最 近 の ト ピ ッ ク ス

嘆合 に お け る歯 根 膜 か らの神 経 性 制御

が備 わっているこ とが示唆 され る｡
ここまでに述べ た例 は,切歯及び臼歯が同時に喫みあ
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った時 を想定 して行 われた実験 であ り, その条件下 で解

絵

明 された反射機構 である｡ しか し,切歯で喫んだ場合 と

これ まで歯科医学 における嘆合,岨噂の問題に関 して

臼歯で喫んだ場合 とで反射 も変化す るのか どうかは まだ

は,主に臨床面か ら研 究が進め られてきた｡ しか し近年

あま り知 られてない｡最近, この方面の理解 を,
誘 う実験

嘆合,岨噂に関す る認識が変化す るに伴い,それ らと顎

がなされ, い くつかの事がわか って きた｡

口腔系全般 との関連性が重要視 されるようにな り,単 に

ラ ッ トは関節寓が前後的に長 く,前後方向の運動 に関

臨床の領域に とどまらず,基礎系の専門的な知識 も統合

しては ヒ トよ りも自由に行 なえる｡そ して喫筋,側頭筋

し,整理 されなければならな くなって きた｡

とい う2種 の閉 口筋の走行 と歯牙の位置関係 な ど解剖学

我々の教室 では嘆合論 を神経生理学 的な面か ら考 える

的, 力学的特性 を考 えあわせ てみ る と切歯嘆合 では嘆筋

ために,嘆合 ,岨噂時に作動す る反射性制御機構 につ い

が, 臼歯嘆合 では側頭筋が優位 に働 けば効果的であるこ

て研究 を行 なっている｡反射性制御 の入力の場 としては

とが推測 され る｡ この ような動物で反射性 の顎運動制御

歯根膜,岨 噛筋,顎関節な どに存在す る感覚受容装置が

機構 を調べ てみた ところ, まさに上 の推測 を裏付け る知

考 えられ るが,特 に歯根膜 を介す る反射機構 につ いて注

見が得 られた｡簡単にい うと切歯刺激の場合,嘆筋には

目し, 明 らかに して きた｡

興奮反射が, 白歯刺激の場合 はそれ とは逆に嘆筋には抑

1
970年代以前 では,嘆合,岨噛時な ど歯に庄刺激が加

制反射が,側頭筋には興奮反射がおこ りゃす い とい う結

わった場合 には,反射的に 口が開 く方向にのみ作動す る

果になった｡ この ように岨噂時に力学的に効果のある筋

もの と考 えられていた｡しか し,Gol
dt
w gら (
1
971)
,舵

には興奮反射が, そ うでない筋には抑制反射が働 く｡

越 ら(
19
74)
の研究以来,歯の庄刺激はまた閉 口反射 をも

またラ ッ トほ ど自由ではないが,前後運動 を行 なって

引 き起す こ とが明 らか となった｡ さらに田口ら(
19
84)
は

いるヒ トで も同様 なこ とが認め られ る｡原 ら(
1
9
8
7)
は同

同 じ歯根膜か らの感覚情報 で も条件 の違 いによって開 口

じように ヒ トで喫合接触部位 を変 えて閉 口筋活動 を解析

反射 と閉 口反射 の両方が起 りうるこ とを兄い出 した｡そ

した｡それによると側頭筋は臼歯部 で喫んだ時, あるい

の条件の一つ として,歯に加 わる庄刺激の方向がある｡

は習慣性嘆合位 をとらせ た時に強 く働 くが,嘆筋は切歯

ラッ トでは岨噂時に食物が歯に接触 し,粉砕 され る方向

部 で喫んだ時, あるいは前方位 を とらせ た時で もよ く働

に刺激が加 わる と閉 口反射が働 き, よ り嘆 もうとす る方

くこ とがわか った｡ ヒ トで もや は り切歯で喫んだ時 と白

向に進む｡逆に食物が接触 しに くい方向の刺激が加 わる

歯で喫んだ時 とで異なった反射機構が働 くといえそ うで

と,開 口反射が生 じる｡ また ヒ トで も, 中切歯では, 中

ある｡ このこ とに関 しては,最近,反射性制御機構 とし

心唆合位 で喫み しめ た時に上下顎歯がお互 いに力 を受け

て解析す る と,筋電図のみな らず, 嘆合圧 に も実際に反

る方向に庄刺激が加わった時に, ほぼ最大の閉 口反射が

射効果が現 われ るこ とがわか った｡

生 じる｡これ らの結果か らラッ トや ヒ トの嘆合,岨噂時

には最 も効果的に顎反射が作動す るように生体側 の条件

こ うして反射性制御の観点か ら調和ある嘆合,岨噂の
概 念 を得 るこ とが 1つの研究方向であろ う｡
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