
Posted at the Institutional Resources for Unique Collection and Academic Archives at Tokyo Dental College,

Available from http://ir.tdc.ac.jp/

Title
３次元画像を用いたⅡ級大臼歯関係における第一大臼歯

の咬合様式の検討

Author(s)
岡嶋, 伶奈; 加藤, 真麻; 野嶋, 邦彦; 西井, 康; 末石,

研二

Journal 歯科学報, 118(4): 311-316

URL http://doi.org./10.15041/tdcgakuho.118.311

Right

Description



抄録：本研究は矯正歯科治療の目的のひとつである
上顎第一大臼歯のⅡ級大臼歯関係の咬合様式の特徴
を明らかにするために，３次元画像を用いてⅠ級大
臼歯関係と比較検討した。
資料として１０歳から１６歳の歯冠に形態異常がない

３０組の石膏模型を，非接触型３次元形状計測装置を
用いて得られた点群データをもとに，モデリングソ
フトウェア上に展開し，上下顎第一大臼歯の３次元
画像の構築を行った。そして，各資料のⅠ級大臼歯
関係とⅡ級大臼歯関係の各々に対応する７点の咬合
接触点を設定した。それらを最小二乗法を用いて重
ね合わせを行い，上顎第一大臼歯のアンギュレー
ション，ローテーション，インクリネーションの差
を算出した。
Ⅱ級大臼歯関係の上顎第一大臼歯はⅠ級大臼歯関

係と比較して，アンギュレーションは５．１±４．９°整
直し，ローテーションは１４．６±５．６°近心回転し，イ
ンクリネーションは－４．６±４．４°歯冠が頬側に傾斜
していた。すなわちリンガルクラウントルクが大き
かった。
以上から，上顎第一大臼歯はⅡ級大臼歯関係では

Ⅰ級大臼歯関係とは異なるアンギュレーション，
ローテーション，インクリネーションを付与すべき
ことが示唆された。

緒 言

ClassⅡ不正咬合の治療では，成長期において上
顎骨の成長抑制あるいは下顎骨の成長促進により骨
格的な改善を治療目標とすることが多い。しかし，
下顎の成長が望めない成人患者には骨格性の問題を
歯性で補償させるために抜歯が行われる１）。多くの
症例では叢生の改善，口唇の後退，前歯の後方移動
のために上下顎第一小臼歯抜去によるⅠ級大臼歯関
係を確立する矯正治療が行われる。しかし，下顎前
歯の叢生が少なく，下顎前歯の前方拡大が許容さ
れ，顔面高が良好な症例に対しては上顎片顎抜歯に
よるⅡ級大臼歯関係を確立する矯正治療が行われる
ことがある２）。

特に大臼歯関係のⅡ級傾向が大きい症例では，上
下顎小臼歯抜去は犬歯のⅠ級関係の確立のために上
顎大臼歯に最大固定が要求されるだけでなく，場合
によっては上顎大臼歯の遠心移動も必要であり，上
顎片顎抜歯症例と比較して患者のコンプライアンス
が多く求められるため，上下顎小臼歯抜去と比較し
て上顎片顎抜歯の方がより優れた咬合を確立できる
と報告されている３）。また，上顎片顎抜歯は治療成
功率が高く３），治療期間も短く４），治療後の長期安定
性は上下顎小臼歯抜去と明らかな違いはなかった５，６）

と報告されている。さらに，骨格性下顎前突症例の
外科的矯正治療においても，上下顎前歯のデンタル
コンペンセーションを解消するために上顎片顎抜歯
を選択することがある。このように，治療方針とし
て多くの症例に選択される上顎片顎抜歯であるが，
本来の第一大臼歯の咬合様式とは異なるにも関わら
ず，Ⅱ級大臼歯関係の妥当性のある咬合様式につい
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ては今まで客観的に検討されていない。
そこで，本研究は矯正歯科治療の目的のひとつで

ある上顎第一大臼歯のⅡ級大臼歯関係での咬合様式
の特徴を明らかにするために，３次元画像を用いて
Ⅰ級大臼歯関係とⅡ級大臼歯関係における上顎第一
大臼歯のアンギュレーション，ローテーション，イ
ンクリネーションについて比較検討した。

対象および方法

１．研究対象
２０１０年４月から２０１５年４月の５年間に東京歯科大

学千葉病院矯正歯科に来院した患者のうち，１０歳か
ら１６歳の男女３０名から得た石膏模型のうち，歯冠の
形態異常・齲蝕・修復処置がなく，比較的咬耗の少
ない左右いずれかの上下顎第一大臼歯３０組を研究対
象とした。
２．３D 画像の作成

東京歯科大学口腔科学センター所蔵の非接触
型３次元形状計測装置（３Shape R７００Orthodontic
Scanner, Great Lakes Orthodontics, NY, USA）を用
いて，上下顎の石膏模型を別々に形状入力し，それ
により得られたデータを３D 点群データ処理ソフ
トウェア（Imageware１３，東京貿易テクノシステム
㈱，東京）に展開，合成し，第一大臼歯のみを抽出
した。
３．咬合接触点の設定

Jarabak ら７）の正常咬合の概念をもとに上下顎第

一大臼歯それぞれに７点の咬合接触点を設定した。
Ⅰ級では上顎中央窩と下顎遠心頬側咬頭に各２点，
上顎近心舌側咬頭と下顎中央窩に各３点，上顎近心
辺縁隆線と下顎近心頬側咬頭に各１点，上顎遠心舌
側咬頭と下顎遠心辺縁隆線に各１点とした。Ⅱ級で
は上顎中央窩と下顎近心頬側咬頭に各２点，上顎近
心舌側咬頭と下顎近心窩で各３点，上顎遠心舌側咬
頭と下顎中央窩に各１点，上顎遠心辺縁隆線と下顎
遠心頬側咬頭に各１点とした（図１）。
４．計測方法

基準平面は，下顎第一大臼歯の近心頬側咬頭，遠
心頬側咬頭および近心舌側咬頭の３点からなる平面
を仮想咬合平面（X 平面），遠心頬側咬頭と遠心舌側
咬頭を通り X 平面と垂直な頬舌側方向の平面を Y
平面，X 平面かつ Y 平面に垂直で，咬合面方向の
平面を Z 平面と規定した。次に下顎第一大臼歯を
基準に，上下顎第一大臼歯のそれぞれ対応する７つ
の咬合接触点を最小二乗法を用いて重ね合わせ，上
顎第一大臼歯をⅠ級大臼歯関係・Ⅱ級大臼歯関係に
位置づけを行い（図２），Sakurai ら８）の方法を用い
歯冠軸を設定し，上顎第一大臼歯の近遠心的傾斜角
度（以下アンギュレーション）を計測した（図３）。近
遠心的回転角度（以下ローテーション）に関しては上
顎第一大臼歯の近心頬側咬頭と遠心頬側咬頭を結ん
だ線を X 平面に投影し，下顎第一大臼歯の近心頬
側咬頭と遠心頬側咬頭を結んだ線となす角を計測し
た。頬舌的傾斜角度（以下インクリネーション）に関
しては歯冠軸を Y 平面に投影し Z 平面となす角度
を計測した（図４）。また，計測値はアンギュレー
ションは近心方向を正の値に，ローテーションは遠

図１ 本研究で設定した咬合接触点
左図はⅠ級で，上顎中央窩と下顎遠心頬側咬頭に各２

点，上顎近心舌側咬頭と下顎中央窩に各３点，上顎近心
辺縁隆線と下顎近心頬側咬頭に各１点，上顎遠心舌側咬
頭と下顎遠心辺縁隆線に各１点を設定した。

右図はⅡ級で，上顎中央窩と下顎近心頬側咬頭に各２
点，上顎近心舌側咬頭と下顎近心窩で各３点，上顎遠心
舌側咬頭と下顎中央窩に各１点，上顎遠心辺縁隆線と下
顎遠心頬側咬頭に各１点を設定した。

図２ ３次元画像による第一大臼歯の咬合関係
最小二乗法を用い，上下顎第一大臼歯を重ね合わせ

た。左図はⅠ級大臼歯関係の頬側面観，右図はⅡ級大臼
歯関係の頬側面観。
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心回転方向を正の値に，インクリネーションは歯冠
が頬側方向を正の値に設定した。

Ⅰ級大臼歯関係の上顎第一大臼歯のアンギュレー
ションを AGⅠ，ローテーションを RTⅠ，インクリ
ネーションを ICⅠ，Ⅱ級大臼歯関係の上顎第一大
臼歯のアンギュレーションを AGⅡ，ローテーショ
ンを RTⅡ，インクリネーションを ICⅡとした。
５．統計処理

Ⅰ級大臼歯関係とⅡ級大臼歯関係の上顎第一大臼
歯の各計測項目における差については対応のない t

検定を用いた。
なお，本研究は東京歯科大学倫理審査委員会で審

査，承認されている。（受付番号６６４）

結 果

１．上顎第一大臼歯のアンギュレーションについて
アンギュレーションは，AGⅠは６．３°±６．０°，AG

Ⅱは１．２°±６．２°であった。AGⅠと AGⅡの差は５．１°
±４．９°と，有意な差（p＜０．０１）がみられた（図５）。
上顎第一大臼歯はⅠ級大臼歯関係と比較してⅡ級大
臼歯関係は整直していた。
２．上顎第一大臼歯のローテーションについて

ローテーションは，下顎第一大臼歯の近心頬側咬
頭と遠心頬側咬頭を結んだ線に対し，RTⅠは６．０°
±５．９°，RTⅡは－８．７°±６．０°であった。RTⅠと RT
Ⅱの差は１４．６°±５．６°と，有意な差（p＜０．０１）がみら
れた（図６）。上顎第一大臼歯はⅠ級大臼歯関係と比
較してⅡ級大臼歯関係は近心回転していた。
３．上顎第一大臼歯のインクリネーションについて

インクリネーションは，Z 平面に対し ICⅠは－
１６．１°±６．５°，ICⅡは－２０．７°±７．２°であった。ICⅠ
と ICⅡの差は－４．６°±４．４°と，有意な差（p＜０．０１）
がみられた（図７）。上顎第一大臼歯はⅠ級大臼歯関
係と比較してⅡ級大臼歯関係はリンガルクラウント
ルクが大きかった。

図３ アンギュレーションの計測方法（文献８改変）
⑴上顎近心頬側咬頭，遠心頬側咬頭，近心舌側咬頭を結ぶ線を咬合平面と設定した（左

図）。⑵近遠心コンタクトポイントを含み，咬合平面と直行する歯冠平面を設定した（左
図）。⑶頬側歯頚部と，近心頬側咬頭と遠心頬側咬頭を結んだ線の中点を通る線を臨床的
歯冠軸と設定した（左図）。⑷臨床的歯冠軸を歯冠平面に投影し，咬合平面と歯冠平面が交
差する線から歯冠平面上に垂線を引き，投影された臨床的歯冠軸と垂線がなす角度をアン
ギュレーションとして測定した（右図）。

図４ 基準平面と各角度の計測方法
X 平面，Y 平面，Z 平面を用いアンギュレーション，

ローテーション，インクリネーションの計測を行った。
図はⅠ級大臼歯関係の頬側面観。
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考 察

矯正歯科分野において咬合様式の評価には，本研
究で使用した非接触型３次元形状計測装置を用いる
方法９）の他に，セットアップ模型を製作する方法が
ある１０）。この方法は研究で頻繁に使用され，直接石
膏模型を使用するため，歯の形態の再現性は優れる
が，作業が煩雑であり，個々の歯の位置づけは術者
の経験による面が大きいと報告されている９）。一
方，３次元形状計測装置は石膏模型を形状入力する
ため，再現性はやや劣るが，咬合接触点を設定する
ことで，最小二乗法を用いて自動的に緊密な咬合接
触を得られる位置づけが可能であり，人為的影響を
排除できる利点を有する。そのため本研究では，非
接触型３次元形状計測装置を用いて第一大臼歯の咬
合様式の比較を行った。咬合接触点の設定は，
Jarabak ら７）の正常咬合の概念をもとに７点の咬合
接触点を第一大臼歯に設定した。また，第一大臼歯
のⅡ級大臼歯関係の咬合接触点については明確に記
述している報告はなかったが，Ⅰ級大臼歯関係の咬
合接触点をもとに，上顎第一大臼歯が上顎小臼歯約
７．０mm のスペースを近心に移動したと規定し，上
顎第一大臼歯の遠心頬側咬頭と下顎中央窩が咬合す
る位置で，上顎中央窩と下顎近心頬側咬頭，上顎近
心舌側咬頭と下顎近心窩，上顎遠心辺縁隆線と下顎
遠心頬側咬頭を対応させ，７点の咬合接触点を設定
した。

上顎片顎抜歯症例での上顎第一大臼歯の咬合様式
は，さまざまな臨床上の対応が提唱されている。
Ricketts ら１１）は最終的な咬合を設立する時に上顎大
臼歯を近心に回転させたままにしておく方が望ま
しい場合があると述べている。また，McLaughlin
ら１２，１３）は上顎片顎抜歯症例のアンギュレーションの
留意点として上顎第一大臼歯のバンドの近心をより
歯肉側に位置させるか，あるいは治療の最終段階で
ティップベンドを用いて歯冠を整直させ，ローテー
ションについては，０°のローテーションになって
いる上顎大臼歯用チューブを用いることを推奨して
いる。さらに，MBTTM（３M Unitek, St. Paul, USA）
を使用する場合は，上顎第一大臼歯に０°のロー
テーションが処方されている反対側の下顎第二大臼
歯用のチューブを用いることを推奨している。一方
で，平戸１４）はローテーションについて，スタンダー
ドエッジワイズアプライアンスシステムにおいて上
顎第一大臼歯のチューブを通常より遠心に装着する
か，トウインを入れないことを提唱している。本研
究においても上顎第一大臼歯はⅠ級大臼歯関係より
Ⅱ級大臼歯関係の方が近心傾斜し，近心回転してい
た。これは，上顎第一大臼歯の近心頬側咬頭が下顎
第二小臼歯と咬合するためにより舌側に位置させる
必要があり，上顎遠心頬側咬頭の内斜面が下顎遠心
咬頭から高位で頬側にある下顎遠心頬側咬頭と対合
するために上顎遠心頬側咬頭を低位で頬側に位置さ
せる必要があるためだと考えられる。また，上顎第

図５ アンギュレーションの計測値
上顎第一大臼歯のアンギュレー

ションは，AGⅠは６．３°±６．０°，
AGⅡは１．２°±６．２°であ り，有 意
な差（p＜０．０１）がみられた。

図６ ローテーションの計測値
上顎第一大臼歯のローテーショ

ンは，RTⅠは６．０°±５．９°，RTⅡ
は－８．７°±６．０°であり，有意な差

（p＜０．０１）がみられた。

図７ インクリネーションの計測値
上顎第一大臼歯のインクリネー

ションは，ICⅠは－１６．１°±６．５°，
ICⅡは－２０．７°±７．２°で あ り，有
意な差（p＜０．０１）がみられた。
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一大臼歯のローテーションを変えずに第一大臼歯を
Ⅱ級大臼歯関係に咬合させる場合は，上顎の第二小
臼歯部での幅径が広くなってしまうため，アーチ
フォームの調整としても近心ローテーションは必要
と考えられる。一方で，インクリネーションについ
ては上顎第一大臼歯のⅠ級大臼歯関係とⅡ級大臼歯
関係の違いを言及している報告はないが，本研究で
は上顎第一大臼歯は，Ⅱ級大臼歯関係の方がリンガ
ルクラウントルクが大きかった。これは上顎近心舌
側咬頭が広くて深い下顎中央窩ではなく，小さくて
浅い近心小窩と咬合するためだと考えられる。

本研究結果の臨床応用について，上顎第一大臼歯
のⅠ級大臼歯関係での咬合様式についての先行研究
を参考にして考察した。Andrews１５）は白人１２０名の
正常咬合者の石膏模型を計測し，上顎第一大臼歯の
アンギュレーションは５．７°，ローテーションは１０°，
インクリネーションは－１１．５°と報告している。瀬
畑１６）は日本人４１名の正常咬合者の石膏模型を計測し，
上顎第一大臼歯のアンギュレーションは５．２°，ロー
テーションは９．４°，インクリネーションは－１．７°と
報告している。小坂１７）は日本人３０名の正常咬合者の
石膏模型を計測し，上顎第一大臼歯のアンギュレー
ションは４．５°，インクリネーションは－９．８°と報告
している。さらに Watanabe ら１０）は日本人１２５人の
患者の初診時石膏模型を使用して作製したセット
アップ模型を測定し，上顎第一大臼歯のアンギュ
レーションは４．９°，ローテーションは１０．７°，イン
クリネーションは－９．８°と報告している。多くの研
究で上顎第一大臼歯のⅠ級大臼歯関係でのアンギュ
レーションは約５°，ローテーションは約１０°，イン
クリネーションは約－１０°であるとの見解の一致を
みている。これらのことより，本研究の上顎第一大
臼歯はⅠ級大臼歯関係と比較してⅡ級大臼歯関係は
アンギュレーションは５．１±４．９°整直し，ローテー
ションは１４．６±５．６°近心回転し，インクリネーショ
ンは－４．６±４．４°歯冠が頬側に傾斜していた結果よ
り，Ⅱ級大臼歯関係の上顎第一大臼歯のアンギュ
レーションは０°に，ローテーションは－４°に，イ
ンクリネーションは－１５°にするが妥当であると考
えられる。これらを参考に，現在の矯正歯科治療で
主に使われているプレアジャステッドアプライアン
スシステムにおける臨床的な対応として，上顎片顎

抜歯による治療を選択する場合に，上顎第一大臼歯
により整直させるためのバンドの位置を考慮し，イ
ンセットやトウアウトの付加的なワイヤーベンドの
必要性が示唆された。

結 論

矯正歯科治療の目的のひとつである上顎第一大臼
歯のⅡ級大臼歯関係での咬合様式の特徴を明らかに
するために，３次元画像を用いてⅠ級大臼歯関係と
比較検討したところ，以下の結論を得た。
１．Ⅱ級大臼歯関係はⅠ級大臼歯関係と比較してア

ンギュレーションは５．１±４．９°整直していた。
２．Ⅱ級大臼歯関係はⅠ級大臼歯関係と比較して

ローテーションは１４．６±５．６°近心回転していた。
３．Ⅱ級大臼歯関係はⅠ級大臼歯関係と比較してイ

ンクリネーションは－４．６±４．４°歯冠が頬側に傾
斜していた。すなわち，リンガルクラウントルク
が大きかった。
以上から，上顎第一大臼歯はⅡ級大臼歯関係では

Ⅰ級大臼歯関係とは異なるアンギュレーション，
ローテーション，インクリネーションを付与すべき
ことが示唆された。

本論文の要旨は，第７５回日本矯正歯科学会大会（２０１６年１１
月７日，徳島）において発表したものである。

著者の利益相反：開示すべき利益相反はない。
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Investigation of molar occlusal pattern in ClassⅡ molar relationship
by three-dimensional images
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treatment

This study comparatively investigated molar relationships using three-dimensional images to clarify the
characteristics of the upper first molar occlusal pattern in cases finishing in Class II molar relationships．

Thirty dental casts were selected from patients aged １０ to １６，excluding those with morphological
abnormalities． Based on point group data obtained with a three-dimensional non-contact scanner，three-
dimensional images of the maxillary and mandibular first molars were constructed using modeling
software． Seven points of occlusal contact corresponding to Class I and Class II molar relationships were
established in each cast． These points were superimposed using the least-squares method，and differences
in the angulation，rotation，and inclination of the maxillary first molars were calculated．

Comparison of the maxillary first molars in Class II molar relationships with those in Class I molar
relationships indicated an upright movement of５．１±４．９°． Furthermore，a mesial rotation of１４．６±５．６°
and a lingual crown torque of４．６±４．４°were noted．

This study suggests that the final angulation，rotation and inclination in cases finishing with Class II
molar relationship are different from those of Class I molar relationship．

（The Shikwa Gakuho，１１８：３１１－３１６，２０１８）

３１６ 岡嶋，他：Ⅱ級関係における第一大臼歯の咬合様式
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