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緒 言

矯正力の強さは，歯根膜組織の損傷が最小で骨

の改造変化が円滑に行える力が理想とされてい

る。また，自発痛及び著しい動揺や打診痛がなく

治療方針に従って歯が移動し，歯周組織に病的な

変化を起こさない矯正力が最適であるとされてい

る１）。しかし，矯正装置の装着に伴い歯の移動に

よって炎症性反応の結果，疼痛が発現することが

多い。この疼痛は歯牙を移動する限り避けて通る

事ができない不快事項の一つであり，患者にとっ

て大きな関心事である。Harazaki ら２）はアンケー

ト調査により，初めてワイヤーを装着した際に生

ずる痛みの程度，経過等について報告した。それ

によると程度の差こそあれ全ての患者に疼痛の発

現がみられた。特に最初のワイヤーを装着したと

きに最大の痛みが生じると報告した。しかし，痛

みの評価は主観的なものであり，痛みに対する感

じ方には個人差があるので定量的に把握すること

は難しい。そこで今回，我々は矯正力に起因する

痛みについて，簡便に咬合力を測定できる普及し

ている感圧シートを用い咬合力を指標として痛み

の程度を客観的に評価することを試みたので報告

する。
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抄 録：矯正歯科治療において歯の移動による炎症性反応の結果，疼痛が発現することが多い。今
回我々はデンタルプレスケールを用い，咬合力を指標として痛みの程度を客観的に評価することを
試みた。調査対象者は成人男女１０名である。各被験者にエッジワイズ装置を装着しワイヤー装着日
から装着日を含め７日間，１日１回アンケート調査及び咬合力の測定を行い，以下の結果を得た。
１．アンケート調査による結果では，痛みは装置装着後２～３日で自発痛を伴うなど最大限の痛み
が発現した。痛みは７日目まで徐々に減少した。
２．デンタルプレスケール�による結果では２日目に咬合力が最小値となった。その後徐々に上昇
していき，７日目には装置装着前の６２．０％まで回復した。

以上より，今回のアンケートとデンタルプレスケール�の測定結果より痛みと咬合力の変化につ
いて負の相関関係があることが示された。よって，矯正歯科治療時の歯の痛みの客観的評価方法に
デンタルプレスケール�を用いた咬合力の評価は有用であることが示唆された。
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研 究 方 法

調査対象者は，東京歯科大学千葉病院矯正歯科

に来院した患者である。２４才８ヶ月から２７才８ヶ

月（平均年齢２５才８ヶ月）の成人男女１０名（男性５

名，女性５名）である。調査対象者には本研究の

目的と方法について説明し十分な理解を得，協力

をしていただいた。各被験者に０．０１８インチス

ロットのエッジワイズ装置を装着した。装着した

最初のワイヤーは，０．０１４インチのニッケルチタ

ン系ワイヤーである。尚，不正咬合の程度や叢生

の強弱には個人差が認められた。

調査対象者全員にワイヤー装着日から装着日を

含め７日間，１日１回アンケート調査及び咬合力

の測定を行った。アンケート調査は Harazaki

ら２）の方法に準じた。質問項目は，１）痛みが発

現するまでの時間，２）最大の痛みが発現するま

での日数，３）痛みが消失するまでの日数，４）

痛みの経過について行った。痛みの程度は

Burstone３）の痛みの分類を野嶋４）が改変したもの

を用いた。第１度：何も感じない，第２度：痛み

は器具による圧迫感，第３度：痛みは強くかみし

めるときに現れるが無理なくふつうの食事がとれ

る，第４度：痛みは強くかみしめるときに常に現

れるが何とか食事がとれる，第５度：痛みは自発

痛を伴うかあるいはふつうの食事がとれない，と

した。

咬合力の測定は圧力測定範囲が５～１２０MPa の

５０H，TypeＲの感圧シート（デンタルプレスケー

ル�：富士写真フィルム社製）の M サイズもしく

は L サイズを用い測定した。装置装着前に咬頭

嵌合位での咬合を確認し練習をさせた後，被験者

の頭部を固定せずフランクフルト平面が床面と水

平になるように座らせた。その後，最大嵌合位で

最大咬合力にて１回３秒間咬合させ，Occluzer

FPD－７０３（富士写真フィルム社製）を用い咬合力

の計測を行った。２日目からは痛みに耐えうる最

大の力で咬合させ測定を行った。

結 果

１．アンケート調査による結果

痛みが発現するまでの時間は平均２．９時間

で，１０名中７名に３時間以内に痛みの発現がみら

れた（図１）。

最大の痛みが発現するまでの日数は平均１．９日

で，ほぼ２日目以内に痛みが最高となった。特に

２日目に最大となった症例は７名であった（図

図１ 痛みが発現するまでの時間

図２ 最大の痛みが発現するまでの日数

図３ 痛みの経過
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２）。

最大の痛みの平均は４．１度で全員が４度から５

度を示した。

以上から，痛みは装置装着後１～２日目で強く

噛みしめると痛むか自発痛を伴い，何とか食事を

とることができるか，もしくはふつうの食事をと

ることができない程度の強さであった。

痛みの経過では２日目に最大となり，その後は

７日目まで徐々に減少した（図３）。

また，痛みについて性差はみられなかった。

２．デンタルプレスケールによる結果（図４）

装置装着前の咬合力の平均値は，（Ｎ＝New-

ton）８４５．９N（±１６４．６３），最大値は１００７．６N，最小

値は５１５．７N であった。

咬合力の変化は２日目で５名，３日目で４名が

最小値となった。この２日間で９名の被験者の咬

合力が最小値となった。その後咬合力は装置装着

前の３８．６％まで減少した。その後徐々に上昇して

いき７日目には６２．０％まで回復がみられた。

３．歯牙の疼痛に関するアンケート調査結果およ

びデンタルプレスケールを用いての咬合力測定

の結果

患者の痛みの平均が２．７度から４．１度まで１．４度

上昇すると，咬合力の平均は６５．７％から３８．６％ま

で２７．１％低下した。７日目になり痛みの平均が

２．５度まで回復すると咬合力の平均も６２．０％まで

回復がみられた。ピアソンの相関係数の検定を

行った結果相関関係は有意水準１％で有意であ

り，相関係数は－０．６６８であるため痛みと咬合力

の間には負の相関関係があると認められた。ま

た，回帰式は Y＝９３．８１９－１２．５９９X であった（図

５）。

考 察

１．方法について

１）痛みの評価法について

矯正力に起因する痛みを評価する方法としては

アンケート調査１）２）５）が用いられることが多い。ま

た定量的に把握する方法としては，テンション

ゲージ６），電気歯髄診断器７），個歯咬合最大負担

力８），体性感覚誘発電位４）等が使用されている。し

かしこれらは，個々の歯牙の痛みを測定したもの

であり一口腔単位内の痛みについては検討されて

いない。そこで咬合面積，咬合力を簡便に評価す

る手法として普及している咬合力測定用感圧シー

トを用い客観的な痛みの評価を試みた。

２）デンタルプレスケールについて

デンタルプレスケールは約９８µm のシートを咬

むことによりシート内のカプセルを機械的に破壊

図４ 咬合力の経過

図５ 咬合力と痛みの関係
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し，その際起こる化学反応を利用した計測方法で

あり，信頼性の高い評価方法であるといえる。

Maruyama ら９）は５０Ｈ，TypeR の感圧シートでの

２５MPa 以上の咬合接触面積は再現性や信頼性が

良好であり，シリコーン・ブラック法による１０µm
の厚み以下での咬合接触面積に近似していたと報

告している。

３）デンタルプレスケールの計測方法について

佐藤ら１０），服部ら１１）は最大クレンチング持続時

間を１秒間とし，荒木ら１２），塩野ら１３）は最大クレ

ンチングで３秒間咬合するように指示している。

鈴木ら１４）は歯列模型に対する平面加圧による発色

濃度の影響をみた結果，５秒以内であれば発色濃

度に有意な差はみられなかったと報告している。

苅部ら１５）は，デンタルプレスケールを用いた計測

方法において２秒以上のクレンチングを持続する

ことにより発色濃度が安定し，計測値が一定に近

づくと報告している。よって，２秒から３秒のク

レンチング持続時間が適当と思われることから，

我々も３秒間の測定とした。

２．結果について

１）咬合力の計測値について

遠藤ら１６）１７）は個性正常咬合者として男子８５名，

女子８８名の計１７３名（１２～１８歳）を，不正咬合者とし

て男子７０名，女子８１名の計１５１名の咬合力を検討

した。その結果，男子正常咬合者の平均咬合力は

８４７．５５N（±２４４．５６），男子不正咬合者の平均咬合

力は６４９．２０N（±３７９．０６），女子正常咬合者の平均

咬合力は７５１．５２N（±２２４．３７），女子不正咬合者の

平均咬合力は５６１．３０N（±２８４．３２）であると報告し

ている。これに対し今回の計測では男子は平均

８７２．１２N（±９７．８０），女 子 は 平 均８１９．５８N（±

２２２．９１）であった。今回は成人男女の計測値であ

るため，遠藤らの報告に較べ男女共に大きい値を

示した。

２）矯正治療時の歯の痛みと咬合力の変化につ

いて

Furstman and Bermic１８），Bessou ら１９）はアン

ケート調査を用いた結果，装置装着後約２時間位

で痛みが発現すると報告している。Ngan ら２０）は

アーチワイヤーとセパレーターを用いて装置装着

後４時間，２４時間，７日後に調査を行い２４時間で

痛みが最大になり，７日後には減少してきている

と述べている。これは我々のアンケート調査の結

果と一致している。テンションゲージを測定に用

いた研究では翌日に最大の痛みが発現し６）７），歯髄

電気刺激では２日後，辺縁歯周組織電気刺激では

６時間後に最低値を示したと報告されている７）。

藤田８）は，矯正治療患者の個歯咬合最大負担力の

経時的変動は３時間後から減少し１日後にほぼ最

低値を示し，その後回復するものの治療中を通じ

て低値であったと報告している。このように歯の

移動に伴う痛みが発現するまでの時間はいずれの

測定方法においても装置装着直後ではなく，数時

間から１日経過した後に閾値が低下している。こ

のことは歯の移動に伴って歯根膜神経線維が強く

圧迫や進展を受けて一時的に痛みを感じる時の反

応ではなく，歯根膜に対する持続的な機械的刺激

に対して生体の防御反応として炎症性反応２１）が生

じた結果と考えられる。岩崎ら７）は痛覚閾値の低

下は矯正刺激の強弱による反応の差はあっても，

矯正力の方向や歯種を問わず歯髄や歯周組織に普

遍的に現れる反応であると報告している。

アンケート調査による痛みの経時的変化と咬合

力の経時的変化を比較すると装置装着後最大の痛

みに達すると咬合力は３８．６％まで低下した。その

後７日目には６２．０％まで回復したように痛みと咬

合力には負の相関関係が得られた。以上より咬合

力は痛みの客観的評価として有用であると思われ

る。

３．痛みとその対応について

痛みに対する対応としては，indomethacin２２）や

prostaglandin２３）を用いた研究報告があるが，これ

は副作用も同時に報告されている。尚，歯牙移動

時の疼痛除去法として Harazaki ら５）は soft laser

光の照射が有効であると報告している。Yamasaki

ら６），Ngan１）は抗炎症剤の服用が有効であると報

告している。今回は，痛みの対応については検討

していないが，今後はデンタルプレスケール�を

用いて咬合力を応用し，痛みの軽減について研究
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本論文の要旨は，第２６６回東京歯科大学学会例会（１９９９年
３月６日，千葉）において発表した。

していく必要があると思われる。

結 論

１．歯牙の疼痛に関するアンケート調査結果お

よびデンタルプレスケール�を用いての咬合力測

定の結果より矯正力による疼痛の程度と咬合力に

は負の相関関係があった。

２．歯牙移動に起因する歯の痛みの間接的な評

価にデンタルプレスケール�は有用である。
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Tooth pain frequently occurs in orthodontic treatment, due to inflammatory reaction caused by

toothmovement. In this study, the degree of pain in orthodontic treatment was objectively evaluated

using pressosensitive sheets for biting force measurements（Dental Prescale�）. The subjects were 10

adult males and females. After application of edgewise in the subjects, investigations using question-

naires and measurement of biting force were performed once everyday for seven days including the

day that wires were attached to the appliances.

１．According to the questionnaires, maximum spontaneous pain occurred 2－3 days after the place-

ment of appliances, and the pain gradually decreased until the７th day.

２．Biting force by measured using Dental Prescale�, showed that a minimum value was obtained on

the second day and the biting force gradually increased to 62.0% of the control on the７th day.

These findings showed a negative correlation between the change in the degree of pain and biting

force. Therefore, the evaluation of tooth pain and biting force using a Dental Prescale� maybe useful in

the orthodontic treatment. （The Shikwa Gakuho , １０１：６６７～６７２，２００１）
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