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抄録：不正咬合は咀嚼障害をもたらすといわれてい
るにも関わらず食品側から検討した報告は少ない。
今回食べにくい食品の有無による不正咬合者の咬合
力のレベルを知るため本研究を行った。対象は東京
歯科大学千葉病院矯正歯科における治療開始前の不
正咬合者４３名（平均年齢２３．１歳）で，対照群はいわゆ
る個性正常咬合者２５名（平均年齢２５．１歳）である。主
観的評価として食品アンケートにて食べにくいと感
じている食品を調査後，客観的評価である咬合力を
プレスケールを用いて測定した。その結果，食べに
くい食品がないと答えている不正咬合群の咬合力は
７２５．７５±３７８．８３ Nで，食べにくい食品がある不正
咬合群の咬合力５３３．２５±２５８．５８ Nより高いが，食
べにくい食品がないとする正常咬合群１１４４．２４±
３３２．９２ Nより低く（ｐ＜０．０１），食べにくさに関し
ての主観的評価と客観的評価には差異があるとこと
が示された。

緒 言

矯正治療の目的は“満足な顔貌と治療後の安定性
を基礎として最善の咬合関係をつくりあげること”
と定義されている１）。最善の咬合とは，歯・咬合の
健康を長期にわたり維持させるためのものであり，
高い咀嚼能力を有することを意味する。不正咬合は
咀嚼障害をもたらすといわれているが２），矯正治療

を受けることにより咬合状態が改善し，咀嚼能力が
向上するという報告は多くされている。広瀬ら３）は
矯正治療による不正咬合者の咀嚼能力の変化を
チューインガム法にて調査し，叢生と反対咬合の不
正咬合者において，矯正治療前よりも保定後の咀嚼
能力が向上したことを報告している。北總４）はデン
タルプレスケールを用いて矯正治療前後の不正咬合
者の咬合変化に伴う咬合接触面積，平均圧力および
咬合力の推移を観察し，矯正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接触状態が
改善され咬合力が大きくなったことを明らかにして
いる。しかし，これらの問題を摂取食品と関連付け
た報告は齋藤ら５）が不正咬合者と正常咬合者におけ
る咬合状態と咀嚼機能の評価について食品物性を用
いて比較検討し，良く噛むために正しい咬合が必要
であるとする報告があるにとどまっている。
咬合力の測定は，川上６）によれば１８６１年イタリア

のBorelli が顎力量計を用いて下顎第一大臼歯に荷
重し，咀嚼筋の筋力を測定したことに始まったとさ
れており，その後今日までに多くの咬合力測定に関
する様々な研究７）８）が報告されてきた。
１９７７年に圧力測定シートとして，工業用のプレス
ケールが開発されたことがひとつのきっかけとな
り，翌年に平沢ら９）が咬合力を測定する目的で歯科
分野に応用した。その後口腔内用に改良され，１９９２
年には咬合力測定専用にデンタルプレスケールが新
たに開発された。現在では厚さが１００μm以下と薄
くなり，咬合力を測定する際に咬合高径を挙上せず
に歯列全体で咬合させることができるようになり，
より生理的な状態での咬合力測定が可能となっ
た１０）。中島ら１１）は個性正常有歯顎者の２０歳代男性に
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デンタルプレスケールを自力で最大の咬合力で３秒
間咬みしめてもらい，デンタルプレスケールの介在
部位の変化が各歯咬合接触面積値や平均圧力値およ
び咬合力値に及ぼす影響について検討した報告をし
ている。このようにデンタルプレスケールの臨床応
用に関する研究１２）は報告されてきたが，デンタルプ
レスケールと咬合力と食品とを関連づけた報告はみ
られない。
そこで，今回は客観的評価としてデンタルプレス

ケールを用いて食べにくいものを挙げている不正咬
合者の咬合力と挙げていない不正咬合者の咬合力を
調査した。そして，主観的評価として食品アンケー
トにて食べにくいと感じている食品を調査し，食べ
にくさに関する主観的評価と客観的評価に差がある
のかを比較検討することによって，食べにくい食品
の有無による不正咬合者の咬合力のレベルを知るた
め本研究を行った。

資料および方法

１．調査対象者
調査対象者は，本研究内容について十分に説明を

行ったうえで同意の得られたものであり，ヘルシン
キ宣言および臨床研究に関する倫理指針を遵守し本
研究を行った。なお，プレスケールに関しては東京
歯科大学倫理委員会にて審議され使用の承諾を得て
いる。
１）不正咬合群
対象は，東京歯科大学千葉病院矯正歯科の来院患

者から無作為に抽出した永久歯列を有する不正咬合
者４３名（平均年齢２３．１±９．１歳）（男性１０名，平均年齢
１９．４±６．６歳，女性３３名，平均年齢２４．３±９．５歳）で
ある。不正咬合群において欠損歯や歯数の異常のあ
る者，矯正に伴う小臼歯やその他の歯の抜歯をすで
に受けている者は対象から除外した。
２）対照群（正常咬合群）
対照群は，東京歯科大学に所属している学生およ

び同付属病院所属医局員であり，①矯正経験がない
こと，②第三大臼歯以外に欠損歯がないこと，③咬
耗など，歯質の欠損が極めて少ないこと，④歯周疾
患などによる歯の動揺がないこと，⑤顎関節に疼
痛，開口障害などの異常がないこと，⑥側貌はE-
plane より判断して良好であること，⑦叢生がほぼ

ないこと（アーチレングスディスクレパンシーで
－４mm以上），⑧歯列弓が正常であり中心咬合位
で安定していることの条件を満たす顎口腔系に異常
の認められない，いわゆる個性正常咬合者２５名（平
均年齢２５．１±３．５歳）（男性１３名，平均年齢２５．５±
３．６，女性１２名，平均年齢２４．６±３．５）とした（以下，
正常咬合群とする）。
２．不正咬合の種類について
不正咬合群は前後的被蓋関係と垂直的被蓋関係，

アーチレングスディスクレパンシーにより次の６群
に分類した。
前後的被蓋関係による分類では，上顎前突（連続

して３歯以上オーバージェットが＋５mm以上のも
の）と反対咬合（連続して３歯以上オーバージェット
が０mm未満のもの）とに，垂直的被蓋関係による
分類では，過蓋咬合（連続して３歯以上オーバーバ
イトが＋５mm以上のもの）と開咬（連続して３歯以
上オーバーバイトが０mm未満のもの）とに区別し
た。アーチレングスディスクレパンシーによる分類
では，叢生（同顎歯列内に連続して－５mm以下の
アーチレングスディスクレパンシーがみられるも
の）と空隙歯列（同顎歯列内に連続して＋５mm以上
のアーチレングスディスクレパンシーがみられるも
の）とに分けた。なお，以上の６群に分類されない
もの（切端咬合，交叉咬合，上下顎前突，上記６群
の軽度症状など）はその他として分類した。
３．対象者の機能能的問題の調査
被験者全員に対し，機能的な問題として，鼻呼吸

に関する問題（鼻疾患，口呼吸，口唇閉鎖不全，扁
桃の肥大など），顎関節に関する問題（疼痛，雑音，
開口障害など），舌癖などの習癖の有無を調査し
た。
４．方 法
１）アンケート調査
各被験者には食品アンケートに答えてもらい，ど

のような食品が主観的に食べにくいと感じているか
調査し，その後咬合力の測定を行った。
食品物性と摂取機能に関する研究で測定されてい

る食品分類１３）を基に，矯正歯科において適用しやす
い食品５５品目を選出し調査対象とした。
平成１９年９月から平成２０年７月までの期間，不正

咬合群，正常咬合群ともに矯正歯科の外来におい
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て，アンケート調査を実施した。なお，被験者には
本研究の目的ならび方法に関する説明を十分に行
い，承諾を得たうえ，調査者が同席し被験者本人の
回答を得た。
食品アンケートの内容としては，①普通に食べら

れる，②食べにくいが工夫をすれば食べられる，③
食べにくいため食べられない，④嫌いまたはアレル
ギーのため食べられない，⑤よくわからないの５項
目の中から１つを選択させた（図１）。
２）咬合力測定装置と測定方法
咬合力は機器使用取り扱いに従い，被験者を座位

の姿勢に保ち，被験者のFH平面が床と平行になる
状態で，咬合力測定感圧フィルム（デンタルプレス
ケール５０HタイプＲ，以下プレスケール，ジーシー
㈱東京）を咬頭嵌合位で３秒間最大噛みしめをさせ，
プレスケールの発色部位を専用評価機器（オクルー
ザ ー，FUJIFILM DENTAL OCCLUSION PRESS-
UREGRAPH FPD-703，ジーシー㈱東京）にてスキャ
ンし，数値化した（図２）。

５．統計処理
不正咬合者を食べにくい食品がない群，食べにく

い食品がある群に分類し，正常咬合群を含めた３群
における平均咬合力を比較検討した。各群の比較に
は，Kruskal-Wallis test を用いて検定を行った。

結 果

１．不正咬合の種類について
不正咬合群における不正咬合の種類とその内訳

は，上顎前突のみが５名，反対咬合のみが５名，過
蓋咬合のみが１名，開咬のみが３名，叢生のみが３
名，空隙歯列のみが０名であった。２種類以上の不
正咬合を呈するものは重複して分類し，その種類と
内訳は，上顎前突かつ過蓋咬合８名，上顎前突かつ
叢生２名，反対咬合かつ叢生２名，過蓋咬合かつ叢
生１名，上顎前突かつ開咬かつ叢生１名，反対咬合
かつ過蓋咬合かつ叢生１名，反対咬合かつ開咬かつ
空隙歯列１名であった。なお，以上の不正咬合に分
類されないその他の不正咬合については１０名であっ

図１ 食品５５品目に対するアンケート調査用紙
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た（表１）。
２．機能的問題について
機能的な問題の調査では不正咬合者４３名中ひとつ

でも問題があるものは４１名でこれは不正咬合者全体
の９５．３％であった。このうち２１名が鼻呼吸に問題が

あり，全体の４８．８％であった。また，顎関節に問題
があるものは１７名で全体の３９．５％であった。舌癖が
あるものが１５名で全体の３４．９％であった（表２）。正
常咬合者においては，機能的問題のあるものはいな
かった。
３．アンケート調査結果について
１）不正咬合群
不正咬合群ではアンケート調査の結果，選択項目

のうち，②食べにくいが工夫をすれば食べられる，
③食べにくいため食べられないの２項目を選択した
ものと選択しなかったものがいた。この２項目を選
択しなかったものは，つまり食べにくい食品はな
かったといえる。そこで，不正咬合群は，食べにく
い食品がない群（以下，不正咬合Ａ群とする）と食べ

表 1 不正咬合の種類とその内訳 （単位：名）

不正咬合の種類 各人数

上顎前突 ５
反対咬合 ５
過蓋咬合 １
開咬 ３
叢生 ３
空隙歯列 ０
上顎前突＋過蓋咬合 ８
上顎前突＋叢生 ２
反対咬合＋叢生 ２
過蓋咬合＋叢生 １
上顎前突＋開咬＋叢生 １
反対咬合＋過蓋咬合＋叢生 １
反対咬合＋開咬＋空隙歯列 １
その他 １０

合 計 ４３

表 2 機能的問題の調査結果 （単位：名）

鼻呼吸 顎関節 舌 癖

不正咬合群（４３名） ２１（４８．８％） １７（３９．５％） １５（３４．９％）

正常咬合群（２５名） ０ ０ ０

（２種類以上の機能的問題をもつ者は重複して選択し表示）

図２ ａ：デンタルプレスケール５０HタイプＲ，ｂ：プレスケール発色部位，ｃ：FUJIFILM
DENTAL OCCLUSION PRESSUREGRAPH FPD-703，ジーシー㈱東京（写真は製造．販売
元ジーシー㈱から転載許可を得て掲載しております。）
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にくい食品がある群（以下，不正咬合Ｂ群とする）の
２群に分類した。各群の人数としては，不正咬合Ａ
群が２７名（男性７名，女性２０名），不正咬合Ｂ群が１６
名（男性３名，女性１３名）であった。
２）正常咬合群
正常咬合者群では，②食べにくいが工夫をすれば

食べられる，③食べにくいため食べられないの２項
目を選択したものはいなかった。すなわち，食べに
くい食品はなかった。
４．平均咬合力について
不正咬合Ａ群２７名の平均咬合力は７２５．７８±３７８．８３

Nであり，不正咬合Ｂ群１６名の平均咬合力は５３３．２５
±２５８．５８Nであった。不正咬合Ａ群の平均咬合力は
不正咬合Ｂ群よりも高い値を示した。正常咬合群の
平均咬合力は１１４４．２４±３３２．９２Nであり，不正咬合
Ａ群および不正咬合Ｂ群よりも，さらに高い値を示
した。
正常咬合群と不正咬合Ａ群，不正咬合Ｂ群の３群

における平均咬合力には有意差が認められた
（Kruskal-Wallis test，ｐ＜０．０１）（図３）。
不正咬合Ｂ群における咬合力と食べにくいと選択

した食品の品目数との統計学的相関性は認められな
かった。

考 察

１．資料および方法
１）調査対象者について
遠藤ら１４）は中高生の咬合力について調査し，正常

咬合群および各種不正咬合群において男女の計測値

の比較を行ったが，男女における有意差は認めな
かったと報告している。また，竹内ら１５）は，８０２０達
成者の咬合力，咬合接触面積，咬合圧力に関して男
女間の平均値の比較を行ったところ，男女間及び左
右間に有意差はなかったと報告している。本学矯正
科では女性来院患者が多いため，永久歯列を有する
不正咬合者を無作為抽出すると，不正咬合者群４３名
のうち３３名（７６．７％）が女性であり，各群における総
人数と男女差がある。すなわち，不正咬合Ａ群２７名
のうち２０名（７４．１％）が女性であり，不正咬合Ｂ群１６
名のうち１３名（８１．３％）が女性であった。しかし，遠
藤ら１４）や竹内ら１５）の報告と同様，不正咬合各群と正
常咬合群における平均咬合力は男女間において有意
差は認められず，本研究における各群の総人数と男
女差が本研究結果に与える影響は少ないと考えられ

図４ 不正咬合Ａ群，不正咬合Ｂ群，正常咬合群における
咬合接触面積（＊＊ｐ＜：０．０１，グラフ中のバー：標
準偏差）

図５ プレスケール像の一例（赤白の斑点は咬合接触状態
を表し，斑点の面積の合計が咬合接触面積である）

図３ 不正咬合Ａ群，不正咬合Ｂ群，正常咬合群における
平均咬合力（＊＊ｐ＜：０．０１，グラフ中のバー：標準
偏差）
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る。
２）アンケート調査と咬合力について
本研究はアンケート結果と咬合力の測定結果との

関連性について比較検討したものである。各被験者
がどのような食品を食べにくいと感じているかとい
うことと，各被験者の咬合力の定量的な評価を比較
すること，すなわち被験者の「主観的評価」と被験
者の「客観的評価」を対比させることに主眼をおい
ている。齋藤ら５）は各種不正咬合者を対象として食
品摂取アンケートを行うことにより，不正咬合の形
態と各種食品の食べやすさ・食べにくさとの関連性
を検討している。そして，アンケート項目をスコア
化し，食べやすさ・食べにくさの程度について，ス
コアを用いて客観的に評価している。本研究では，
アンケート結果から，食べにくいと感じる不正咬合
者の主観の差を知ることに焦点を絞り，不正咬合群
を２群に分類した。そこで，食べにくい食品がない
不正咬合者と正常咬合者の咬合力を比較検討するこ
とで，不正咬合者の「主観的評価」と「客観的評
価」に差異が生じていることがわかった。
３）咬合力の測定について
咬合力はプレスケールを用い，プレスケール専用

評価機器オクルーザーにて平均咬合力を評価した。
本研究において，プレスケール使用時の誤差を最小
限にするため，咬合力を測定する際には，調査対象
者が咬合した後のプレスケールシートは発色濃度や
発色面積における経時的変化の影響を受けないよ
う，速やかにオクルーザーに挿入して解析し，デー
タを数値化した４）。
咬合力を測定する方法としてはT-Scan システ

ム，簡易咬合力計（オクルーザルフォースメー
ター），咬合圧分布システムなどが挙げられる。こ
れらのなかでも，プレスケールは操作が簡便であ
り，上下顎歯列間に介在させるフィルムの厚さが
１００μm以下と薄いため，測定装置の介在による影
響が少なく，数歯に分散した咬合力を同時に測定す
ることができる。また，咬合接触面積もあわせて測
定できるため，単位面積当たりの咬合力も測定でき
るようになっている。これらのことより，プレス
ケールは測定精度に優れ，臨床的にも応用価値が高
いと考えられたため，本研究でもプレスケールを用
いた。この測定装置を用いることで，生理的状態に

おける咬合力を検出できたと考えられる。
２．研究結果について
Kitafusa１２）は，不正咬合群と正常咬合群との咬合

接触面積や咬合力を比較した研究をおこない，正常
咬合群はどの不正咬合群よりも咬合接触面積，咬合
力ともに大きい値を示し，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。今
回，不正咬合Ａ群の平均咬合力は不正咬合Ｂ群より
も高い値を示したが，正常咬合群の平均咬合力は不
正咬合Ａ群よりもさらに高い値を示した。これらの
３群における平均咬合力には有意差が認められた
が，このことにより，正常咬合者つまり正しい咬み
あわせをもつものの咬合力は優れていることがわ
かった。Kitafusa１２）は不正咬合者の咬合接触面積が，
正常咬合者に比べて小さいことを報告している。そ
こで，咬合力だけでなく咬合接触面積について，さ
らに調査したところ，各群において咬合力と同様に
不正咬合Ａ群の咬合接触面積は不正咬合Ｂ群より大
きく，正常咬合群は不正咬合Ａ群よりもさらに大き
い値を示し，有意差が認められた（図４，５）。今回
の研究結果から，不正咬合Ａ群は不正咬合があって
も，主観的には食べることに不具合を感じていない
が，咬合力や咬合接触面積という客観的評価では正
常咬合者よりも劣る結果となった。つまり食べるこ
とに不具合を感じている不正咬合者だけでなく，食
べることに全く不具合を感じていない不正咬合者に
おいても，正常咬合者と比較すると咬合力および咬
合接触面積は低い結果となった。咬合力は咬合接触
面積と咬合圧の積で求められる。不正咬合群は咬合
面積が少ないが咬合圧が高く（図６），圧分布が不均
衡となり，高い咬合力が発現しないことを示してい
る。
主観的な評価，食べにくさの評価について，高齢

者や介護者を対象とした報告１６）１７）は多数ある。豊永
ら１８）は島根県瑞穂町の基本健康診査に参加した６１０
名を対象に，咀嚼能力の主観的評価法として，摂取
可能食品のアンケート調査と，咀嚼能力の客観的評
価法として，グミゼリー咀嚼後の分割数を数えた研
究を行った。その結果，主観的評価は現在歯数が少
なくなるほど不正確になっていく可能性があると報
告している。しかし，不正咬合者についての報告は
ほとんどない。本研究では被験者の食べにくい，食
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べやすいという自覚をもとに主観的評価として，各
群の比較検討を行ったが，豊永ら１８）の報告のように
現在歯数が少ない，つまり咬合に何らかの障害があ
る場合は，自覚という主観的評価は客観的評価と差
異が生じる可能性が高いと考えられた。稲葉１０）は正
常咬合者を対象者として各被験者を顔面形態別に分
類し，プレスケールを用いて計測した各顔面形態群
の咬合力について検討しているが，単位面積当たり
の咬合力の平均値はBrachyo-facial type が最も大
きく，次いでMesio-facial type，Dolico-facial type
の順であったと報告している。また，咬合力の平均
値に関しては，Brachyo-facial type とMesio-facial
type の差異は小さいが，この２つのタイプに比較
してDolico-facial type では，咬合力の明らかに小
さいものの頻度が高いことを報告している。このよ
うに顎顔面形態別で咬合力に差異が生じるという報
告があるため，本研究の不正咬合者における顎顔面
形態別の咬合力の評価については今後の課題として
いきたいと考えている。
客観的評価で用いたプレスケールについての報告

は国内からの報告がほとんどで，海外の論文はAl-
kan ら１９）による咬合力，咬合接触面積と咬合圧にお
ける歯周外科の影響の調査，Alkan ら２０）による夜間
のブラキシズムがある患者の咬合力と咬合接触面積
におけるスプリント治療の影響の報告等で，多くは
みられない。竹内ら１５），Motegi ら２１）の高齢者の研究
では，咬合力は加齢に影響されにくい能力であると
報告している。プレスケールは咬合力を測定する上
で，操作が簡便で再現性が高く，客観性が高い方法

と考えられるため，国際的に普及し，海外での様々
な研究論文との比較検討ができることが望まれる。
平成１７年に「食育基本法」２２）が制定されて以来，

食育に関する注目が高まっている。日本学校歯科医
師会では，保健教育や地域連携の中での食育支援と
して，食べる力の育成と味わい食べについて，食べ
方の支援をしている。その内容は，左右の奥歯を
使ってしっかり咬んで食べること，咬む力の大きな
奥歯を清潔に保ち，ゆっくり咬んで食べること，
しっかり唇を閉じて食べること，咀嚼に果たす唾液
の役割から健康な食べ方を学ぶこと，五感が満たさ
れる食べ方を学ぶこと，しっかり咬む食べ方と美味
しさを関連させて美味しい食べ方を学ぶことなどで
ある。このように日本歯科医師会，日本学校歯科医
師会で食育推進支援ガイドを作成し，正しい食事の
習慣などを推奨しているのが現状である。食事をよ
く噛んで美味しく味わって食べることは，健全な食
生活を実践するということのひとつであり，そのた
めには健全な咀嚼の育成が重要であり，正しい咬み
合わせにすることが必要不可欠となる。食育の一環
としても，不正咬合者に対する咬合治療は必要であ
ると推奨できる。また，咬合力計測によって自分の
「噛む力」や「噛んだ状態」，すなわち「咬合力」や
「咬合接触面積」を知ることで，不正咬合者の咬合
治療に対するモチベーションとなり，食生活の
QOLの向上につながると考えられる。

結 論

不正咬合者は，主観的評価として食べにくい食品
がないと感じていても，客観的評価となる咬合力や
咬合接触面積では正常咬合者のもつそれには及ば
ず，不正咬合者の主観的評価と客観的評価には差異
があった。正しい咬み合わせ，すなわち咀嚼器官の
健全さを目指し，高い咬合力および咬合接触面積を
付与する必要性が示唆された。
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Occlusal force levels of individuals with malocclusion according to
presence or absence of difficult-to-chew food
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Key words : malocclusion, the presence or absence of difficult-to-chew food, occlusal force

Although malocclusion has been associated with chewing difficulty，few studies have examined this re-
lationship from a food standpoint． This study was designed to analyze occlusal force levels of individuals
with malocclusion according to the presence or absence of difficult-to-chew food． The study included 43
pre-orthodontic subjects with malocclusion visiting the Orthodontic Department of Tokyo Dental College
Chiba Hospital（mean age 23.1 years）． The control group consisted of 25 subjects with individual normal
occlusion（mean age 25.1 years）． A food questionnaire was carried out to see if they had any food they
felt difficult to chew． Their occlusal force levels were then measured with the Dental Prescale as an ob-
jective measure of occlusal force． Pre-orthodontic subjects without difficult-to-chew food in the malocclu-
sion group had an occlusal force of the 725.78±378.83 N． This was higher than the 533.25±258.58 N of
the malocclusion subgroup with difficult-to-chew food，but significantly lower than the 1144.24±332.92 N of
the normal occlusion group without difficult-to-chew food（p＜0.01）． The results indicated a discrepancy
between subjective and objective assessments of chewing difficulty．

（The Shikwa Gakuho，１１０：７７５～７８３，２０１０）
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