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闇　　　　【ヨ

ら1)の　　　　　　　　　　　　　　　は,

歯敵辺縁部のプラーク付着の有無を知る方法として臨床

研究および実際の臨床においても広く用いられているo

彼らは,各歯を近JL､面,遠心面,頑面,舌面の4面に分

け測定する方法を報害している.一方　　　　　ら2)

は著書の中で各歯の近心と遠心を頑側,舌側に分け, 6

歯面に対するプラークの付着を検索する方法を改変法と

して記載している｡電動歯ブラシなどのプラーク除去効

果の検索にもPCRは広く用いられているが, 4点計測

による報吾　もあれば6点計測による報告8)もある｡ 4

点計測は簡便である一方,隣接面部における頑舌側の区

別がないために実際のプラーク沈着状態を表示していな

いケースも認められる｡本研究は,その点を明らかにす

るために　　　　　らの　　　　　　　　　　　の原

法である4点計測と,改変法として報吾されている6点

計測によるプラークスコアーの比較を行ったo

方　　　　　法

1.被験者

被験者は,測定に支障をきたすような歯列不正,歯冠

修復物がなく,原則として歯の欠櫨の認められない東京

歯科大学医局貢,学生および本大学千葉病院保存科に来

院した患者107名とした｡

2.測定方法

らのPCRに基づき被験者のプラークをエ

リスロシン夜で染色し,各歯面における歯敵辺縁部のプ

ラーク付着の有無を測定用紙に記入したOプラーク付着

歯面数を被験歯面数で除し,百分率でプラークスコアー

として算出した｡プラークスコアーは　　　　らまた

は　　　　　の報吾に基づき4点計測, 6点計測のそ

れぞれについて算出した｡また,参考として鈴木ら9)の

方法(鈴木法)による測定も行い,検討の資料としたo

なお, 6点計測と4点計細の比較は　　　　検定を

行った｡
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結　　　　　果

今回検索した107名の被験者におけるプラークスコ

アーを4点計測と6点計測で比較すると, 4点計測の方

が平均値で約6 %高い値を示し,統計学的有意差を認め

た(表1 )｡鈴木法はプラーク付着減少率を示す数値であ

るため　　　　についてもプラーク付着部位減少率とし

て示したのが表2である｡ 4点計測では平均

点計測では平均　　　鈴木法では平均　　であり同

一口腔内であっても測定法の違いにより大きな差が認め

られた｡同一被験者で6点計測と4点計測によるプラー

クスコアー値の相違を検索するために3%ごとに区切る

と　　　　　名　　　　　　名　　　　　　名)の

翻こ6点計測と4点計測のプラークスコアー値の差が多

く分布していたoまた　　　以上4点計測の方が高い値

を示した例が25例も認められた｡ 6点計測の方が高い値

を示したのはわずか8例であり,最大でも2%の差で

あった(図1)0

4点計測のプラークスコアーを蓋準にして10%ごとに

区切ると60%以上の高いスコア～の薪では,その差は平

均約　　　　　　　および　　　　の群では平均7.3

%,我々が臨床で特に重要視する　　　　　　　　　の

群ではスコアーが低いにもかかわらず平均　　の差が

認められた(表3)｡

考　　　　　垂

ら｡の　　　　　　　　　　　は,歯敵辺

縁部におけるプラーク付着を各歯4面に分けその有無を

表1　4点計測と6点計細における
プラークスコア-の比較　(%)

4点計測

6点計測
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図1　4点計測と6点計測のスコア差の分布

表3　4点計測と6点計測のスコアー差の分布

4点計測のス　差の平均

コア

70%以上

(n-12)

60-70%

(n-18)

50-60%

(n-21)

40-50%

(n-30)

30-40%

(n-14)

20-30%

(n-9)

20%未満

(n-3)

4.2±5.1　　-

4.3±

7.3±

7.3±

6.3±

6.3±

3.3±1.

9/12

14/18

20/21

30/30

14/14

9/9

3/3

･ : 4点計測の方が高い値を示したケース

検索する方法であり,電動ブラシの刷掃効果を調べた臨

床研究や実際に臨床においてブラッシング指導の際に広

く用いられている｡原法では各歯を近心面,遠心面,額

面,舌面の4歯面に分けている｡一方　　　　　ら2)
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は各歯の近心と遠心を頑側,舌側に分け, 6歯面におけ

るプラークの付着を測定する方法を改変法として記載

し,隣接面を重視している｡本研究の結果, 4点計測は

6点計細と比較して約6%高いスコアーを示し,その差

はスコアーの高い症例よりも我々が臨床で重要視する20

といった比較的低いスコア～において大もきな差

が認められた｡副定部位は多いはうが値は正確であるこ

とは明らかであり,この差は4点計測における誤差と考

えられる.スコア一差は,頑側と舌伽の隣接面の区別の

有無による差により生じ,頑舌側の付着程度の差が大き

いとスコア一差が大きい症例が多い｡臨床においてブ

ラッシング指導を行った際,最終的にプラーク除去が困

難な部位は頑側隣接面より舌側隣接面であるため, 4点

計測ではこの点を取り上げ指導することは困丑である｡

したがってブラッシング指導の際,頑側は良く磨けるよ

うになったが,舌側は芳しくないケースにおいて, 4点

計測ではそういった変化をとらえる事ができず, 6点計

測が有効である｡

西川ら4-5),中川ら6･7)は4点計測で電動歯ブラシの刷

掃効果に対する報吾をしているo一方　　　　ら8)は6

点計測で測定しており,本研究の結果から臨床研究にお

いてもその結果を単純に比較する事は適さないと考えら

れる｡また,鈴木法におけるスコアーも比較検討した

が,同一患者の口腔内を示すデータが測定法によってか

なり異なり,測定法の選択も臨床研究において重要な

ファクターであることが示された｡

実際の測定において4点計測と6点計測の測定時間に

はほとんど差がない事から,今回の結果をふまえ,特に

臨床研究においては, 6点計測を採用する事が肝要と思

われる｡

歯敵辺縁部のプラークの付着状態を評価する指標とし

てのPCRは簡便であるが,プラークの量的な評価はで

きないため,臨床研究を行う際には他の方法と併用しな

がら口腔内の評価をしていくことが必要であると考えて

いる｡

結　　　　　諭

らのPCRにおいて, 1歯4点計潮と行う

原法と隣接面を区別した6点計測におけるプラークスコ
ヽ

アーの比較を行った結果,以下のような結論を待た｡

1) 4点計測の方が平均で約6%高い値を示し, 25例に

おいて10%以上差が認められた｡
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2)スコア-の差は　　　　　　　　　　　といった

スコア一群で平均　　と垂も高く,臨床で重要視され

る　　　　　　　　　といった低スコアー群でも平均

の差が認められ,高スコアー群の差より大きかっ

た｡

3)スコア一差は,頑舌側の特に隣接面におけるプラー

クの付着状態に大きな差が認められる症例で顕著であっ

た｡

以上のことから,臨床研究やブラッシング指導の際,

プラークスコアーの測定はより正確に口腔内を把握で

き,隣接面を重視している6点計測で行うことが肝要で

あることが示された｡

文　　　　　献

i) 0'Leary, T. J., Drake, R. B･ and Naylor, JI

E. (1972) : The plaque control record･ J･ Pe-

っ43:38.

2) Ram fjord, S. P. and Ash, M･ M･ (1979) :

Periodontoolgy and Periodontics, 256-257, W･

B. Saunders Company, Philadelphia･

3)新井　高,涯辺孝章,鈴木丈一郎:電動歯ブラシ-
それぞれの特徴,プラーク除去効果,使用且
Dental Diamond, 17 : 16-27.

4)西川裏理子,森田　学,黒木理恵,石川　昭,稲田
芳樹,護邦忠弘,今井久夫,山岡　昭,林　宗明,宮
下　元,長谷川紘司　　　毛束回転式電動歯ブラシ
と毛束振動式電動歯ブラシのプラーク除去効果につい
て.歯界展望
5)西川真理子,黒木理恵,森田　学,渡達達夫,稲田
芳樹,護邦忠弘,今井久夫,山岡　昭,林　宗明,宮
下　元,長谷川紘司　　　毛束回転式電動歯ブラシ
の歯肉線上プラークおよび歯肉炎に対する効果,口腔
衛会誌
6)中川種昭,池上暁子,鷲　二郎,伊藤幸高,林　智
子,大島みどり,島　信博,山田　了　　　電動歯
ブラシのプラーク除去効果に関する研究(第1報)-ス
クラビング方式について-.臼歯周誌
906.

7)中川種昭,島田　薯,宮下博行,坂下疎照,北村
秀私　大島みどり,島　信且　角田正健,山田　了

電動歯ブラシのプラーク除去効果に関する研
究(第2報)-各種電動歯ブラシのプラーク除去効果
-.臼歯周誌
8) Baab, D. A. and Johnson, R. H. (1989) : The

Effect of a New Electric Toothbrush on Supra-

glnglVal Plaque and Gingivitis･ J･ Periodontol･･

60 : 336-341.

-25-



814 中川,他: PCRの4点計測と6点計測の比較について

Taneaki NAKAGAWA, Akiko IKEGAMI, Marl HAYASHI, Shuichi IsoBE

Tsutomu OoKUSHI, Hideo AoKI, Masatake TsUNODA, and Satoru

YAhL＼DA W

point Measurement) and the Modified Method (61POint Measurement),

Shihwa Gahuho 93 : 811-814, 1993.

(Department of Periodontics, Tokyo Dental College, Chiba 261, Japan)

r

ment)-Modijied Tnethod (6-point measurement).

The purpose of this study was to examine differences between the orlglnal plaque control

ree｡l･

pertooth) by studying 107 patients of the Department of Conservative Dentistry of the Tokyo

Dental College.

Mean plaque control records (PCR) obtained with the original method were significantly

(average of 5.8%) higher than those obtained with the modified method.In 25 of the 107 cases,

scores obtained with the orlglnal PCR were 10% higher than scores obtained with the modified

PCR･ Higher scores were obtained with the modified in only 8 cases.

Differences between orlglnal and modified methods were greater in the middle-score

gl'　　　　'o i1-　　　　　　1　1　　　　　　･h一　　　　肌､-)　　W　　　　　　　鍋1

groups･ The difference in the lowISCOre group, Which we consider clinically most important,

was from O～10% with an average value of 6.3%. These values were higher than the ones obtain-

ed for the high--score group.

These results indicate that the orlglnal method produces higher scores because it fails to

discriminate between the buccal and lingual zones of the interproximal area･The modified

method, on the other hand, produces more precise records of plaque control status because

it make a division between the buccal and lingual zones of the interproximal area. Since

measurment time for both is about the same, the modified method of checking 6 surfaces of

each tooth is preferable from the clinical and research viewpoints.
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