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緒 言

歯科矯正臨床において，顎顔面の変形をきたし

ている症例に遭遇することは珍しいことではな

い。これらの変形の度合いは症例により様々だが，

最近ではＸ線CT写真あるいは頭部Ｘ線規格写真

や顔面規格写真により現症をかなり正確に把握す

ることができる。これまで下顎骨形態の非対称に

関しては，形態的，機能的には頭部Ｘ線規格写真，

顔貌写真１），三次元 CT２），MRI による計測３），咀

嚼筋筋電図による咀嚼筋機能分析４）などや，動物

実験が数多くみられる。また，下顎骨形態に関す

る実験的研究には，ストレインゲージ法，ホログ

ラフィー干渉法，光弾性試験法，応力塗料法，赤

外線応力画像法，などを応用した力学的実験や，

境界要素法，有限要素法５，６）などのコンピューター

を用いた数値解析による研究が行われている。下

顎骨に影響を及ぼす外力として口呼吸とそれに伴

う舌の嚥下，会話時の習癖，片側性咀嚼７），下顎

骨に付着している筋肉の走行や断面積３），顎顔面

に対する異常な姿勢位８）があげられ，異常な姿勢

位には睡眠態癖，うつ伏せ寝，頬づえなどがある。

口呼吸と上顎前突症との関連のについてはAn-

gle９）が１９００年初頭に指摘しているが，上顎前突症

のみならず嚥下に際して舌の圧迫により下顎前突

症や開咬を生ずることもある。また，Stallard１０）
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抄 録：頬づえやうつ伏せ寝などの習慣性姿勢位ならびに悪習慣による顎顔面への外圧は，それら
が長期に反復して加わった場合，下顎骨の変形やオトガイ部の偏位をきたすことがある。そこで今
回，下顎骨の三次元有限要素モデルを作成し，特定部位から外圧を荷重し，下顎骨に生じる歪みな
らびに応力を測定し解析した。初期荷重に対する変化について有限要素法解析を行った結果，以下
の結論を得た。下顎体で犬歯部直下の各荷重において，荷重側では下顎角および下顎切痕部が開大
する応力が，反対側では下顎角および下顎切痕部が閉鎖する応力が，さらに下顎体正中部には反対
側に偏位する応力が認められ，下顎骨が非荷重側方向へ変形するような応力が働いていると考えら
れた。これらのことより，頬づえやうつ伏せ寝のような悪習癖が持続的，習慣的に作用した場合，
顎骨の偏位や咬合への悪影響，さらには顎骨の変形を生ずる可能性があることが示唆された。

キーワード：三次元有限要素，側方荷重，顎変形症，下顎骨側方偏位
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は，すでに約８０年前に睡眠姿勢・枕の位置と歯列

弓・顎骨の変形症との関連について述べている。

このように，原因については遺伝的要因，環境的

要因等，種々の要因が考えられるが，複雑な形態

をした顎顔面部のため未だ予測の域を超えていな

い。これらのメカニズムが解明されれば，効果的

な治療法の実施や発症の予防が行えるはずであ

る。そこで我々は，患者自身が自覚できる環境因

子である習癖について着目し，三次元有限要素法

を用いて，異常な姿勢位が下顎骨にもたらす影響

を検討した。

材料および方法

１．材料および方法

研究材料としてヒト乾燥頭蓋骨を用い，顎顔面

頭蓋骨外表面は，三次元形態の座標値を直接計測

した。また，下顎骨内部構造については，矢状面

および前額面の断層Ｘ線写真や下顎骨内部構

造１１，１２）についての研究報告を参考とし，これらを

基に三次元モデルの構築を行った。

２．構成材料とその物質性状

下顎骨モデルの構成材料は，歯牙，皮質骨，海

綿骨，顎関節，歯根膜，咀嚼筋６種類からなるも

のとした。各部位の有限要素定義は，歯牙，皮質

骨，海綿骨，顎関節の要素は，四面体三次元ソリッ

ド要素（各節点において節点座標系のＸ，Ｙ，Ｚ

方向の並進３成分の３自由度をもつ４節点で定

義）で，歯根膜は厚さ０．６mmの弾性シェル要素（曲

げと膜の両方の機能を持ち，各節点においては節

点座標系のＸ，Ｙ，Ｚ方向の並進３成分，Ｘ，Ｙ，

Ｚ軸まわりの回転３成分の６自由度を持つ），咀

嚼筋，顎関節の連結および隣在歯の接触はスプリ

ング要素（１軸の引っ張り‐圧縮要素であり，曲

げおよびねじれは考慮されない）を用いた（表１）。

三次元モデルは，下顎骨を中心として，頬骨弓，

側頭骨，蝶形骨の筋付着部を設定し，咀嚼筋を定

義することにより，下顎骨の懸垂状態を再現した

（図１）。各構成材料の材料定数は本教室の先人た

ちによる有限要素法の研究報告７，１３，１４，１５）を基に表２

のように設定した（表２）。

３．解析条件

本研究では，うつ伏せ寝や頬づえをした時の状

態を想定し，種々の方向へ荷重をかけて検討を

行った。

１）拘束条件

歯牙の臼歯部は咬頭頂を上下方向で制限し，前

歯部は切端を上下方向で制限した。また，側頭骨，

表１ 構成材料と各部位の有限要素定義

構 成 材 料 要素の種類

歯牙，皮質骨，海綿骨，
顎関節

四面体三次元ソリッド要
素

歯根膜 ０．６mm弾性シェル要素

咀嚼筋（咬筋，側頭筋，
内側翼突筋），顎関節

スプリング要素

表２ 各構成材料の材料定数

ヤング率
（MPa） ポアソン比

歯 牙 ７００００ ０．３９

歯根膜 ７ ０．４９

海綿骨 ７８００ ０．３５

皮質骨 １４０００ ０．３

図１ 下顎骨の懸垂状態

１７０ 田中，他：下顎側方偏位の三次元有限要素法による解析
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頬骨，蝶形骨は骨接合部で完全拘束とした。

２）荷重条件

荷重条件としては，Ｘを水平軸，Ｙを前後軸（矢

状軸），Ｚを上下軸（垂直軸）とした場合，右手で

のうつ伏せ寝や頬づえの状態を想定したものを，

下顎骨犬歯部直下下顎下縁から側方（Ｘ：０°，

Ｙ：９０°，Ｚ：９０°），側上方（Ｘ：４５°，Ｙ：９０°，

Ｚ：４５°），後側上方（Ｘ：４５°，Ｙ：４５°，Ｚ：４５°）

の３方向へそれぞれ２kgの荷重をかけた（図２）。

３）解析

有限要素解析には，有限要素プログラム An-

sys Rivision５．２（Swanson 社製，サイバーネット

社扱い）を使用し，解析にはALPHA AXP２７５（ダ

イナス社製）を用いた。結果は表３のように，初

図２ 荷重条件

図３ 側方荷重（最大主応力分布）

ａ．外側観 ｂ．内側観
ｃ．右斜上観 ｄ．左斜上観
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期荷重に対する変化について出力を行い，最大，

最小主応力分布を表示し，下顎骨外表面の任意の

３０部位における主応力値をMPa 値で表した（表

３）。

結 果

１．側方荷重（Ｘ：０°，Ｙ：９０°，Ｚ：９０°）

１）最大主応力分布（図３）

最大主応力は，荷重側では，下顎切痕部より，

下顎枝内側から下顎体下顎枝移行部を通り，下顎

体内側の犬歯部付近まで強く分布していた。反対

側では，下顎頚後部から下顎枝後縁，顎角部を通

り下顎体下縁（第一大臼歯遠心）まで強く分布して

いた。歯牙では荷重側第一大臼歯頬側咬頭と第二

大臼歯に，反対側で犬歯，小臼歯の尖頭と大臼歯

近心舌側咬頭に強く応力が分布していた。骨部で

の最大主応力値は非荷重側下顎切痕部で最も大き

く，２６２６×１０－６MPa であった。

２）最小主応力分布（図４）

最小主応力は，荷重側では荷重部である下顎体

犬歯部下縁と顎角部，下顎枝後縁，下顎頚後部に

強く分布していた。反対側では下顎切痕部から下

顎枝内側部，下顎体下顎枝移行部を通り，下顎体

内側の犬歯部付近まで強く分布していた。歯牙で

は荷重側で犬歯尖頭と臼歯舌側歯冠，反対側で第

二大臼歯に強く応力が分布していた。骨部での最

小主応力値は荷重側下顎切痕部で最も大きく，－

２６２６×１０－６MPa であった。

図４ 側方荷重（最小主応力分布）

ａ．外側観 ｂ．内側観
ｃ．右斜上観 ｄ．左斜上観

１７２ 田中，他：下顎側方偏位の三次元有限要素法による解析
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２．側上方荷重（Ｘ：４５°，Ｙ：９０°，Ｚ：４５°）

１）最大主応力分布（図５）

最大主応力は，荷重側で下顎切痕部から，下顎

枝内側部，下顎体下顎枝移行部まで強く分布し，

反対側では下顎頚後部から下顎枝後縁，下顎角ま

で強く分布していた。しかし，側方荷重に比べ範

囲，強さ共に応力は減少していた。歯牙は荷重側

で第二大臼歯近心頬側咬頭と遠心咬頭に，反対側

で第二大臼歯近心舌側咬頭に強く応力が分布して

いたが，顎骨同様に側方荷重に比べ範囲，強さ共

に減少していた。骨部での最大主応力値は非荷重

側下顎切痕部で最も大きく，１８５７×１０－６MPa で

あった。

２）最小主応力分布（図６）

最小主応力は，荷重側では荷重部である下顎体

犬歯部下縁と下顎体下縁（第二大臼歯遠心付近）か

ら顎角部，下顎枝後縁，下顎頚後部に強く分布し，

反対側では下顎切痕部から下顎枝内側部，下顎体

下顎枝移行部まで強く分布していた。歯牙では荷

重側で犬歯尖頭と臼歯舌側歯冠，反対側で第二大

臼歯に強く応力が分布していたが，最小主応力で

も同様に，顎骨，歯牙共に範囲，強さの減少が認

められた。骨部での最小主応力値は荷重側下顎切

痕部で最も大きく，－１８５７×１０－６MPa であった。

３．後側上方荷重（Ｘ：４５°，Ｙ：４５°，Ｚ：４５°）

１）最大主応力分布（図７）

最大主応力は，荷重側で下顎切痕部から下顎枝

内側部に強く分布していたが，側方，側上方荷重

図５ 側上方荷重（最大主応力分布）

ａ．外側観 ｂ．内側観
ｃ．右斜上観 ｄ．左斜上観
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に比べ範囲は狭く，強さでも最も小さい数値を示

していた。しかし下顎体内面犬歯部では，側方，

側上方荷重に比べ範囲を広げ，応力値も大きい値

を示していた。反対側では下顎頚後部から下顎枝

後縁，顎角部を通り下顎体下縁（第一大臼歯遠心

付近）まで強く分布していた。これは，側方荷重

に比べ範囲，強さの減少はあるが，側上方荷重に

比べ増大していた。歯牙では荷重側で，第一，第

二大臼歯頬側咬頭に強く分布し，反対側で犬歯，

小臼歯尖頭，第一大臼歯近心咬頭と第二大臼歯近

心舌側咬頭に強く応力が分布していたが，顎骨同

様に側方荷重に比べ範囲，強さの減少が，側上方

荷重に比べ増大が認められた。骨部での最大主応

力値は非荷重側犬歯歯槽部で最も大きく，７２０×

１０－６MPa であった。

２）最小主応力分布（図８）

最小主応力は，荷重側では荷重部である下顎体

犬歯部下縁と下顎頚部後方外側に強く分布してい

たが，下顎体犬歯部下縁では側方荷重，側上方荷

重に比べ範囲，強さともに最も増大し，下顎頚部

後方外側で最も減少していた。反対側では下顎切

痕部から下顎枝内側部，下顎体下顎枝移行部，下

顎体第二大臼近歯付近まで強く分布し，最大主応

力と同様に，側方荷重に比べ範囲，強さの減少が

みられ，側上方荷重に比べ範囲，強さの増大が認

められた。歯牙では荷重側で第二小臼歯および大

臼歯舌側咬頭に強い応力が分布し，反対側では第

二大臼歯に強く分布しており，顎骨と同様の傾向

図６ 側上方荷重（最小主応力分布）

ａ．外側観 ｂ．内側観
ｃ．右斜上観 ｄ．左斜上観

１７４ 田中，他：下顎側方偏位の三次元有限要素法による解析
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を示していた。

骨部での最小主応力値は荷重側下顎切痕部で最

も大きく，－２４９６×１０６MPa であった。

考 察

１．実験方法について

１）有限要素法について

有限要素法は，様々なエネルギー現象を解明す

る方法として物体の反応をシミュレーションする

方法である。歯科の分野でも歯および頭蓋顔面に

関する構造や材質についての研究や，形態と機能

についての研究など数多くに応用されている。下

顎骨の形態や力学的研究については，咬合力に対

する研究１６）や，Chin cap１７）を用いた研究，筋肉が

及ぼす影響についた研究１８）等がある。著者らが三

次元有限要素法を用いた理由は，下顎骨の材質，

内部構造を再現することによりモデルを生態に近

似することができ，荷重による下顎骨の応力分布

が三次元的にシミュレーションできる点である。

また，条件設定に関しても，荷重条件の設定が容

易で，多方向による荷重の比較が可能である。今

回の頬づえやうつ伏せ寝などの状況は，必ずしも

一方向ではないが，荷重条件に幅をもたせること

により，それぞれの傾向を知ることは可能と考え

られ，この手法を採用した。

２）モデル構成について

顎顔面頭蓋骨のモデルは下顎骨と側頭骨，頬骨，

蝶形骨の各咀嚼筋付着部で構成し，各咀嚼筋をス

図７ 後側上方荷重（最大主応力分布）

ａ．外側観 ｂ．内側観
ｃ．右斜上観 ｄ．左斜上観
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プリング要素で連結し，下顎骨の懸垂状態を再現

した。また，顎骨の構成材料は，歯牙，皮質骨，

海綿骨，顎関節，歯根膜の５種類からなるものと

し，材料定数は先人の有限要素法による報

告７，１３，１４，１５）を参考にした。顎関節に関しては，下顎

頭上部に対して，一定の距離を保ったソケット状

の構造を持つブロックを構築し，スプリング要素

で連結した。これは，下顎骨自体に固定点を持た

せたくない為であり，その意味で今回のモデルは

より生体に近い状態が得られたと考える。又，各

隣在歯の接触状態は生理的動揺を持たせるため顎

関節と同様にスプリング要素で連結した。拘束条

件については，荒川の研究モデル７）を参考に側頭

骨，頬骨，蝶形骨の咀嚼筋付着部と関節窩上面を

完全拘束し，下顎骨をスプリングで連結し自由度

を持たせた。また下顎骨を上下的に拘束する部位

は咬合面と考え，各歯牙の切端及び咬頭頂を上下

的に拘束した。これは，下顎骨の自由度は本来，

生体において筋肉と関節窩で拘束を受けている

が，実験において下顎骨の開閉運動を再現する必

要はなく，静止状態を再現できれば十分であり，

実際に頬づえやうつ伏せ寝を行っているときに開

閉運動はされないので，静止状態における下顎骨

の応力伝達を近似するよう努めた。

３）荷重条件について

個人により，うつ伏せ寝や頬づえなどの習癖に

よって下顎骨にかかる外圧部位や大きさ，方向は

一定ではなく，特定することは非常に困難である。

図８ 後側上方荷重（最小主応力分布）

ａ．外側観 ｂ．内側観
ｃ．右斜上観 ｄ．左斜上観
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成瀬らの研究１９）では，被験者は概ね下顎体の犬歯

部直下の下顎下縁付近に手を当てて頬づえやうつ

伏せ寝をしていたことから同部を荷重部位に設定

した。また，荷重方向は側方（Ｘ：０°，Ｙ：９０°，

Ｚ：９０°），側上方（Ｘ：４５°，Ｙ：９０°，Ｚ：４５°），

後側上方（Ｘ：４５°，Ｙ：４５°，Ｚ：４５°）の３方向

を設定した。今回はこの３方向に限定し解析を

行ったが，実際，このような習癖時は顎骨に多様

な応力が及んでいると考えられ，今後荷重方向を

さらに増やし検討する必要があると思われた。ま

た，荷重量は成瀬の研究１９）より，実際にうつ伏せ

寝や頬づえの際，下顎に１６～４４Ｎ（１．６kg～４．４kg）

表３ 各部位での応力結果

犬歯部側方荷重 犬歯部側上方荷重 犬歯部後側上方荷重

部 位
最大主応
力×
１０－６MPa

最大主応
力×
１０－６MPa

最大主応
力×
１０－６MPa

最大主応
力×
１０－６MPa

最大主応
力×
１０－６MPa

最大主応
力×
１０－６MPa

オトガイ部 外側 ２７．４４ －９２．４４ ２０．８７ －７８．８７ ４．５２ －２０２．７１
内側 ９４．２２ －２１４．２６ ５９．３ －１３１．０９ １８９．９２ －１０４．０８

正中歯槽部 外側 ９０．９６ －１１０．７５ ６６．６１ －１３５．６５ ９．０３ －１９８．８２
内側 ５１．８ －５６．５５ ３９．０４ －５０．９３ ２１４．８１ ０．３３

犬 歯 下 部 外側左 －９８．４３ －９６４．０６ －７１．６８ －８９１．３ －１７２．３４ －１０６８．３
外側右 ３０２．９７ ０．８７ ２２３．１４ ０．７１ ８８．０２ －６．４９
内側左 １５１．０１ －３４０．４８ １３３．８５ －５７．６９ ３３３．６３ －４９．７１
内側右 －１．０６ －２２５．８８ －０．７１ －１３３．５３ ４０．９７ －１４７．３６

犬歯歯槽部 外側左 －１０．５２ －１９７．１７ －８．６７ －２２１．４８ －６．６６ －２３９．４９
外側右 １９４．５３ ９．９９ １３１．６１ ７．４９ １４４．３１ －１．２５
内側左 ５２７．５２ ３２．３４ ４０７．７８ １４．５４ ７１９．７１ ５５．０５
内側右 －２６．３３ －４９５．２３ －２０．６３ －３７２．８８ ５．３８ －２２８．８７

第一大臼歯 外側左 ６３．０８ －３２１．０３ ３４．３４ －２２９．０４ ２３．４４ －３３３．７４
外側右 ３２５．４９ －５１．０３ ２３１．３ －３３．９１ ２２４．５５ －５５．３１
内側左 １４８．８５ －４１．８３ １２３．０８ －３３．２９ ２０６．１１ －７．７３
内側右 ４５．３４ －１７０．８１ ３１．２ －１１７．１６ ７９．０７ －１３１．３５

顎 角 部 左側 ７９．１３ －７２０．５９ ５６．０２ －５０９．４５ ２．９７ －２６１．７７
右側 ７２１．０７ －７８．３６ ５０９．８３ －５５．３１ ６４７．０３ －８０．７７

下顎枝移行部 外側左 ５２８．９９ －３４．６７ ３７４．１ －２４．６２ ３８．４３ －７２．７４
外側右 ３４．２３ －５２７．７９ ２４．３２ －３７３．３６ ３０．９ －５５８．２９
内側左 ７３４．２ －３６．２４ ５１８．８７ －２５．６８ ５０４．９８ －４３．８５
内側右 ３５．６６ －７３３．８２ ２５１．８７ －５１８．７８ ２３．１９ －５７６．９４

下顎枝中央部 外側左 ６４．６３ －４４６．６１ ４５．６９ －３１５．７８ ４５．５３ －３５４．６３
外側右 ４４２．０８ －６１．８ ３１２．６５ －４３．７１ ３２６．７４ －４８．２３
内側左 ３５６．６ －７４．８４ ２５２．１５ －５２．８８ ２５８．４９ －２１．７４
内側右 ７４．５２ －３５９．２７ ５２．６９ －２５４．０５ ７６．３１ －２８４．８９

下顎切痕部 前方左 ７１３．２７ ２３．９ ５０４．３２ １６．８９ ３６３．５４ －１４．２８
前方右 －１７．６１ －７０８．３７ －１２．４５ －５００．９１ －３．２８ －６１１．６８
後方左 ２６２５．９ －２４２．５１ １８５６．８ －１７１．４６ ５９５．４２ －２００．２
後方右 ２３４．２４ －２６２５．８ １７２．０１ －１８５６．７ １８６．５１ －２４９６．１
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の圧がかかることより，２kgに設定した。

２．結果について

犬歯部直下下顎下縁での荷重３方向において，

引っ張り応力，圧縮応力ともに範囲，強さに変化

はみられたが同様な分布を示した。側方荷重にお

いて荷重側での引っ張り応力は下顎切痕部より，

下顎枝内側から下顎体下顎枝移行部を通り，下顎

体内側の犬歯部付近まで強く分布し，圧縮応力は

荷重部である下顎体犬歯部下縁と顎角部，下顎枝

後縁，下顎頚後部に強く分布していた。反対側で

は，下顎頚後部から下顎枝後縁，下顎体後方下縁

（第一大臼歯遠心）まで強く引っ張り応力が分布

し，圧縮応力は下顎切痕部から下顎枝内側部，下

顎体下顎枝移行部を通り，下顎体内側の犬歯部付

近まで強く分布していた。

この側方荷重に４５°の上方成分の荷重を加えた

場合，側方荷重に比べ引っ張り応力，圧縮応力と

もに範囲，強さを減じていた。更に，以上の条件

に４５°の後方成分の荷重を加えた場合，下顎枝で

は荷重側において最も範囲が狭く，弱い応力分布

が認められ，反対側では側方荷重と同様の応力分

布を認めた。しかし下顎体では最も範囲は広く，

強い応力分布を認めた。これらのことより荷重方

向の側方成分が大きい場合には下顎枝に，後方成

分が大きい場合には下顎体に影響を及ぼすことが

考えられる。頬づえにやうつ伏せ寝における下顎

骨の変形は，荷重側で下顎角，下顎切痕部が開大，

反対側では，下顎角，下顎切痕部が閉鎖するよう

な応力が働き，さらに下顎体正中は反対側に向か

うような応力が働いていると考えられる。また，

圧縮応力部では骨添加，引っ張り応力部での骨吸

収が起こるとするならば，今回の研究において荷

重側部の下顎骨の外面，特に下顎枝後縁から顎角

部や下顎下縁部に骨添加し，荷重側内面部全般に

骨吸収が起こり，非荷重側ではこの逆に，外面部

が骨吸収，内面部に骨添加が起こり，Enlow の

法則に従うと水平面で考えた場合，荷重側下顎骨

で下顎枝後縁から下顎体下縁にかけて外側部に骨

添加し，荷重側下顎骨の大きさが増すことにより，

下顎骨正中が非荷重側に向かうことが考えられ

る。

不島１）らの下顎側方偏位症例の報告では咬合平

面は偏位側に向かい上向きになったとしており，

下顎枝での応力分布は同様の変形であると考えて

いる。また，荒川７）は片側性臼歯咬合が咬合側と

非咬合側において下顎骨への非対称な応力を起こ

し，下顎体部で外下方へ曲げ変形していたとし，

さらに，林２）は顔面非対称患者の下顎骨は第二大

臼歯の咬合力の強い方に水平偏位，上方偏位し，

咬合力の非対称が大きいほど両偏位角度が大き

かったとしている。これらのことは，骨の曲げ変

形に対する反応について本研究と一致している。

骨の形態形成の一要因として野口２０）は，骨皮質に

圧縮力を加えると牽引側では破骨細胞の活性が高

く，圧迫側では造骨細胞の活性が高くなり，皮質

骨の外側部に化骨が生じたとしている。また，縮

応力の高いところほど，それに対応した形状とし

て大きさを増し２１），引っ張り応力の高いところほ

ど，それに対応して骨の吸収が進み形状は小さく

なるとするならば，本研究結果による下顎骨形状

に変形し得ることが説明される。

一般に，下顎骨の形態の制御機構に関与してい

るものは遺伝的なものと生力学的なものがあると

いわれているが，骨格系の発育は大部分遺伝的因

子によって調節されており，機械的なストレスの

作用が成長と分化の細部を調節していると考えら

れている。しかし遺伝的な制御がなされているに

しても牽引と圧迫はそれらを超越した因子と考え

られる。動物実験等でみられるように，菊地２２）の

咬筋神経の切断による下顎角部の矮小化をみとめ

たことや，中納２３）のラットに下顎を左側偏位させ

るように咬合斜面版を付着したところ，右側顎骨

を前後的に，また左側顎骨を上下的に優位な成長

をもたらしたことなどを含めて，実際には骨に何

らかの外力が加わった場合，その部位での骨変形

は起こりえる。しかし，実験の中において制御し

きれない重要な要因は必ず存在し，血液供給の中

断，神経切断，体温の変化，pHの変動および酸

素分圧など，これらは全て骨の成長に影響を及ぼ

すものとして知られている。骨格は，異常な機能

１７８ 田中，他：下顎側方偏位の三次元有限要素法による解析

― 34 ―



圧が長期にわたって頻繁に加わるとその形態を変

えるというウォルフの法則２４）でいわれているよう

に，下顎骨などは，外力による強制的な位置変化

に対応して，付着する筋や軟組織が機能的適応を

起こす。そして，これにより生じた新しい環境に

適応するために下顎骨自体が形態的変化，適応す

ると考えられる。今回の実験で得られた結果は，

複雑に絡み合う骨形態の制御機構の中で，一つの

因子として捉えることができたと思われた。

結 論

下顎骨に外圧が作用した場合，下顎骨はどのよ

うに変形をきたすかについて三次元有限要素法を

用いて解析し，以下のような結論を得た。

１．荷重方向の側方成分が大きい場合には下顎

枝に，後方成分が大きい場合には下顎体に強い影

響を及ぼすことが示された。

２．今回の三方向への荷重は，顎骨の荷重側，

反対側で相反する応力分布が認められた。

本論文の要旨の一部は，第９回日本顎変形症学会
（１９９９年５月３１日，東京）において発表した。
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It has been reported that the mechanical stress by habits such as resting the chin on the hand and

unsuitable sleeping posture on the stomach, could cause mandibular deformity, if continue for a long

term. Therefore, we studied the distribution of stress applied from a specific location using the 3－di-

mensional finite element method. We found the following results of stress distribution in the mandible

under stress below the mandibular canine section.

１）Stressed side : stress causing the opening of mandibular angle and mandibular notch

２）Opposite side : stress to causing the closing of mandibular angle and mandibular notch

３）Middle part of mandible : stress shifting mandible to the side opposite stress－applied section.

This study suggested habitual stress such as resting the chin on the hand and unsuitablesleeping

posture on the hand could cause mandibular lateral shift, posterior crossbite and mandibular deformity.

（The Shikwa Gakuho，１０３：１６９～１８０，２００３）

１８０ 田中，他：下顎側方偏位の三次元有限要素法による解析

― 36 ―




