽頭部に蓄積されたまま，さらに残
り数回の咀嚼運動が行われ，嚥下へ至る経過をたど
ることになる。
⑵ 第一大臼歯の役割

プロセスモデルで示される咀嚼から嚥下に至る一
連の過程において，歯列内に存在するある特定の部
位が中心となって咀嚼機能を司っていると言われて
いる。加藤３４）はこの部位を主機能部位と呼び，健常
有歯顎者では最大咬合力の発揮される第一大臼歯上
に存在する可能性が高いことを示した。第一大臼歯
に主機能部位が存在する理由として，人類の進化と
大臼歯の変化に着目し，大臼歯の中で第一大臼歯だ
けが形をほとんど変えることなく歯列上で最大の歯
となり咀嚼力を受け止めるのに相応しい歯になった
ためと考えられている。また，第一大臼歯の萌出後
に始まる混合歯列期に第一大臼歯が咀嚼の大半を担

図６ 咀嚼から嚥下に至る過程の模式図
４期モデル⒜とプロセスモデル⒝との比較
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う期間があるため，この時期に獲得した主機能部位
を，後方歯の萌出後も長年にわたり維持した結果で
あるという見方もある。

主機能部位としての第一大臼歯の存在によりス
ムーズな咀嚼運動が営まれることで，咀嚼の後半に
は StageⅡtransport が発現し，嚥下を前に中咽頭部
へと食塊の一部が移送されると考えられる。第一大
臼歯を喪失し，大臼歯部の咬合支持が存在しない状
態で咀嚼を行った場合，咀嚼運動の変化が起こり，
StageⅡtransport 開始時期や嚥下反射惹起などに対
して影響を及ぼす可能性がうかがわれる。これは高
齢者において，誤飲や誤嚥につながる重要な課題と
して考えていく必要があろう。
⑶ 大臼歯部咬合支持の喪失と咀嚼運動

大臼歯の抜去に伴い同部位の咬合支持が喪失した
場合には，小臼歯を含めた前方の残存歯を使いなが
らの咀嚼を余儀なくされることが予測される。我々
は，健常有歯顎者３０名を対象に，本来の主機能部位
である第一大臼歯を中心に咀嚼を行った場合と，主
機能部位が前方歯に移動したことを想定して第一小
臼歯を中心に咀嚼を行った場合とで下顎運動の比較
を行った３５）。その結果，両者の咀嚼運動経路の間に
は明確な差が認められた。つまり，下顎切歯点部
は，咀嚼部位が第一大臼歯から第一小臼歯へ変化す
るのに伴い，より垂直的な方向から咬頭嵌合位に収
束するチョッピングタイプへと移行し，軟らかな食

品を咀嚼する際の顎運動に近づく傾向にあることが
示唆された。下顎頭点は，咀嚼部位が第一大臼歯か
ら第一小臼歯へ変化するのに伴い，作業側，非作業
側いずれにおいても運動軌跡の距離は小さくなり，
最大速さは遅くなる傾向にあった（図８）。

このように本来の主機能部位である第一大臼歯が
抜去されると，咀嚼運動中の下顎は食物をすりつぶ
すのに必要なグラインディングの経路をとることが
難しくなることが予測される。すりつぶす必要のな
い柔らかな食品のみを摂取するのであれば短縮歯列
で生涯を過ごすことも可能であろうが，米飯を主食
とする日本人の食生活には，小臼歯を主機能部位と
するチョッピングタイプの咀嚼運動経路は相応しく
ないと思われる。プロセスモデルで示される一連の
過程も，必ずや障害を受けることは想像に難くな
い。この点については，さらなる研究が必要であろ
う。

３）顎関節の動態と大臼歯部咬合支持の喪失
我々は，片側性に大臼歯咬合支持が欠損してお

り，欠損の放置期間が最低６か月以上経過している
歯列を有する被験者２０名を対象に，顎関節の動態に
ついて客観的に評価を行った３６）。
⑴ 顎関節のレントゲン画像による評価

歯科用 X 線 CT 装置を使用して顎関節のレント
ゲン画像による形態観察を行ったところ，２０名中７
名の被験者において，下顎頭の形態的変化を認め
た。形態評価では，顎関節症診療に関するガイドラ
イン３７）を参考に，変形性関節症と確定する所見とし
て提示される Erosion（骨皮質の断裂を伴う吸収性
骨変化），Deformity（吸収性変化を伴う下顎頭の縮
小化），Osteophyte（骨辺縁部の局所的不透過性増
生）のいずれかを断層像に認めた場合に形態的変化
ありと判定した。今回形態的変化を認めた７名の被
験者では，Osteophyte が最も多く観察されたこと

（図９），さらに５名の被験者で欠損側と同側の顎関
節において変化の発現していたことが特徴的であっ
た。２０名の被験者いずれも顎関節症の症状を有して
いないにも関わらず，３５％という高い頻度で形態的
変化が認められたことは，欠損を放置していた期間
に，顎関節に対して何らかの負荷が加わっていたこ
とが推測される。

図７ 咀嚼運動の後半に中咽頭部へと移送され
た食塊の様子（経鼻内視鏡画像）
ｂ：移送後に蓄積された食塊
ｅ：喉頭蓋 ｐ：咽頭後壁
ｔ：舌根部 vc：声帯
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図８ 咀嚼部位を第一大臼歯から第一小臼歯へと変化させた際の咀嚼運動経路の比較
下顎切歯点部は，咀嚼部位が第一大臼歯から第一小臼歯へ変化するのに伴い，より垂直的な方向から咬

頭嵌合位に収束する傾向にあった。下顎頭点は，作業側，非作業側いずれにおいても運動軌跡の距離は小
さくなる傾向にあった

図９ エックス線画像上で明確になった下顎頭の形態的変化
被験者Ａ：左側下顎頭（欠損側）の Osteophyte
被験者Ｏ：右側下顎頭（欠損側）の Erosion
被験者Ｒ：右側下顎頭（欠損側）の Osteophyte
被験者Ｔ：左側下顎頭（欠損側）の Osteophyte，右側顎関節の Deformity
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⑵ 最大咬みしめ時における下顎頭の変位
６自由度顎運動測定装置を用いて最大咬みしめ時

の下顎頭変位を測定し，欠損側下顎頭と非欠損側下
顎頭との間で変位量の比較を行った。その結果，欠
損側下顎頭では０．５５±０．２２mm（平均値±標準偏差）
の変位量を示したのに対して，非欠損側では０．３７±
０．１６mm となり，欠損側の方が大きく変位する傾向
がみられた（図１０）。また，咬合支持の喪失と下顎頭
の変位との関係を検討する目的で，実験的スプリン
トを後方歯より順次切断する方法３８）によって欠損歯
列をシミュレートした研究では，同様に咬合支持の
喪失に伴い咬みしめ時の下顎頭の変位が起こりやす
い傾向にあることが示されている。

以上より，現時点ではこれらの被験者に顎関節症
の症状が認められないとしても，パラファンクショ
ン等の悪習癖が潜在的に存在すれば，欠損側下顎頭
の大きな変位量と相まって顎関節に対する負荷は増
大し，顎機能障害へと移行するリスクは高くなるこ
とが推測される。したがって，顎関節の動態から臼
歯部咬合支持の喪失を考えた場合，患者自身の主観
的な面からは全く問題がなく経過している症例で
あっても，定期的なフォローは必ずや必要になると
思われる。

４）口腔関連 QOL に対する大臼歯部咬合支持の重
要性

これまで述べてきた大臼歯部咬合支持に対する評
価の内容は，主に医療者側からの客観的評価が中心

であったが，ここでは患者自身の主観的評価（口腔
関連 QOL）を指標に臼歯部咬合支持について考察し
たい。この問題については，日本補綴歯科学会で
２００３年臨床シンポジウムとして取り上げられて以
来，６大学によるマルチセンターリサーチの形態で
口腔関連 QOL に関する検討が加えられてきた３９）。
口腔関連 QOL の評価には，国際的に広く用いられ
ている指標の一つであるOral Health Impact Profile

（OHIP）の日本語版が選択された。日本語版 OHIP
（OHIP-J）は，もともと４９の質問項目からなるオリ
ジナルを日本語に翻訳する際に，内容妥当性から必
要と判断して５項目が新たに追加され５４の質問項目
から構成される。OHIP-J は自己記入式質問票であ
り，口腔関連の困りごとに対する質問が列挙されて
いる。各回答には０～４の点数が付けられ５４項目の
合計点を求めることで口腔関連 QOL が評価され
る。

１１５名の遊離端欠損を放置している被験者を対象
に，残存する咬合支持の近遠心的長さを基準とし
て，① Group１：片側の第二大臼歯まで残存，②
Group２：第一大臼歯まで左右いずれかで咬合支持
が残存，③ Group３：第二小臼歯まで左右いずれ
かで咬合支持が残存，④ Group４：臼歯部に咬合
支持がない，のグループ分けを行った（図１１）。各グ
ループ間で OHIP-J 合計点を比較すると，Group２
と Group３の間に顕著な差が認められ，第一大臼
歯に咬合接触を有するグループ（Group１と Group
２）は，喪失したグループ（Group３と Group４）に

図１０ 最大咬みしめ時の下顎頭変位量（平均値±標準偏差）
欠損側下顎頭の方が非欠損側下顎頭と比較して大き

く変位する傾向がみられた

図１１ 欠損歯列のグループ分け
Group１：片側の第二大臼歯まで残存
Group２：第一大臼歯まで左右いずれかで咬合支持が

残存
Group３：第二小臼歯まで左右いずれかで咬合支持が

残存
Group４：臼歯部に咬合支持がない
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比較して，有意に合計点が低くなる傾向が認められ
た（図１２）。つまり，少なくとも片側で第一大臼歯ま
で咬合支持が残っているグループは，両側の第一大
臼歯を喪失したグループと比較して口腔関連 QOL
が良好であった。このことより，患者自身の主観的
評価をもとに欠損歯列の評価を行った場合において
も，第一大臼歯の存在意義がクローズアップされ，
両側性に大臼歯部の咬合支持を喪失した歯列では良
好な口腔関連 QOL を獲得するのが難しいという可
能性が示唆された。

５．おわりに

以上，咬合高径と咬合支持の観点から咬合の要件
について考察を行った。健康長寿にとって重要な
ファクターである“円滑な咀嚼”を実現するために
は，第一大臼歯の存在がやはり大きな鍵になると言
えよう。加藤は，「第一大臼歯が主機能部位となっ
て食物の粉砕を行うことは，われわれヒトの咀嚼行
動を特徴づける重要な機能状況である」と述べてい
る３４）。成長期に獲得した第一大臼歯上に存在する主
機能部位を，生涯維持し続けられるように管理する
ことが歯科医師の重要な役割とするならば，欠損が
生じ乱れた歯列のままですませて良いのかという疑
問が残る。もちろん，最終的に口腔内の環境を決め
るのは患者自身であり，崩壊した歯列のままでも高
い QOL を持ち続けているケースが散見されるのも

事実である。ただ，そのような一見良好な予後を
辿っているケースであっても，欠損を放置した場合
のリスクに関して患者には十分な情報を提供してい
く必要があろう。我々の最近の研究成果において，
インプラントは失われた第一大臼歯の主機能部位と
しての役割を十分に担うだけの補綴処置であること
が明らかになってきている４０）。臼歯部咬合支持の喪
失をインプラントで補綴した場合には，９２％とほぼ
全ての症例において，健常有歯顎者と同じく大臼歯
部に主機能部位が存在し，８１％の症例においてイン
プラントの上部構造が主機能部位として直接関与し
ていることが判明した。

これまでの伝統的な義歯による補綴治療に加え，
インプラントという有効な治療手段が日常的に選択
できるようになった今日においては，患者に対して
確かなエビデンスに裏付けされた選択肢を提示する
義務を，我々歯科医師は常に有していなければなら
ない。
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