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〈抄録〉

舌側嬌正治療において,セ ットアップモデルとインダイレクトコアの製作によるブラケットプレー

スメントは治療結果に決定的な影響をもたらす。しかしアナログかデジタルかを問わず従来紹介さ

れてきたそれらの製作方法は,正貌から見た咬合平面の傾斜 (canted occlusal plane)や 歯軸の傾斜

に関しては,再現性に劣っていた。筆者は TOPア ナライザーシステム (Tagahara Occlusal Plane

analyzer system)を 開発 し,臨床に応用することでこの問題を解決した.こ のシステムは正確で,

しかも簡便である。またインターディシプリナリーアプローチを行うのに適している.

< Abstract >
In lingual orthodontic treatment, the placement of brackets by applying a Set-up model and

indirect core is the decisive factor in achieving the treatment goal. However, in both digital

and analog conventional manner, occlusal plane angle and tooth angle of front view are not

always accurate. Therefore, TOP analyzer system ('[agahara Occlusal Plane analyzer system) ,

pioneered and developed by the author, has come up with a solution to this existing problem

by its clinical application. This system provides precision, ease of use and it is appropriate for

interdisciplinary approach.
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1.緒言

舌側矯正治療は唇側矯正治療に比べて歯牙舌側

面の形態の個人差が大きく, また視認性が悪いこ

とからセットアップモデルをもとにしたインダイ

レクトコアの製作が必須であり, これを利用した

ブラケットプレースメントの精度は治療結果に決

定的な影響をもたらす。従来から行われてきた最

も一般的な方法はフェイスボウで上顎模型を咬合

器に装着し,下顎模型を中心位でマウントするも

のである.しかし,フ ェイスボウは中心位の機能

的な関係を再現するには適しているが,審美的に

重要な要素である患者の顔面 と歯列の関係,特

に正貌から見た咬合平面の傾斜 (canted occlusal

plane)や 歯軸の傾斜に関しては,再現性に劣っ

ている.Vincent O.Kokichi Jrら は Comparing

the lPerceptiOn of]Dentists and:Lay People to

Altered Dental Esthetics(Journal of Esthetic

Dentistry,11:311-324,1999)の 中で,歯軸や切

歯平面 (正貌から見た咬合平面の傾斜)は一般人

でも少しの変化に気づ く重要な要素であることを

述べている.

デジタルセットアップは,ス マイル写真や CT

と関係づけられたシステムであればこれを再現す

ることは可能である。しかし,中心位の再現性は

現時点では高くない.

つまリアナログもデジタルも,中心位という機

能的な要素と正貌から見た咬合平面や歯軸の傾斜

という審美的な要素の両方を,本当に精度よく再

現できるシステムは現時点ではないと思われる.

そこで筆者は, この審美と機能を同時に精度高

く咬合器に再現することにより,正 しい治療計画

の立案を容易にし,正確なブラケットプレースメ

ントを可能にするシステムを開発した.

2.方法および材用

まず初めに顔面の正中矢状平面を決定する必要

がある。これは顔面写真や CTの顔面軟組織情報

から決定する.次 に中心位の咬合記録を採得する.

そ してフェイスボウの代わ りに TOPア ナライ

ザー (Tagahara Occlus」 Plane analyzer)で 顔

面に対する上顎歯列の位置関係をトランスフアー

する(図 1.2.3).そ してTOPア ナライザーサポー

トを利用して咬合器に上顎模型を装着する (図 4.

5).TOPア ナライザーシステムでは,現在パナ

デント咬合器,SAM咬 合器,Kavoプ ロター咬

合器に対応している.

tr 1 TOP vt-'( t - fiaeahara Occlusal Plane analyzer)

図 2 TOPア ナライザー正面観
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図 3 TOPアナライザー側面観
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3.従来の方法との違い

従来のフェイスボウは,咬合器に中心位 (下顎

の純粋な回転運動)を再現するために考案された

ものである.決 して顔面に対する審美的な要素を

再現する目的で作られたものではない.そ してこ

こで注意しなくてはならないのは,人間の顔は左

右対称ではなく, 日の高さも違えば耳孔の高さも

違うことである.耳孔の位置は前後にも違うし,

顔の幅も異なる。図 7を見て欲しい。この患者は

左の耳孔が右よりも低い位置にあるのがわかるで

あろう.そのため左右の顆頭球が同じ高さにある

咬合器にトランスファーすると正貌から見た咬合

平面の傾斜や歯軸の傾斜が正しく再現されないの

である.

図 4 TOPアナライザーサポー ト

図5 咬合器に上顎模型を装着する

従来の フェイス ボウ とTOPア ナ ライザーサ

ポー トを組み合わせて使用することもできる。ま

ずフェイスボウで咬合器に上顎模型を仮装着す

る.こ れでまず機能的な部分が トランスフアー

されたことになる。次に,顔面写真や CTの顔面

軟組織情報と比較して,正貌から見た咬合平面の

傾斜や歯軸の傾斜に狂いがあればTOPア ナライ

ザーサポートの調節機構を使ってこれを補正して

再装着する (図 6).

図 6 丁OPアナライザーサポー トは 3次元的な調節機構 を備え
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図 7 患者の左の耳孔が右よりも低い位置にあることがわかる
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また図 9の ように患者の左の耳孔が右よりも前

方にある場合は,咬合器の顆頭球は同じ位置にあ

るので,上顎模型は水平的に回転して装着されて

しまう.

隋鰺・

図 9 患者の左の耳孔が右よりも前方にある場合は,咬合器の

顆頭球は同じ位置にあるので,上顎模型は水平的に回転
して装着される

図 10は患者の顔の正中で反転させて作成した

合成写真である。左右の顔の幅が違うのがよくわ

かるであろう.フ ェイスボウはスライドマチック

タイプが多く,左右のアームが同時に可動する.

そのため図 11の ように上顎模型の正中が咬合器

の中心からズレてしまうのである.

顔面の正中で左右を反転させた合成写真を作って
みると.顔の幅が違 うのがよくわかる

図 10a.b.c.

図 11 顔の幅が違うと咬合器に正中がズレて装着される

デジタルセ ッ トアップは日々進化 しているが ,

現時点ではまだ中心位の再現に関しては精密 とは

言い難い (図 12).

暮
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釉 議.

図 12 デジタルセットアップは現時点では中心位の再現に劣る

図8 咬合器の顆頭球は左右同高であるため,患者の正貌から
見た咬合平面の傾斜や歯軸の傾斜が正しく再現されない
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4.結論

TOPア ナライザーシステム (TOPア ナライ

ザー+TOPア ナライザーサポート)ま たは従来

のフェイスボウとTOPア ナライザーサポートを

組み合わせて使用することにより,患者の正貌か

ら見た咬合平面の傾斜や歯軸の傾斜を正しく再現

するとともに,中心位も従来のフェイスボウと同

程度の精度で再現することができる.特にTOP
アナライザーサポートはマウンティングプレート

を交換するだけで,パ ナデント咬合器,SAM咬
合器,Kavoプ ロター咬合器の各咬合器に使用で

きるので,技工所にとっては有用である.

これらを使用することにより,審美と機能を両

立したセットアップモデルの製作が可能になり,

正しい治療計画の立案と正確なブラケットプレー

スメントが可能になる.

補綴医が審美的な修復処置を行う場合には,正

貌から見た咬合平面の傾斜や歯軸の傾斜が非常に

重要であるし,日腔外科医が顔面の左右非対称の

症例に外科的嬌正処置を行う際にも,正貌から見

た咬合平面の傾斜を正しく診断することが重要で

ある。このことからインターディシプリナリーア

プローチを行うにあたってTOPア ナライザーシ

ステムは非常に有用なシステムであると思われ

る.
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