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

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

Title 歯垢沈着および歯齦炎の評価に関する測色的研究

Author(s) 吉川, 満里子

Journal 歯科学報, 92(5): 867-883

URL http://hdl.handle.net/10130/2085

Right



867

原　　　　著-

歯垢沈着および歯敵炎の評価に関する測色的研究*

吉川満里子

松本歯科大学口腔病理学講座

(指導:枝　憂夫教授)

(1992年1月7日受理)

Color-Analysis Evaluation of Dental Plaque Deposition and Gingivitis

Mariko Yoshikawa

Department of Oral Pathology, Matsumoto Dental College
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歯塩沈着の程度および歯敵炎の病態は長い間肉眼的に

判断されていた1-12)が,今日では多くの指数が設定さ

れ,それによって比較検討されるようになった｡その一

つに歯垢や歯敵の色調変化を測定する方法がある｡

現在,口腔内の色彩を客観的に測定する方法には,第

一は視感比色法,第二はカラーフィルムを用いた測色方

汰,第三は色彩計を用いて口腔内で対象を　接副色する

方法があるo第-の視感比色法は,色の差が小さい場合

には測定する者の判断能力によって影響される｡また,

肉眼による比色法は,副定時の環境などの諸条件によっ

て著しい影響を受けるばかりでなく,色を数値化および

定量化することはできず,特に経時的変化を表現するこ

とはほとんどできないO第二のカラーフィルムを用いる

副色方法は写貢という性葉上,撮影条件や現像条件や観

潮条件による微妙な色彩変化が考慮されなければならな

い｡第三の色彩計を用いて直接副色する方法は,測色精

度が高く敬小範囲の潮色も可能であり,また試料そのも

のを直接測色し即座に剃色値を読み取ることができ,

データ-処聾が敏速に行える方法であるo

従来,歯牙の色に関してはClark13)をはじめとして

種々研究がなされてきたが,視感比色法であるため色を

*本論文の要旨は第30回歯科基礎医学会総会(昭和63年
10月10日,福岡)および第37回日本口腔衛生学会総会
(昭和63年10月22日,広島)において発表した｡

客観的にとらえることはできなかった｡しかし近年光学

器械の著しい進歩により,客観的な口腔内の色の測定お

よび表示が可能になった｡中川14)は,ファイバーカラリ

メーターFC-101D型⑪により天然歯の歯冠色を詳細

に把擾し,香田15)はDigital Color andColor fDiffer-

ence Meter 303工)型⑪を用い日本人歯牙の色調について

検索した｡さらに,綿矢ら16)は,客観的に乳歯歯冠色を

刺色する事をE]的にColor and Color Difference

Meter 10011)P型⑧を使用して乳前歯の測色を行った｡

-方,歯顔色を光学器械を用いて測定した研究として

は,健康歯敵と歯周疾患歯敵について,新秋小面色彩計

CM- 5A型⑪を使用した等々力17)の報吾があるo　また

坂宙ら18)は,歯敵皮弁手術前後の歯敵色変化を,測色計

であるファイバーカラリメーターFC-101D型⑪を用

いて観察し, Jonesら19)は,健康歯敵色について報害し

ている｡さらに西田ら20)健康歯顔色,金属焼付けポー

セレン冠装着後の歯敵色変化について,ファイバーカラ

リメーターFC-101D型⑪を使用した場合の,種々の

測定条件や環境条件による影響について検討した｡

さて,歯敵炎の発現に関与しているのが,歯垢である

といわれている1,2)｡特に,歯敵線上の歯垢をコント

ロールすることは,歯叡縁下の歯垢確立に影響を与え,

歯周病予防の上で重要であると考えられているが,歯垢

沈着状況および歯叡炎の二つを同時に,器械的に評価し

た方法は今まで見られなかった｡
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そこで,今回著者は,光学器械であるスガ試験機製直

読測色色差コンピューター・CDE-CH- 4型を使用し

て,歯垢沈着および歯敵炎を色彩情報として数値的に示

し,臨床的,疫学的に客観性のある評価にすることをE]

的として本実験を行った｡まず,霊長類のニホンザル

(Macacafuscata)の口腔内を細色し,ブラッシング実

施による変化,ブラッシング中止による変化について検

索し,さらに,ヒトの口腔内測色実験を加えて,臨床へ

の応用についても比較検討した｡

材料と方法

動物実験1,実験2,およびヒトの実験3を設定し

た.ブラッシング実施による歯牙および歯敵の色変化を

実験1,ブラッシング中止による歯牙および歯敵の色変

化を実験2 ,臨床-の応用でとトの歯牙の色変化を実験

3とし,測色実験を行った｡

色彩測定装置としては,直読潮色色差コンピューター

CDE-CH- 4型⑪を使用した｡この装置は測定検知

那,計測部及び光源用電圧装置に分かれ検知部は,グラ

スファイバーと受光器の組合わせからなり,計測部は,

コンピューターを内蔵している｡光源は12V50Wの-ロ

ゲンランプであり,光源ランプから出た光は,レンズを

通ることにより光が収束され,グラスファイバーを通り

受光器に達し物体に当たる｡当たった反射光は受光器が

キャッチして,復路のグラスファイバーにより光電変換

部に達し,ここで三刺激室に分かれ電気信号に変わるの

である｡

また,木研究の色差表示としてはHunterのLab空

間によるLab系色差式(Hunterの色差ニノを用いた｡

HunterのLab系色差式において, Lは明度指数で,

白から窯までの明度変化を示し, abは色度指数で, a

は(+)が赤を, (｣が縁を, bは(+)が責, (｣が青を

表す｡三刺激値(XYZ)との関係は, L-10YT, a-

17.5(1.02X-Y)/Y与, b-7.0(Y-0.847Z)/YT,

である｡

そして, Lab空間に基づくA色を(Ll?a.ubj),色

をcu b2)とし, ABの差を(△L, △a, △b)と

すると色差△Eは, △E(Lab)- [(△L)2+(△a)2+
1

(△b)2]で示される(図1)o

副色実験の実験動物にはメスのニホンザル(Macaca

fuscata)12頭を用い,桐野ら21'の方法による推定年麻

ではすべて8. 5歳以上であった｡飼育には各々個別に鉄

製のケージを使用した｡飼料は,固型飼料(オリエンタ

ル酵母KK製, AB袋)を与えたo　なお水は自由に摂叡
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Hunter chromaticity diagram
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図1　Hunterの表色系

できるようにしたo　実験に際しケタラール筋注(10

mg/kg)麻酔を行い, 2%ネンブタールを(1 g/kg)

静達して屠殺したo

測色実験において上下顎前歯部唇側の歯垢沈着状態

を,直読測色色差コンピューター@で実験前後に測っ

たo測定方法は受光器の先端が測定部位にフェザータッ

チで接するよう直角に固定し,同一部位について5回測

定し,その平均値を求めた.測色は±0.1の範囲の差が

待られるまで操作を繰り返し行った.

実験1 :ブラッシング実施による変化

毎日ブラッシングを一週間続けたサルを実験群(ブ

ラッシング群),そのまま放置したサルを対照群(放置

群)とした｡実験1の実験計画においては,野口6))の

方法を参考にした｡すなわち, 6週間の実験期間を斯問

1と期間2に分け,各々の期間に2週間の予備期間と1

週間の実験新聞を設け,実験期間1では対照君としてNo.
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1からN0.3のサル3頭を,実験群としてN0.4からN0.7の

サル4頭を用いた.実験親間2では実験群と対照群とを

交替して,対照群としてN0.4から0.7のサル4頭を,実

験群として0.1からN0.3のサル3頭を用いた｡従って,

いずれのサルも同一の実験条件になり,個体差がなくな

り,実験に再現性があるようになった(表1)｡

実験1の予備期間の初めに前処置としてスケーリング

およびブラッシングを行い,歯垢,歯石を完全に除去し

た.その後2週間スケーリングの影響を除き,予備期間

の終わりにブラッシングのみを行い,歯垢の沈着がない

状態にした｡

ブラッシングは1冒1回の割合で,スクラッピング法

を用いて,上下顎前歯部唇側のみ1ヵ所40回ずっ毎日ほ

ぼ一定時刻に行った｡そして,上下項前歯部膏側歯敵の

色を実験前後に測定し,さらに,歯垢染色剤を塗布し水

洗した後,歯垢沈着状態を実験前後に測色した｡

この測定方法と並行して,従来より実施されている肉

眼的方法の一つであるElliottらのNavy plaque index

modified22>を用いて比較検討した｡さらに,実験前後

の上下顎前歯部唇側歯敵の色を測定すると同時に,歯敵

炎の程度をPMA index23)を用いて評価した｡

潮色部位は歯牙1歯につきNavy plaque index

modifiedのA～I部9ヵ所を選定,上下顎前歯部唇側

12歯の計108ヵ所を測色した.また歯敵においては,

PMA indexの歯間乳頭歯献,辺縁歯敵,付着歯敵の3

部位を選定,上下顎前歯部唇側12歯のうち,歯間乳頭歯

叡10ヵ所,辺縁歯敵12ヵ所,付着歯敵12ヵ所の計34ヵ所

を細色した(図2)0

表1　ブラッシング実施による変化を評価するための
実験計画

実験期間 1 実験斯問 2

予備期間 実験期間 予備斯間 実験鋤間

( 2週間) ( l過問) ( 2 週間) ( 1 週間)

サルNo.1 光前処置 対照群 ※前処置 実験群

i

No.3

(放置) (ブラッシング)

サルNo.4 ※前処置 実験群 ※前処置 対照群

L

No.7

(ブラッシング) (放置)

※:初めにスケーリングおよびブラッシングを行い,
2週間後にブラッシングのみを行う｡
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実験2 :ブラッシング中止による変化

実験2にはN0.8からNo.12のサル5衰貢を用い, N0.8のサ

ルを対照, No.9,10,ll,12のサル摘貢を実験啓とした｡

これら5頭のサルに対し,予備期間の初めに前処置と

してスケーリングおよびブラッシングを行い,歯垢.歯

石を完全に除去した｡その後, 3週間隔日1回ブラッシ

ングを実施し,歯牙に歯垢の沈着がなく歯敵の状態を正

常に近くした｡ブラッシングはスクラッピング法を用

い,上下項前歯部唇側のみ1カ所40回ずつ,ほぼ一定時

刻隔日に行った.その後実験前に上下顎前歯部魯側歯敵

の色を測り,さらに歯垢染色剤を塗布し水洗した後,上

下顎前歯部唇側の歯垢沈着状態を測った｡対照群のサル

N0. 8は予備期間後に屠殺して,適法に従い歯敵の病理組

織標本を作製した｡実験期間中はブラッシングを中止し

た｡ 1週間例はサルN0.9とNo.10の2亮貢である｡実験1週

間後に,肉眼では判定できない臨床的に症状の認められ

ないような初斯の歯敵炎の色彩を客観的に光学器械で数

値として表現するために,直読測色色差コンピューター⑪

により制定した｡その後実験動物を屠殺し,適法に従っ
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て歯敵の病理組織標本を製作し比較検討した｡さらに,

高度な歯敵炎-の移行過程を数値的に待るために,実験

1ヵ月例のサルNailとNo.12について歯敵を刺定した後,

先と同様に歯敵の病理組織標本を作製して比較観察した

(表2)｡

対照(サルNo.8),実験1週間例(サルNo.9, No.10),実

験1ヵ月例(サルNo.ll, No.12)より待られた歯牙および歯

敵は以下の方法により,病建組織標本標本を作製したo

試料は10%中性ホルマリン液で1週間固定後, 10%ギ

酸ホルマリンにて1ヵ月脱灰し,水洗後増強アルコール

にて脱水を行い,エーテル･アルコール(1 : 1)に浸漬

し,その後適法に従いセロイジン包哩を行った｡

70%アルコールに浸漬した切片は,約20pの厚さに薄

切し, H-E染色を施した｡

実験3 :臨床への応用

被験者65名(男性42名,女性23名)の上下顎前歯部の酋

側を評価対象とした｡評価対象部位は,臨床的に健康な

歯周組織を有する者で,歯列不正や歯冠修復物,商蝕の

ない18-23歳の全身状態に特記すべき疾病を認めない者

を対象者とした｡測色は実験前の歯牙の色,ブラッシン

グ前歯垢染色剤で染色水洗後の歯牙の色,ブラッシング

後染色水洗後の歯牙の色の3回で,測定値はHunterの

L(明度)ab(色度)より求められる△E(色差)で表し,歯

垢沈着の評価とした｡

結　　　　　果

実験1 :ブラッシング実施による変化

1.肉眼的所見

ブラッシング群における2週間の予備新聞後の実験前

においては(図3),スケーリングによる出血その他の影

響は除かれていた｡その後1週間毎日ブラッシングを続

表2　ブラッシング中止による変化を評価するための実
験計画

予備親問 実験期間

(※ 前処養) (ブラッシング中止)

サルNo.8 対照輩 3 週間

1週間No.9 実験群 3 週間

No.10実験群 3週間 l過問

Na il実験群 3週間 ( 1週間) 1 カ月 (計)

No.12実験群 3 週間 ( l過問) 1 カ月 (計)

※:初めにスケーリングおよびブラッシングを行い

さらに隔E] 1回ブラッシングを継績する｡

ー100

けた状態の実験後染色前においては,歯敵炎の改善が肉

眼的に判定できた(図4)｡また実験後染色後において

は,歯牙の歯垢沈着もほとんど認められなかった(図5)｡

放置群については予備期間後の実験前において,ブ

ラッシング群と同様スケーリングやその他の影響は除か

れていた(図6)o実験期間1週間放置した実験後染色前

において,歯敵はブラッシング群と比較してわずかに発

赤を示した(図7).実験後染色後において,歯牙はブ

ラッシング群と比較して歯塩の沈着が肉眼的に観察され

た(図8)｡

2.Lab測色値

実験期間1において,ブラッシング群と放置群の剃色

値は,実験前後において実験群歯牙の明度Lの平均値

が,実験前56から実験後54とわずかに変化したが,それ

に比べて対照群の歯牙Lは,実験前55から実験後43と変

化し,明度が実験後にかなり低下した｡また実験前後に

おいて,実験群の歯敵のLは実験前37から実験後43と明

るくなったが,対照君の歯敵のLは実験前34から実験後

32と明度が逆に低下した｡

さらに,色度a,bについて見ると,実験群において

は,実験前後における歯牙の色度変化は,aが実験前5

から実験後13,bが実験前17から実験後14で,黄色系の

範囲であったo対照群においては,実験前aが9,bが

15で黄色系であったが,実験後aが42,bが11で赤色系

に変わった｡

また歯敵においては,実験群のaが実験前27実験後

20,bが実験前5実験後6となり,実験後赤色が薄く

なったのに比べて,対照群のaは実験前27から実験後

30,bは実験前5から実験後4と変わり,わずかではあ

るが濃い寺色になった(図9)｡

実験県と対照群を交替させた実験期間2についても同

様な結果を得た(図10)｡

3.Navyplaqueindexmodified

従来の肉眼的評価であるElliottらのNavyplaque

indexmodifiedについて,実験前歯垢指数を0とした

場合,実験期間1は実験群3.25点,対照群333
.｡｡点とな
り実験ま酎ま低い値を示した｡実験期間2についても同様

であった(図11)<

4.PMA指数

歯敵の肉眼的評価であるPMA指数を調べた結果,

歯敵炎評価点数は実験期間1において寒験前後,実験群

は7点から4点に,対照群は7点から8点になり,ブ

ラッシング群は実験後,歯敵炎評価点数の値は低くなっ

た｡実験期間2においても同様の結果であった(図12)｡
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図3 ブラッシング実施に去る変化を検索する窄めの実験前口腔内写真  
囲4 プラヅシンダ実施による変化を検索するための染色飼口腔内写真  
囲5 ブラッシング実施によ各変化を検索するための染色後口陛内写真  
図6 対照群の襲験野口脛肉写真  
囲7 対臓群の染色前出脛肉写真  
囲8 対廠群の染色後口艇内写真  

豆．幽．実験期聞2は△正孔4＆と、なり．爾来険観閲共実験   5．△E  

著者野庭読剃色色差コンピューター愈たよる実験前後  前後め色の菱はわずかであるが，対照群であるこ放置群は  

の測色嘩であるL丘bより求めるれる△Eにより判定す  夷額潮間1で△E弧13，宰検潮間2で△五紙拇にな  

ると．歯垢め沈着状態を姦した歯牙の色について軋実  り，両案廉期間共に実験前後の色の差はかなりあ？たこ  

験1の実験群であるブラッシング群で実験期聞1ほ△E  とを牽していた。  

一10ト   
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図9　ブラッシング実施によるLab指数の変化
(実験新聞1)

○:実験前の歯牙の色　●:実験後の歯牙の色
△ :実験前の歯敵の色　▲:実験後の歯敵の色

E:ブラッシング群　C:放置群

図10　ブラッシング実施によるLab指数の変化
(実験期間2 )
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図11ブラッシング群と放置群のNavyplaque
index modified

さらに,歯敵の色はブラッシング群で実験期間1は

△E8.87,実験期間2は△E9.10となり,両実験期間共

に実験前後に色の差があり,放置群では実験新聞1が

△E3.79実験斯問2が△E5.07となり,両実験期間にお

いて,実験前後の色の差がわずかに見られたことを示し

ていた｡
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△ :実験前の歯醇炎症　▲ :実験後の歯敵炎症
評価点数　　　　　評価点数

E:ブラッシング群　C:放置茸

図12　ブラッシング群と放置群のPMA指数

6.歯垢沈着に関するt検定

色差△Eについて,実験群であるブラッシング群と対

照群である放置群との統計学的有意差をStudentの

t検定により行った結果,ブラッシング群と放置群との

間には,有意水準).01で有意差が観察された(表3)｡す

なわち,これはブラッシングの実施による歯垢沈着の抑

制を数値的に表現している｡しかし,サルによる個体差

および各実験期間の差は見られなかった｡

7.歯叡炎に関するt検定

実験前後の色差△Eをt検定で検定し有意差を求め

た｡ブラッシング群と放置君羊を比較すると,有意水準

0.01でブラッシング群の実験期間1,実験斯問2ともに

有意差が見られた(表4)｡これは,ブラッシングを実施

したことによる歯敵の状態と,ブラッシング中止による

歯敵の状態との差を色彩的に示しているo

表3　歯牙測色値の△E(実験1)

実験期間 1 実験期間 2

M ea′n S .D . M ean (S .D .)

実験欝l ブラッシング群

対照群- 放置群

8.69 (0.66.13 (1. 5

** : P<0.01 (Studentのt検定)

表4　歯強制色値の△E(実験1)

実験期間 1 実験斯 間 2

M ean (S .D .) M e an (S .D .)

実験群- ブラッシング群

対照群l 放 群

8. 87(0.87

** : P<0.01 (Studentのt検定)
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実験2 :ブラッシング中止による変化

1.肉眼的所見

ブラッシング中止による変化を示す口腔内写裏におい

て,対照再では歯敵の炎症の改善が肉眼的に判定できた

(図13)｡

実験1週間の予定であるサルにおいて, 3週間隔日1

回ブラッシングを続けた予備親間後では,歯敵の炎症の

改善が肉眼的に判断できた(図14)｡ブラッシング中止1

週間後の実験啓の肉眼写莫において,歯垢付着および歯

敵の炎症はあまり見られなかった(図15)c

実験1ヵ月の予定であるサルにおいて, 3週間隔日1

回ブラッシングを続けた予備期間後では,歯敵の炎症の

改善が肉眼的に判断できた(図16)｡ブラッシング中止

1ヵ月後の肉眼写真においては,歯敵に高度な炎症が見

られた(図17)｡また,歯垢染色剤で染色後,歯牙の大部

分が歯垢で覆われていた(図18)｡

2. Lab刺色値

ブラッシング中止1週間後の実験群と対照群の測色値

は明度Lについて調べると,実験前において実験群の歯

牙のLは58,対照群の歯牙のLは57で,実験群と対照群

の個体差はほとんど見られなかった｡実験1週間後にお

いて実験群の歯牙のLは実験前58から実験後43と明度は

かなり低下した｡また,歯敵について実験前のLは実験

群50,対照群48で差はあまり見られなかった｡実験1週

間後において実験群の歯敵のLは実験前50から実験後46

と明度が少し低下した｡

色度a, bについて見ると,歯牙で実験前は実験欝a

が7, bが16で,対照群aが8, bが17となり,サルの

個体差はほとんど見られなかった｡実験1週間後実験群

の歯牙のaは実験前7から実験後29, bは実験前16から

実験後12と変化し,黄色系から赤色系に大幅に変化し

た.また歯融においては実験群aが23, bが7で,対照

群aが23, bが5となり差は見られなかった｡実験1週

間後の実験群aは27, bは6となり濃い赤色になった

(図19)｡

さらに実験を進めたブラッシング中止1ヵ月後の実験

群の副色値は,明度Lについて調べると,歯牙において

は,実験前58から実験後36と明度は非常に低下した｡ま

た,菌敵においても歯牙と同様にLは実験前50から実験

後43と低下した｡

さらに色度a, bについて見ると,実験1カ月後歯牙

のaは実験前7であったのが実験後37になり, bは実験

前16が実験後5となり赤色系に大きく変化した｡歯叡に

おいても実験1ヵ月後のaは実験前23であったのが実験
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後26, bは実験前7から実験後2となり,濃い赤色に

なった(図20)｡

3.　△E

測色実験をLabにより求められる△Eにより判断す

ると,歯垢の沈着状態を表した歯牙の色は実験前とブ

ラッシング中止1週間後において, △Eは26.45とな

り,実験前後の色の差が認められた｡さらにブラッシン

グ中止1ヵ月後においては, △E37.88で,実験前後の

色の差は,実験1週間後より非常に明瞭であった｡

また,歯敵の炎症状態を示した色は,実験前とブラッ

シング中止の1週間後において△Eは4.65となり実験前

後の色の差が少し見られた｡さらにブラッシング中止

1ヵ月後おいては歯敵の△E6.35で,ブラッシング中止

1週間後よりは発赤状態を示していた｡

4.歯垢沈着および歯敵炎に関するt検定

ブラッシング中止1週間後,ブラッシング中止1カ月

後を比較するために歯牙,歯敵共に実験前後の△Eをt

検定した｡歯牙において,ブラッシング中止1週間後,

ブラッシング中止1カ月後を比較すると,有意水準0.01

で,ブラッシング中止1ヵ月後のサルの歯牙の歯垢沈着

状態に有意差が見られた｡歯敵においては,ブラッシン

グ中止1週間後,ブラッシング中止1ヵ月後を比較する

と,有意水準0.01で,ブラッシング中止1ヵ月後の方が

有意であった(表5)｡

5.病理組織学的所見

病理組織学的検索は,対照群,実験開始1週間後およ

び実験終了後の実験ま酎こついて行い下記の結果を得た｡

また対照例, 1過例, 1ヵ月例のそれぞれの病理組織像

の観察部位数は, 1亘酎こつき上下顎前歯部歯敵の12ヵ所

であった｡

対照群のサルの歯敵は歯敵溝上皮および付着上皮の円

形細胞浸潤,付着上皮の側方および深部増殖,血管拡張

は見られなかった(図21)｡

実験群のサルの歯敵では,実験開始1週間後におい

て,歯敵溝上皮および付着上皮の円形細胞浸潤,付着上

皮の側方増殖も明確に認められ,深部増殖はわずかに起

こっていた｡さらに血管拡張も明らかに存在していた

(図22)｡

ブラッシング中止1ヵ月後の実験群サルの歯敵におい

ては,歯敵溝上皮の円形細胞浸潤が著しく,また付着上皮

の円形細胞浸潤も中等度に現われた｡さらに歯敵溝上皮

に漬痕が形成され,付着上皮の側方増殖および深部増殖

が明確にみられた｡また血管拡張も高度に存在した(図

23)｡同様に,ブラッシング中止1ヵ月後である実験群
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園1き プラ  

図14 プラ  
図15 プラ  
園16 プラ  
図17 プラ  
囲18 プラ  

の他の個体の歯根では，歯銀溝上皮および付着上皮に者  1．肉眼的所見  

しい円形細胞浸潤が認められた。付着上皮の側方増殖も  被験者を対象とした実験3においては，上下覇前歯部  

高度で．深部増殖も実験開始1週間後よりかなり見られ  唇側を歯垢染色剤で染色したところ．ブラッシングする  

た。さらに血管拡張も高度であった（図24）。  前の状態では，歯垢沈着が顕著にみられた（図25），（園   

実験3：臨床への応用  28）。しかし，被験者の歯牙をブラッシング後に歯垢染  
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図20　ブラッシング中止によるLab指数の変化
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表5　歯牙および歯敵測色値の△E (実.験2)

歯牙 歯叡

M ea n (S .D .) M ea n (S .D .)

実験新 聞 1週 間

実験期 間 1 カ月

6.45 CO.3988 (0.61

** :Pく　01(Studentのt検定)

色剤で染色しても,歯垢沈着はほとんど認められなかっ

た(図27), (図28)｡

2.　△E

Labより求められる△Eにより実験前を基準とし,

これと歯垢染色剤で染色水洗後を判定すると,ブラッシ

ング前の△Eは28.43で,実験前と,ブラッシング後染

色水洗後の△Eは11. 57であった｡

3.歯垢沈着に関するt検定

実験前とブラッシング前△E,実験前とブラッシング

後の△Eをt検定により検定した結果,ブラッシング前

後では有意水準0. 01で有意差が見られた(表6 )｡

I, No. 5 (1992)

表6　歯牙副色値の△E(実験3)
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歯 牙

Mean (S.D.)

ブラッシング前

ブラッシング後

…8.43C1.57C…二;コ

** : Pく).01 (Studentのt検定)

%

本実験に用いた動物は,霊長頚のニホンザルで,これ

に歯垢の沈着と歯敵炎発症実験を行った｡さらに,この

動物実験の結果を唐まえてとトを対象として,臨床の場

に応用できる方法を研究した｡そして,歯垢沈着及び歯敵

炎の二つを同時に客観的に評価することに重点をおいた｡

また,上下顎前歯部唇側を被験部位とした理由は,こ

こが直読測色色差コンピューター⑪の受光蜜をフェザー

タッチで直角に固定しやすく,さらに乾燥状態を保ちや

すく反復測定が可能なことなどからである｡すなわち実

験棟作や観察,測定の的確さを十分考慮したものであ

る｡口腔全体の歯,歯敵を対象とする測定が望ましい

が,従来の歯周病の疫学に用いられる指数のうち歯顧炎

に用いられるPMA指数および口腔清掃度に用いられる

Navy plaque index modifiedも,前歯部のみを測定

対象としており,それで口腔全体の代表とさせていると

ころからこれに準じて行った｡

一方,歯牙表面は平滑でなく琴曲しているため,測定

が正確度を欠くのではないかと懸念されるが,細矢ら16)

は,歯牙表面は凸凹があるため,歯牙表面の反射光を完

全になくすることはできないので,試料面と受光部のラ

ンダムファイバー間に,試料の凸凹の影響が少なく,反

射光量も十分な一定の間隔が必要であると報吾してい

る｡また,中川14)は,口腔内の歯牙を直接測色する場合,

問蒐点として,器械測定部が自由に口腔内-移動でき,

歯牙程度の小面積でも測定でき,しかも装置の光線が入

反射する方向を厳格に規定できるような,測定器械の構

造上の問題を解決しなければならないと述べている｡

本研究に使用した光学器械の直読測色色差コンピュー

ター⑪は,測定光線は試料面に対して,直角入射と直角

反射の条件で規定でき,歯牙唇面程度の琴曲では測定誤

差±0.01の範囲内で測定可能であった｡これは受光器の

測定面積が小面積であり,唇面をほぼ平面とみなせるこ

とと,露光が遮断され反射光が完全に審城の受光器に戻

るためと考えられる｡
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3週間)の病聾組織像｡付着上皮の増殖や円形細胞浸潤はほとんど認めら

rjの病理組織像o付着上皮の側方増殖および軽度な円形細胞浸潤が起こっ

ッシング中止1ヵ月例の病理組織像｡遊離菌敵の円形細胞浸潤が高度で,一部に演症形成があ
る｡ (H-E,×30)

図24　ブラッシング中止1ヵ月例の病理組織像｡付着上皮の側方増殖と深部増殖が著しく,円形細胞浸潤
も高度である(H-E,×30)

106



歯科学報 Vol．92，No．5（1992）  

囲25 臨床への応用のための口腔内写真（男性）－ブラッシング前  」、1－．エ  

固26 臨床への応用のための口腔内写真（女性）－ブラッシング前 ．f t ご ′  
図27 臨床への応用のための口腔内写真（男性）－ブラッシング後  
図28 陪席への応用のための口腔内写真（女性）－ブラッシング後   

次に，歯甑潤色の正確度については，圧迫による血流  

阻害が色の軋定に影ヰしないかということが問題とな  
る。西田ら℡○】によると，受光器先端が歯厳に軽く沈む程  

度に圧迫して釧色すると．測定部歯搬の毛細血管が圧迫  

され．その結果歯甑はやや白っぽく，いわゆる一次的な  

貧血状態に終ったが，受光器を歯厳に軽く接触さすいわ  

ゆるフェザータッチの状態は，歯敲になんらの圧力を加  

えずト露光は防止できるので．歯欄はありのままの状態  
で剰色できたと報告している。よって，本研究において  

も．歯鹸測定面に対して受光器を直角に保持し．受光器  

と歯搬測雇面の接触状態は．軽く接触する程度のフェ  

ザータッチとした。これにより測定値の正確まが求めら  

れたと考える。   

本研究の光学器機による甜定の色差表示に用いた  
Euntor工一8b色差式の他に，捌色億の表示方法として  

は，U◆Ⅴ■W●系によるCIEの色差式，Ⅴ∫VyVJ系に  

よるAd8m8の色差式．M血ほ出色空間による色差式．  

M8eAdamの偏差長円法や．さらにAda血8－N誌主蛤ト  

さOnの色差式を簡略化したC柑19761一●良一b■の均等色  

空間がある。しかし色彩科学協会21）によると「各色差表  

示方法には「長「短があり．どれが最もよいという方法  

はなく．実際の使用に当たってはどの色差表示方法を採  

用したかを明確にしてお肌ま，使用法が最も簡単なもの  

を用いてよいと述べている。よって巨木研究では，日本  

で広く使用され，計算も比較的容易な恥止血ーの色差式  

を用いた。   

実放1：ブラッシング実♯による変化   

口腔内写真およぴElliottら2字〉のNaVyp18queindex  

modifiodにおいて，ブラッシングにより，実験群であ  

るブラッシング群と対照群である放置群を比較すると，  
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主観的,肉眼的に差は見られたが数値的に義軍できない

欠点があった｡

著者が用いた光学器械の歯垢沈着の測定結果は,ブ

ラッシングを予備期間の終わりに実施したことにより,

Lは実験前において,実験群とおよび対照群でほぼ同じ

値となった｡このことはサルの個体差があまりないこと

を示しており,サルを用いて歯垢の形成を調べた野口6)

の報吾と同様であった｡

ブラッシングを1週間続けた実験群においては,実験

後もLはほとんど変わらず,歯牙が歯垢染色剤によって

ほとんど染まらなかったことが,正確に数値として表窮

された｡それに比べて対照群は実験後Lが10以上も晴い

方向-移動した｡これは木下3)も述べているように, 1

週間ブラッシングを中止したことにより,歯垢沈着室が

ピークに達したことを数値として客観的に示している｡

またa, bについても実験前は,実験群と対照群共に

歯牙本来の色である黄色系であったが,実験後は,実験

群は責色系のままであるが,対照群は歯垢沈着量が多く

歯垢染色剤の色である赤色系に大きく変わった｡

上田ら25)および藤川ら26)が報害しているように,厳密

な意味での歯垢沈着室とは歯垢沈着の広がりおよびある

程度の厚さを表窮することが必要である｡しかし歯塩沈

着の広がりについて測定している研究3,7,10)は多いが,

歯垢の厚さを測定している報吾はほとんど見られていな

い｡本研究の光学器械による測定結果では歯垢沈着の広

がりは,歯牙の9ヵ所を測定したことにより義軍でき,

歯垢の厚さは,色の濃淡により数値として表すことがで

きた｡

細菌学的検知より歯敵縁上の歯垢沈着が歯敵縁下の歯

垢の成立に影響し,歯敵縁上の細菌も歯敵縁下の糸田菌が

付着しやすい場所を作り,また,歯敵炎の関連のある細

菌の最初の集落化および発育には,歯敵縁上の歯垢が重

要な役割を果たしている｡よって,歯垢は歯周疾患の重

要な局所的原因のひとつであり,歯垢の沈着状態と歯敵

炎との間には厳密な関係があると考えられている｡そこ

で,著者は歯敵灸を表す指標として歯敵の色彩について

検討し,歯敵の色彩変動を数値化したのである.

本実験において歯敵のLは,ブラッシング群で少し明

るくなり放置群では逆にわずかに暗くなった｡さらに

a, bについても,ブラッシング群は黄色系に傾き歯敵

の赤みが薄くなり,放置群は少し赤色系に傾き歯敵の赤

みが増した｡このことは,歯敵細菌叢がブラッシングと

いう機械的方法によって,歯敵縁上の歯垢が完全にコン

トロールされているならば発育しないということを示し

ている.しかし歯牙と比較すると歯敵の方が数値の変動

が少ないoこれは歯垢が歯敵の糞症状態を引き起こして

も.多くは歯敵の色変化に明瞭に表れず,臨床的な他の

変化として表されてくるためと思われる｡

実験2 :ブラッシング中止による変化

ブラッシングにより歯垢を除去することは歯科医学上

重要である｡ブラッシングの効果についての研究27-30)は

多いが,ブラッシング中止による, Loeら1)やTheilade

ら2)の報吾があるのみである｡そこで著者は,ブラッシ

ングによる口腔清拓効果として,ブラッシング停止によ

る歯垢沈着状態の両方を比較したO

また歯敵炎を初期症状として歯周組織疾患が起こると

考えられており,歯周組織疾患の病因を研究するために

は歯敵灸の発病過程を明確にすることであると言われて

いる31-35)｡

Loeら1)はブラッシングの停止による歯敵炎の発生,

またブラッシングによる歯敵炎の消退を報吾している｡

そこで,著者は条件としてブラッシングの中止による変

化を取り上げた｡これは,肉眼的に識別しにくい初期の

歯敵炎から,臨床的に症状の著明な歯敵炎までの移行過

程を短期間で疎著に表現できると考えたからであるo

また,実験において3週間の準備期間を計画したの

は,実験開始時5豆貢のサルの歯敵の状態を,できるだけ

臨床的に健康な状態にしておくためである｡

歯敵炎の色については藤林36)や石川37)の報吾のよう

に,肉眼的観案のものが多く,著者の研究方法のように

光学的,客観的に評価しようとしたものは少ない｡金子

38)は歯周疾患として歯顔色との関係を追求する前段階と

して,色彩学的な各種測定法ならびに表示法を応用し,

まず臨床的に正常な歯敵の色の変動範囲を追求したが,

これは,色票による測定であり,著者の方法のように,

小面積における歯敵色を直接,光学器械で測定したもの

ではない｡さらに,金子39)は光学器械を用いて研究を

行ったが,視感比色法との併用であった.

予備斯間中のブラッシングを隔日1回実施したのは,

毎日数回ブラッシングすれば歯垢の沈着も抑制され歯敵

への反応も顕著に起こるであろうが,ブラッシングの際

にはサルに全身麻酔を施さなければならず,サルの全身

状態の衰弱が予想されるためであるO　よってサルに全身

麻酔をかけた場合の全身的な影響は本研究において,い

ずれのサルも実験前と比較して, 10%以上の体重減少は

見られなかったo　また,麻酔による肝機能の変化で歯敵

の色変化が生じる可能性が考えられたが,今後研究を進

めていくうえで,肝機能検査を実施する必要があると考
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える｡

さらに,ブラッシング回数についてはLangら40)は

ヒトで48時間毎, Caton4　はアカゲザルにおいては1週

間に3回は最低必要であるとのべているので,これらの

報吾を参考にした｡

歯周疾患に対するブラッシングの影響については数多

く研究されている42-46)｡著者はこれらの報吾を参考に

し,ブラッシング中止による歯垢および歯顔の変化をと

らえ,測色,色差による歯垢沈着および歯敵炎の評価を

示すことができた｡

著者の実験結果の口腔内写翼では,対照群,ブラッシ

ング中止1週間後群,ブラッシング中止1カ月後群の3

群に明らかに歯垢沈着および歯敵炎の変化が見られた.

このことは正常歯顔,臨床的に症状の認められない初期

の歯敵炎,臨床的に症状の著明な歯敵炎,およびそれら

に伴う歯垢沈着状態について追求できたと考えられる｡

しかし口腔内写貢はあくまで肉眼的,主観的な評価であ

る｡そこで著者が行った光学器械による評価は,歯垢沈

着と歯敵炎を同時に評価でき,器械的,客観的に判定で

きるものである｡

一般に色を表示する方法を表色系といい,心理物理的

な光の混色実験に基づいたものであって,現在の測色学

にはこの方法が主として用いられる｡またこれは温色系

ともいわれ,固際照明委員会C. I. E.による三刺激値

ⅩYZ表示方法は,その鼻も代表的なものとされている

47)｡このⅩYZ表示をHunterのLab表示に変換した

ものを用いた｡ Lは明るさを表し, aはプラスが赤マイ

ナスが縁, bはプラスが責マイナスが青を示すので,歯

垢の染色度および歯敵の発赤状態を数値で明確に示し待

たと考える｡

ブラッシング中止1週間後の実験群の測色値より検討

すると,歯牙においては暗くなり赤みが増し,歯垢がブ

ラッシング中止1週間で沈着していることが数値として

明確に評価できた｡さらに,歯敵においても,暗くなり

赤みが増したことが即座に判別できた｡これは,歯垢沈

着ほど明確でない肉眼的に識別しにくい初期の歯敵炎を

適確に,数値的に評価できることを示したと考える｡ま

た,ブラッシング中止1カ月後の実験群の測色値は歯牙

において,ブラッシング中止1週間後と比較して,非常

に暗くなり赤みがさらに増した｡歯敵においては,色度

aの増加すなわち赤みの増加はブラッシング中止1週間

後と比べてあまり差は認められないが,明度Lは非常に

低下した｡このように,ブラッシング中止1週間後と

1ヵ月後の歯垢沈着および歯敵炎の評価が,光学器械に

I, No. 5 (1992) 879

より客観的に表項できたことは歯科医学上において意義

があると患われる｡

小西48)は歯周病におけるカラー写貢の利用に関する研

究を行い,カラーフィルムを使用して透過法により歯顔

色をカラーフィルムの吸光度として測定結栗を得た｡西

田ら49)は正常歯敵に関する測色学的研究を行い,歯敵の

色調の分析結果を待た｡近藤ら50)は口腔カラー写真によ

る歯槽膿漏症病因の検出を試み,浅岡5°は炎症性歯敵の

色彩を,視感比色法によって計測した｡高橋52)は光電色

彩計による,冠合着後の歯敵の変色に関する臨床的研究

を行っている｡また,関屋ら53)は歯敵色調を肉眼的測定

により研究し,西村ら54)は歯周病診断へのカラー写貢の

利用を考え,青木ら55)は歯顔色の数値表示法を行い,松

井らは　Gingiva stippling及び歯敵色調に関する調

査研究を行い,特に歯敵の臨床所見の増麻的な推移につ

いて検索した｡

上記のように口腔内の色彩については種々研究されて

おり,将来にむけてますます著者の研究のような色の把

捉が歯科医学上特に臨床上重要となると考える｡

本研究において病理組織標本を作製したのは,著者の

光学器械による歯敵炎の判定と,従来の病理組織学的検

索結果との関係を調べるためであるo　このように光学器

械判定と病聖組織学的検索結果を比較した研究は,今ま

で見られなかった｡そして,病聾組織学的検索結果によ

り,対照群,ブラッシング中止1週間後#,ブラッシン

グ中止1ヵ月後背の3群には,明らかに歯敵組織像の差

異が見られた｡このことは正常歯敵,臨床的に症状の認

められない初期の歯敵炎,臨床的に重症な歯敵炎につい

て追求できたものと考えられる｡

尾形ら57)は歯敵マッサージの歯槽膿漏症の治癒に及ぼ

す影響についての臨床病望学的研究を行い,マッサージ

が明らかに歯槽膿漏症の消炎疲法に対し効果的であるこ

とを実証した.病理組織標本の光顕写貢において尾形ら

57)の実験例と著者の対照例と同様な病理組織像を示し,

著者の病理組織学的検索が適正であることを立証できた

と考える｡

山下58)は局所的障害が幼若犬の歯周組織に及ぼす影響

に関する実験的研究を行い,刺激開始ioa後では,局所

には急性炎症像がみられ, 30`臼後では強度の円形細胞の

浸潤が認められたと,述べている｡著者の病理組織学的

検索においても,この傾向を示していた｡

板倉ら59)は歯ブラシによる歯敵マッサージの臨床と臨

床病理の研究を行い,ブラッシングの意義を著者の研究

と同様,病理組織標本の光政写巽で表した｡
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好士61)は歯敵における新中面色彩計による測定値と毛

細血管顕放鏡像および病理組織像との関係について研究

し,著者の研究と同様,歯敵の色について追求した｡し

かし好士61)の実験においては,ヒトの生検材料であるた

め個体差,部位差が有り,また新中面色彩計の表現は,

診断的価値よりも疾患の経過による数値の変動をみてお

り,明度,彩度,色相の3属性の数値には広がりがあり

すぎるように恩われる｡

永井62)は歯敵結合組織の教組構造と改造帰転を研究

し,さらに長塚63)はニホンザルの歯牙歯敵結合部の超微

細構造を観察しているo安彦ら6小66)はラットにおける実

験的歯周炎の病理組織学的研究を行って,著者の実験と

同様の結果を報害している.下野ら67)は歯叡炎に対する

プラークコントロールについて,さらに,山村ら68)は歯

周組織の発生,構造,炎症ならびに再生についていずれ

も病理組織学的に研究しているo

今回の副色,色差による歯垢沈着および歯叡炎の評価

に関する研究において,特に歯顧炎の光学器械による評

価と病聾組織学的評価が一致したことにより,光学器械

による判定は客観的で実用性があると考えられる｡

実験3 :臨床への応用

ヒト歯敵については,臨床-の応用実験を実施しな

かったo　これは歯敵炎において,原図と患われる一つ一

つの因子を特定の条件下で任意に再窮することが,病因

解明上,必要であると考える｡しかし,ヒトの歯敵を実

験対象とした場合,原因を特定の条件下で任意に再窮す

ることは,実験動物歯敵の場合と異なり,非常に困葉で

ある｡そこで本研究においては,臨床への応用で歯垢に

ついて述べたが,歯敵については言及を行わなかったo

直読測色色差コンピューター⑪はグラスファイバーを

用いているので測定部位を自由に決定できるが,白歯部

においては受光器が安定しない場合がある｡受光器と測

定部が直角にとれず,受光器と歯牙に角度が生じる｡こ

の際,受光器へ光が全部集まらず歯牙と受光器とを直角

にした時よりも低い値を表す｡これより受光器と歯牙と

は必ず直角に接触させ,受光器への集光が必要であると

考えられる｡従って今回の実験は上下顎前歯部を対象と

したが,今後臼歯部も含めた口腔内全体を測定可能とす

るような研究を進める必要がある｡

光学器械を用いた測定により,ブラッシング前後に明

らかに数値の差が表れた｡このことは被験者に口腔内清

掃状態を強くアピールするものである｡

本研究では同一測定者であったため測定値のバラツキ

は少なかったが,測定者を変えた場′合にはバラツキがあ

り,測定を繰り返す度に教妙な色変化が見られた.よっ

て測定条件や測定者による測定値のバラツキをなくし,

測定器械の安定性,精度の改良を行い,いずれの者が測

定しても瞬時に口腔内を把擾できるようにすることが今

後の課題である｡

結　　　　　論

歯垢沈着および歯敵炎の評価を,より厳密に,より客

観性のあるものにするために,ニホンザルおよびとトを

対象にして,光学器械を使用し検索した｡その結果次の

ような結論を待た｡

実験1 :ブラッシング実施による変化

(1)歯垢沈着に関する削色的評価は,ブラッシング群

の実験斯間1においては,実験前Lが56, aが5, bが

17,実験後Lが54, aが13, bが14を示し, △Eは8.69

となり,実験後わずかな赤色への変色を示した｡

放置群の実験期間1においては,実験前Lが55, aが

9, bが15,実験後Lが43, aが42, bが11を示し,

△Eは36. 13となり,実験後かなり強い赤色-の変色を

SUBS!

実験期間2についても同様の傾向を示したo従って,

明らかにブラッシングにより歯垢沈着が防止できること

が測色的に判明した｡

(2)歯叡炎における測色的評価は,ブラッシング群の実

験期間1においては,実験前Lが37, aが27, bが6を

示し, △Eは8.87となり,実験後責色系-変化した｡

放置群の実験期間1においては,実験前Lが34, aが

27, bが5,実験後Lが32, aが30, bが4を示し,

△Eは3.79となり,実験後わずかに赤色-変化した｡

実験期間2についても同様の傾向を示した｡従ってブ

ラッシングにより歯敵の発赤が抑制されることが測色的

に明らかになった｡

実験2 :ブラッシング中止による変化

(1)歯塩沈着に関する剃色的評価は,ブラッシング中

止1週間後の実験群においては,実験前Lが58, aが

7, bが16,実験後Lが43, aが29, bが12を示し,

△Eは26.45となり,実験後赤色-の変色を示した｡

ブラッシング中止1ヵ月後の実験群においては,実験

後Lが36, aが37, bが5を示し,実験前との△Eは

37. 88となり,実験後非常に強い赤色へ変化した｡

従って,ブラッシングを1週間中止したことにより歯

垢が沈着したことを測色的に表し,さらにブラッシング

中止1ヵ月というブラッシング長期停止によって,歯垢

の高度な付着が存在していることが副色的に判明した｡

9IIIE
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(2)歯叡灸における刺色的評価は,ブラッシング中止

1週間後の実験群においては,実験前Lが50, aが

23, bが7を示し,実験後Lが46, aが27, bが6を示

し, △Eは4.65となり,わずかに赤色系へ変化した｡

ブラッシング中止1ヵ月後の実験群においては,実験

後Lが43,aが26,bが2を示し, △fHま6.35となり,ブ

ラッシング中止1週間後よりは発赤状態を示していた｡

従って,ブラッシング中止1週間後と1ヵ月では歯敵

の発赤の差が測色的に値として明らかになった｡

実験3 :臨床への応用

歯垢沈着に関する測色的評価は,実験前を蓋準とし,

これとブラッシング前において, △Eは　3.43となっ

た｡実験前とブラッシング後の△Eは1工57で,ブラッ

シング前後の△Eにはかなりの差がみられた｡

従って,ブラッシング後では歯垢沈着が減少したとい

う評価が測色的にできた｡

以上のことから,本研究が,歯垢沈着および歯敵炎を

色彩情報として数値的に示すことができることを明らか

にし,臨床的,疫学的に客観性のある評価を行うことが

可能となった｡

稿を終わるにのぞみ御指導,御鞭藻をいただいた松本歯科大

学口腔病聖学教室主任枝　重夫教授に深謝するとともに,衝教

示,御校閲を賜った東京歯科大学歯科保存学第三註座主任石川

達也教授に厚く御礼申し上げますo　また,種々なる櫛支援, a]

助言を戴いた松本歯科大学前陶材センター橋口纏徳教授ならび
に榎本大学口腔病聖学教室川上敏行助教授,長谷川博雅講師お

よび教室貢各位に感謝の意を表します｡
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Mariko YoshikaWA : Color-analysis Evaluation of Dental Plaque Deposition

and Gingivitis, Shikwa Gakuho, 92 : 867-883, 1992.

(Department of Oral Pathology, Matsumoto Dental College, Shiojin,

Nagano 399-07, Japan)

Key words : Optical devices-Color analysisrHistopathologyrDental plaque-Gingi-

【itis.

To evaluate the usefulness of color analysis involving optical devices, the author employed

a Color and Color △E computer (Suga Experimental Instruments CoっLtd.) to assess dental

plaque deposition and gingivitis. The same computer was employed to examine changes in

dental-plaque and gmgiva colors before and after brushing.

Because their oral conditions are considered very similar to those of human beings∴12

Japanese monkeys (Macaca fuscata) were used in the experiment. Correlations between

color analysis and histopathological findings related to the gingiva were examined. Clinical

application of the optical devices was carried out in some cases. Quantitatively demonstrating

tooth and gingiva conditions in terms of color changes proved possible.

1. Color differentials obtained from optical devices showed significant differences m

plaque deposition between monkeys whose teeth were brushed (low deposition) and those

whose teeth were allowed to go unbrushed (high deposition).

2. Similarly, significant differences in terms of gingivitis evaluation were noted between

monkeys whose teeth were brushed (slight gingivitis) and those whose teeth were allowed to

go unbrushed (severe gingivitis).

3. Plaque deposition was clearly higher in monkeys whose teeth went unbrushed for a

month than in monkeys whose teeth went unbrushed for a week.

4. Histopathological revelations that gingivitis was more severe in monkeys whose teeth

went unbrushed for a month than in those whose teeth went unbrushed for a week correlated

with gingival color differences.

5. Observations of significant color differences between human teeth and gingiva before

and after brushing indicate that optical color analysis of teeth and gingiva is clinically useful.
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