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抄録：矯正歯科治療の目的の１つに咬合機能の改善

があるので，咬合機能について治療前後および保定

後で調査した。デンタルプレスケールを用い，咬合

面積，平均圧力および咬合力を測定した。対象者は

女子４１名で，治療前，治療後，保定１年以上経過後

の記録を採得し，次の結果を得た。咬合面積，咬合

力の変化では，治療前より治療後，治療後より保定

後の方が大きくなっていた。平均圧力の変化では，

治療前が最も小さく，治療後にやや大きくなり，保

定後に小さくなる傾向の群が多かった。以上より，

矯正歯科治療前後の評価の判定，動的治療終了の決

定にデンタルプレスケールは有効であった。矯正歯

科治療によって形態の改善はもとより，咬合機能に

おいても咬合面積が大きくなり，咬合力が大きく

なって咬合接触状態が改善されることが明らかと

なった。特に，動的治療後から保定後までの改善は

顕著であり，咬合の安定につながるものと示唆され

た。

緒 言

矯正歯科治療の目的は，患者自身の快適な機能的

咬合と調和した顔貌の獲得である１）。榎本２）によれ

ば，歯科矯正学の目標は咀嚼器官の構成的および機

能的不正の予防と改善であると記されている。機能

と形態の調和は，従来からの矯正歯科治療の課題で

あり，種々の研究がなされており，治療前後で咬合

機能の評価が出来れば，治療効果の判定が可能にな

るものと考えられる。不正咬合者は，正常咬合者に

比較して，咀嚼機能が低下しているといわれてい

る３～５）。これは不正咬合者の咀嚼機能が充分に発揮

されていないと考えられ，それを回復させることが

矯正歯科臨床の目的である６）。

デンタルプレスケールは，咬合接触状態を簡便か

つ短時間に測定できるので，それを使った研究７～１７）

は多い。補綴，小児歯科，口腔外科，矯正歯科等の

臨床分野において，機能の記録として用いられ，臨

床的有用性７，１４，１６～１８）は既に確かめられている。しか

し，これらの研究はほとんどが横断的研究であり，

同一被験者について経年的に追求した縦断的研究は

少なく，小児期の咬合機能の発育について調査した

大山１９）や広瀬ら２０）の研究があるのみである。また，

矯正歯科治療の前後を通じて比較検討したものは少

なく，治療による咬合の改善に伴う咬合機能の変化

を調査検討することは有意義であると考える。

本研究では，矯正歯科治療前後において咬合接触

の変化を調べ，歯列の改善と保定における咬合の安

定性について調査した。咬合機能の計測にはデンタ

ルプレスケールを用い，咬合面積，平均圧力および

咬合力を測定し，治療後の咬合の安定性を評価し，

治療の基準になるかどうかを検討した。

研究対象および方法

１．対象者

研究対象者は，矯正歯科医院においてマルチブラ

ケット装置によって矯正治療を行い，データの整っ

ている初診時年齢１１歳から２６歳未満の女子とした。

対象者として女子４１名（平均年齢１８．７８±６．９４歳）を

選出し，治療前，動的治療後および保定１年以上経

過後の記録を研究資料とした。対象者は，以下の条
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件を満たす者を選択した。

１）永久歯が揃い，第三大臼歯以外に欠損歯がない

こと

２）咬耗など，歯質の欠損が極めて少ないこと

３）治療を要する歯周疾患，クラウン以上の修復物

がないこと

４）唇顎口蓋裂がなく，全身的症候群ではないもの

５）矯正治療を単独で行い，顎矯正手術を受けてい

ないこと

６）顎関節に疼痛，開口障害などの異常がないこと

なお，全対象者には予め本研究の趣旨を充分に説

明し，研究に対する同意を得ている。

２．対象者の分類

１）不正咬合別：叢生群，上顎前突群および下顎前

突群

不正咬合は，叢生群，上顎前突群および下顎前突

群の主要３群に分類した。そのため，開咬群，交叉

咬合群，上下顎前突群および空隙歯列群は，各１名

のためこの群分けには含めなかった。従って，対象

者数の合計は，４１名中から３７名を用いた。

２）抜歯の有無：抜歯群，非抜歯群

抜歯群は，上下顎小臼歯を４本あるいは片顎小臼

歯のみを２本抜去した群であり，非抜歯群は抜歯を

行わなかった群である。対象者数の合計は，４１名で

ある。両群共，上下顎第三大臼歯の抜歯・非抜歯に

ついては考慮していない。

３）顎顔面形態別：Dolicho facial type 群（以後Do-

licho 群と略す），Meso facial type 群（以後Meso 群

と略す）およびBrachy facial type 群（以後 Brachy

群と略す）

Ricketts 分析法２１，２２）の計測で，顎顔面形態を決定

する５項目の分析値のうち，３項目以上が該当する

群に分類した（表１）。計測項目は，以下の通りであ

る（図１）。

� Facial axis：Pt と Gnを結んだ線とN-Ba を結

んだ線のなす角

� Facial depth：顔面平面とFH平面のなす角

� Mandibular plane：下顎下縁平面とFH平面の

なす角

� Lower facial height：ANS-Xi-Pmのなす角

表１ 顎顔面形態の分類法 （単位：degree）

Dolicho 群 Meso 群 Brachy 群

Facial axis ８３．０未満 ８３．０～８９．０ ８９．１以上

Facial depth ８４．８未満 ８４．８～９０．８ ９０．９以上

Mandibular plane ３２．９以上 ２４．８～３２．８ ２４．８未満

Lower facial height ５３．１以上 ４５．０～５３．０ ４５．０未満

Mandibular arc ２２．８未満 ２２．８～３０．８ ３０．９以上

表２ 対象者の分類 （単位：名）

対象者 合 計

不正咬合別

叢生群 １８

３７上顎前突群 ９

下顎前突群 １０

抜歯の有無
抜歯群 ２８

４１
非抜歯群 １３

顎顔面形態別

Dolicho 群 １８

４１Meso 群 ６

Brachy 群 １７

（不正咬合別ではその他４名を除外）

図１ 顎顔面形態を決定する計測項目
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� Mandibular arc：下顎骨体軸と下顎頭軸のなす

角

対象者の３つの分類は，表２に示すとおりである

（表２）。

３．咬合面積，平均圧力および咬合力の測定と統計

処理

１）測定装置

咬合面積，平均圧力および咬合力の測定装置は，

デンタルプレスケール５０Ｈ，Ｒタイプ（富士写真フ

イルム社製），専用評価装置オクルーザー（FUJI-

FILM DENTAL OCCLUSION PRESSUREGRA-

PH，FPD-７０３），データ集積用Macintosh Power

Book５３００CSおよび Power Mac Ｇ４（アップル社

製）により構成されている。また，咬合圧解析専用

ソフトはOccluzergraph-M version１．０（富士写真

フイルム社製）を用いた。

２）測定方法および分析方法

咬合面積，平均圧力および咬合力の測定は，対象

者をデンタルチェアーの背板を起こした状態で座ら

せ，頭部の位置を眼耳平面が床面と平行になるよう

安頭台に固定した。対象者に測定方法を充分に説明

した後，中心咬合位でしっかり噛めるように練習さ

せた。デンタルプレスケールは，３種類の中から歯

列と適合するものを選択し，口腔内の所定の位置に

挿入し，中心咬合位の状態で５秒間強く咬合させ

た。それを専用評価装置オクルーザーにて数値化

し，咬合面積（単位：mm2），平均圧力（単位：MPa）

および咬合力（単位：Ｎ）を計測した。治療前，動的

治療後および保定後におけるデンタルプレスケール

像の一例を示す（図２）。

３）統計処理

対象者は，治療前，動的治療後および保定後にお

いてそれぞれ測定し，その値を群別に統計処理し，

比較検討した。各群間の比較には，Tukey-Kramer

の多群比較による検定を行った。

ａ．治療前 ｂ．動的治療後

ｃ．保定後
図２ デンタルプレスケール像の一例

歯科学報 Vol．１０７，No．３（２００７） ２９５

― 29 ―



結 果

１．咬合面積における変化（表３）

不正咬合別における叢生群は，治療前では４．２８

mm2，動的治療後では４．１８mm2，保定後では８．０５mm2

であり，保定後に咬合面積は大きくなった。上顎前

突群は，治療前では３．０７mm2，動的治療後では３．５７

mm2，保定後では７．２５mm2 であり，保定後に咬合

面積は大きくなった。下顎前突群は，治療前では４．２０

mm2，動的治療後では４．５６mm2，保定後では６．８１mm2

であった。有意差の検定では，叢生群と上顎前突群

において，治療前／保定後，動的治療後／保定後に

有意差が認められた。

抜歯の有無では，抜歯群は，治療前では３．７８

mm2，動的治療後では３．６３mm2，保定後では６．５０mm2

であった。非抜歯群は，治療前では３．６２mm2，動的

治療後では４．５０mm2，保定後では７．９１mm2 であっ

た。両群共に，保定後に咬合面積が大きくなった。

有意差の検定では，両群において，治療前／保定

後，動的治療後／保定後に有意差が認められた。

顎顔面形態別におけるDolicho 群は，治療前では

３．１５mm2，動的治療後では３．２４mm2，保定後では５．６４

mm2 であった。Meso 群は，治療前では３．９０mm2，

動的治療後では５．４５mm2，保定後では６．３５mm2 で

あった。Brachy 群は，治療前では４．２７mm2，動的

治療後では４．０５mm2，保定後では８．５５mm2 であっ

た。全ての群において，動的治療後，保定後に咬合

面積が大きくなった。有意差の検定では，Dolicho

群と Brachy 群において，治療前／保定後，動的治

療後／保定後に有意差が認められた。

以上の結果をグラフに示した（図３）。治療前から

動的治療後の変化よりも，動的治療後から保定後ま

表３ 咬合面積の測定値 （単位：mm2）

治療前 動的治療後 保定後 治療前／
動的治療後

治療前／
保定後

動的治療後／
保定後Mean±S. D. Mean±S. D. Mean±S. D.

不正咬合別

叢生群 ４．２８±２．５６ ４．１８±１．９４ ８．０５±３．９７ n. s. ＊ ＊

上顎前突群 ３．０７±１．１１ ３．５７±２．２６ ７．２５±２．９２ n. s. ＊ ＊

下顎前突群 ４．２０±２．２９ ４．５６±２．７０ ６．８１±３．８１ n. s. n. s. n. s.

抜歯の有無
抜歯群 ３．７８±２．５２ ３．６３±１．８６ ６．５０±３．９２ n. s. ＊ ＊

非抜歯群 ３．６２±１．３８ ４．５０±２．５４ ７．９１±３．３４ n. s. ＊ ＊

顎顔面形態別

Dolicho 群 ３．１５±１．３７ ３．２４±２．０９ ５．６４±３．４９ n. s. ＊ ＊

Meso 群 ３．９０±２．５９ ５．４５±２．４７ ６．３５±２．５５ n. s. n. s. n. s.

Brachy 群 ４．２７±２．７１ ４．０５±１．７８ ８．５５±３．９５ n. s. ＊ ＊

n. s.：no significant，＊：５％有意水準

ａ．不正咬合別 ｂ．抜歯の有無 ｃ．顎顔面形態別
図３ 咬合面積の計測値
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での変化の方が大きいことが明確に示された。

なお，不正咬合３群間，抜歯の有無２群間，顎顔

面形態３群間における有意差の検定では，治療前，

動的治療後，保定後においてあまり差はなく，有意

差は認められなかった。

２．平均圧力における変化（表４）

不正咬合別における叢生群は，治療前では４８．４７

MPa，動的治療後では５０．２８MPa，保定後では４９．５１

MPa であった。上顎前突群は，治療前では４５．８８

MPa，動的治療後では５５．２０MPa，保定後では４８．５０

MPa であった。下顎前突群は，治療前では４５．５２

MPa，動的治療後では５６．５４MPa，保定後では５４．５６

MPa であった。有意差の検定では，３群共に，全

てにおいて有意差は認められなかった。

抜歯の有無における抜歯群は，治療前では４６．５０

MPa，動的治療後では５２．４０MPa，保定後では５２．４１

MPa であった。非抜歯群は，治療前では４９．０９

MPa，動的治療後では５４．８１MPa，保定後では，４８．６２

MPa であった。有意差の検定では，両群共に，全

てにおいて有意差は認められなかった。

顎顔面形態別におけるDolicho 群は，治療前では

４６．２３MPa，動的治療後では５２．３４MPa，保定後で

は５３．３１MPa であった。Meso 群は，治療前では５３．３０

MPa，動的治療後では４６．８３MPa，保定後では５３．０７

MPa であった。Brachy 群は，治療前では４６．３６

MPa，動的治療後では５６．２７MPa と大きくなり，保

定後では４８．３３MPa であった。Meso 群では動的治

療後に平均圧力が低くなったが，Dolicho 群，Brachy

群では高くなっていった。有意差の検定では，

Brachy 群において，治療前／動的治療後，動的治

療後／保定後に有意差が認められた。

以上の結果をグラフに示した（図４）。治療前から

動的治療後にかけて，また動的治療後から保定後に

かけてあまり大きな変化ではないことが示された。

なお，不正咬合３群間，抜歯の有無２群間，顎顔

表４ 平均圧力の測定値 （単位：MPa）

治療前 動的治療後 保定後 治療前／
動的治療後

治療前／
保定後

動的治療後／
保定後Mean±S. D. Mean±S. D. Mean±S. D.

不正咬合別

叢生群 ４８．４７±１１．７１ ５０．２８±１２．０５ ４９．５１±７．３８ n. s. n. s. n. s.

上顎前突群 ４５．８８±４．５４ ５５．２０±９．７７ ４８．５０±９．８１ n. s. n. s. n. s.

下顎前突群 ４５．５２±１４．３１ ５６．５４±６．２５ ５４．５６±７．５２ n. s. n. s. n. s.

抜歯の有無
抜歯群 ４６．５０±１１．８５ ５２．４０±１１．１２ ５２．４１±９．１８ n. s. n. s. n. s.

非抜歯群 ４９．０９±９．００ ５４．８１±８．２８ ４８．６２±７．２１ n. s. n. s. n. s.

顎顔面形態別

Dolicho 群 ４６．２３±７．５５ ５２．３４±１２．４２ ５３．３１±９．９１ n. s. n. s. n. s.

Meso 群 ５３．３０±１７．０１ ４６．８３±７．０１ ５３．０７±５．５５ n. s. n. s. n. s.

Brachy 群 ４６．３６±１１．６１ ５６．２７±７．７２ ４８．３３±７．７５ ＊ n. s. ＊

n. s.：no significant，＊：５％有意水準

ａ．不正咬合別 ｂ．抜歯の有無 ｃ．顎顔面形態別

図４ 平均圧力の計測値
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面形態３群間における有意差の検定では，治療前，

動的治療後，保定後において有意差は認められな

かった。

３．咬合力における変化（表５）

不正咬合別における叢生群は，治療前では１９１．５３

Ｎ，動的治療後では２１６．３２Ｎ，保定後では３８０．３１Ｎ

であった。上顎前突群は，治療前では１３９．８１Ｎ，動

的治療後では１８５．８７Ｎ，保定後では３３７．７９Ｎであっ

た。下顎前突群は，治療前では１９０．２３Ｎ，動的治療

後では２４６．７３Ｎ，保定後では３４８．６８Ｎであった。３

群共に，動的治療後および保定後の咬合力は大きく

なった。有意差の検定では，３群において治療前／

保定後に，叢生群と上顎前突群において動的治療後

／保定後に有意差が認められた。

抜歯の有無における抜歯群は，治療前では１６７．０７

Ｎ，動的治療後では１９１．５６Ｎ，保定後では３１９．２１Ｎ

であった。非抜歯群は，治療前では１７５．４８Ｎ，動的

治療後では２３５．１８Ｎ，保定後では３７３．０１Ｎであっ

た。両群共に，動的治療後および保定後の咬合力は

大きくなった。有意差の検定では，両群共に，治療

前／保定後，動的治療後／保定後に有意差が認めら

れた。

顎顔面形態別におけるDolicho 群は，治療前では

１４２．７６Ｎ，動的治療後では１６８．８２Ｎ，保定後では

２７９．８３Ｎであった。Meso 群は，治療前では１８３．５５

Ｎ，動的治療後では２７２．１０Ｎ，保定後では３２８．６５Ｎ

であった。Brachy 群は，治療前では１９３．４２Ｎ，動

的治療後では２２０．５８Ｎ，保定後では３９８．７２Ｎであっ

た。３群共に，保定後の咬合力は大きくなった。有

意差の検定では，Dolicho 群と Brachy 群において，

治療前／保定後，動的治療後／保定後に有意差が認

められた。

以上の結果をグラフに示した（図５）。治療前から

表５ 咬合力の測定値 （単位：Ｎ）

治療前 動的治療後 保定後 治療前／
動的治療後

治療前／
保定後

動的治療後／
保定後Mean±S. D. Mean±S. D. Mean±S. D.

不正咬合別

叢生群 １９１．５３±１０４．４０２１６．３２±８１．０２３８０．３１±１４０．６４ n. s. ＊ ＊

上顎前突群 １３９．８１±４４．６５１８５．８７±１０６．０３３３７．７９±１３８．７８ n. s. ＊ ＊

下顎前突群 １９０．２３±１１６．２７２４６．７３±１２４．００３４８．６８±１５２．２４ n. s. ＊ n. s.

抜歯の有無
抜歯群 １６７．０７±１０８．８３１９１．５６±８５．９８３１９．２１±１５４．２９ n. s. ＊ ＊

非抜歯群 １７５．４８±６７．７６２３５．１８±１１４．６３３７３．０１±１３８．３８ n. s. ＊ ＊

顎顔面形態別

Dolicho 群 １４２．７６±５２．２８１６８．８２±９３．６２２７９．８３±１５３．４１ n. s. ＊ ＊

Meso 群 １８３．５５±１１４．７４２７２．１０±１０９．１６３２８．６５±１０７．３１ n. s. n. s. n. s.

Brachy 群 １９３．４２±１２２．３４２２０．５８±８３．２６３９８．７２±１４０．６７ n. s. ＊ ＊

n. s.：no significant，＊：５％有意水準

ａ．不正咬合別 ｂ．抜歯の有無 ｃ．顎顔面形態別
図５ 咬合力の計測値
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動的治療後の変化よりも，動的治療後から保定後ま

での変化の方が大きいことが明確に示された。

なお，不正咬合３群間，抜歯の有無２群間，顎顔

面形態３群間における有意差の検定では，保定後の

Dolicho 群／Brachy 群だけに有意差が認められ，

Brachy 群の咬合力が大きかった。

考 察

１．測定装置について

富士写真フイルム社が開発したデンタルプレス

ケールの原理は，発色剤層の種々の大きさのマイク

ロカプセルが圧力に応じて破壊され，その中の無色

透明のロイコ染料が顕色剤層に吸着，化学反応によ

り赤色に発色する。対象者がそのシートを咬合した

後，出来るだけ早く専用評価装置オクルーザーに挿

入し，その発色濃度および面積の経時的変化１６，２３）の

影響を受けないようにして記録した。Occluzer-

graph-M version１．０により解析し，そのデータを

直ちにパーソナルコンピュータに入力した。デンタ

ルプレスケールは非常に簡便に検査ができ，客観的

に数字で表示，記録できることは大変効果的であっ

た。

２．咬合面積と咬合の安定性について

平沼２４）は，咀嚼効率を調べ咬合面積との間に有意

な相関関係があると報告し，Kitafusa２５）は，咬合面

積が増大すると咬合力も増加し，咬合が安定すると

述べている。中尾２６）は，正常天然歯列において各歯

種は必ず接触していると報告している。

不正咬合は，矯正治療によって歯の排列状態が改

善され，咬合状態も良好になるが，機能的に改善さ

れたかどうかは明らかではない。咬合面積や咬合力

は，歯間接触，歯根膜，歯槽骨などの支持組織の状

態によっても異なるであろう。治療前の状態から動

的治療終了に至った直後では，まだこれらの状態は

不安定であり，保定期間に入ってから安定度が高

まっていくと考えられる。その安定度は，歯の移動

量，不正咬合の種類，個体差などによって違いがあ

り，治療後の咬合状態，治療術式など多くの要因に

よっても異なるであろう。患者自身の咬合の安定が

維持され，咀嚼筋がなじんできて咀嚼機能が向上し

てくれば，咬合接触状態も高まり咬合力も増加する

と考えられ，その結果，後戻りも少なくなるものと

考えられる。斎藤ら２７）は，横断的比較分析におい

て，矯正治療により咬合力は増加する傾向が示され

たと報告しているが，本研究でも保定後において咬

合力が増加し，咬合面積が増大していたなど同様の

結果であった。矯正治療が進行し不正咬合が改善さ

れてくると，個々の歯が良好に排列し咬合機能も改

善され，ほとんどの対象者で咬合面積および咬合力

においては，治療前から動的治療後ではあまり変化

はないが，保定後で大きく増加する傾向が認められ

た。これは，動的治療後では必ずしも咬合接触が緊

密ではないことになり，装置を除去した直後は一見

咬合が緊密なようにみえるが咬頭と斜面や窩，ある

いは斜面と裂溝などが充分に咬合していない状態を

示している。それが上下顎保定装置になると，ワイ

ヤーで連結されていた各歯牙が自然の咬合機能に戻

り，歯牙の接触関係はより緊密になり，数値も上昇

してきたものと推測される。咬合力の増加に関して

は，年齢の増加に伴う筋力の増大によることも考え

られる。動的治療の終了，保定の咬合状態を視診の

みならず，デンタルプレスケールでの評価チェック

を採り入れると，保定における機能的な改善を客観

的に評価することができると考えられる。

３．結果の比較検討

咬合面積における不正咬合別３群の比較では，最

も高い値は保定後の叢生群で，保定後の上顎前突群

と下顎前突群は近い値であった。Kitafusa２５）の報告

によれば，各不正咬合者間の咬合面積，平均圧力，

咬合力は下顎前突症が最も高く，次いで叢生，上顎

前突症，交叉咬合，開咬の順であった。また，粥

川１５）らは，正常咬合者との比較を行って，不正咬合

者の咬合面積は低いと報告している。今回の測定結

果からは，必ずしも下顎前突群が全ての点で高い値

ではなかったが，Kitafusa２５）の研究は男女分けを

行って出しているものではないので，本研究のもの

と正確に比較はできないものと考えられる。

咬合力における治療前の抜歯群と非抜歯群の間に

は，やや非抜歯群が高い値を示しているものの大き

な差ではなかった。治療前ではまだ抜歯が行われて

いないので，その差異が無いからだと考えられる。

２本であっても４本であっても，抜歯を行うことに
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より歯数は減少するので，有意ではないが非抜歯群

の咬合力は，やや大きい値を示した。

顎顔面形態別３群の比較では，Ricketts ら２１）は，

顎顔面形態を不正咬合との関連づけで診断と治療計

画を考えることが重要であるとして，次のように記

載している。「Meso facial type は大臼歯の咬合が

Class Ⅰであり，中顔型で調和のとれた筋組織であ

る。Dolicho facial type は，Class Ⅱ-div.１に関連が

深く，顔貌は長顔型で筋力は弱く，下顎角は鈍角を

示し，下顎は下方への発育が大きい。Brachy facial

type は，Class Ⅱ-div.２に多く見られ，短顔型であ

り，横幅が広く，下顎骨が角張っている。成長のベク

トルは前方要素が強く，筋の発育パターンも有利に

働く。」Proffit ら３）および朴２８）は，Dolicho facial type

はMeso facial type，Brachy facial type よりも筋

電図波形が低く，筋力が弱いと報告している。Kita-

fusa２５）の報告では，Facial type 別に検討し，咬合面

積および咬合力がBrachy facial type で最も高い値

で有意差が認められ，Meso facial type，Dolicho fa-

cial type の順で低くなっていると述べている。さ

らに稲葉１８）は，最大咬合力と顎顔面形態との関係に

ついて定量的な検討を行い，咬合力の平均値は

Brachy facial type が最も大きく，次いでMeso fa-

cial type，Dolicho facial type の順であったと記載

している。本研究においても，Dolicho 群は咬合力

が低い傾向が認められ，動的治療後，保定後と矯正

治療が進んでもDolicho 群の値は低かった。

結 論

矯正治療前後の咬合変化に伴う咬合面積，平均圧

力および咬合力の推移を解明することを目的とし，

対象者に女子４１名を用い，比較検討したところ以下

の結論を得た。

咬合面積，咬合力においては，治療前，動的治療

後および保定後と増加がみられ，特に動的治療後か

ら保定後にかけて有意に増加した。平均圧力におい

ては，動的治療後，保定後と大きな変化は見られ

ず，有意差も認められなかった。このことから，矯

正治療によって咬合面積と咬合力は保定後に有意に

大きくなり，平均圧力はあまり変化しないことが明

らかとなった。不正咬合別の３群，抜歯の有無の２

群，顎顔面形態別の３群での有意差検定において

は，全て有意差は認められなかった。

矯正歯科治療前後の評価の判定，動的治療終了の

決定にデンタルプレスケールは有効であった。矯正

歯科治療によって形態の改善はもとより，咬合機能

においても咬合面積が大きくなり，咬合力が大きく

なって咬合接触状態が改善されることが明らかと

なった。特に，動的治療後から保定後までの改善は

顕著であり，咬合の安定につながるものと示唆され

た。

本論文の要旨の一部は，第２８１回東京歯科大学学会例会

（２００６年６月３日，千葉）において発表した。
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Change in occlusal function，a primary objective of orthodontic treatment，was studied at before and

after treatment and at after retention． Occlusal contact area，average pressure，and occlusal force

were measured according to the Dental Prescale system in 41 female patients．

The results revealed no change in most patients at immediately after active treatment from at before

treatment． However，changes were observed between at before treatment and at after retention．

Average pressure tended to increase slightly at after active treatment，then decreasing at after reten-

tion． Occlusal force was greater at after active treatment，increasing again at after retention． This

showed that occlusal contact area and occlusal force increased significantly after the retention period．

Average pressure remained largely unchanged．

In conclusion，the Dental Prescale system provides reliable results for the comparison of occlusal pat-

terns at before and after treatment，and is helpful in deciding when to end active treatment． It was re-

vealed that occlusal contact status was improved by the changes in occlusal area and force，as well as den-

tal arch form brought about by orthodontic treatment． The improvement between at after active treat-

ment to at after retention，in particular，was remarkable，suggesting that such treatment is effective in

obtaining occlusal stability． （The Shikwa Gakuho，１０７：２９３～３０２，２００７）

北總：矯正歯科治療前後における咬合接触の変化３０２

― 36 ―


