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抄録：本調査の目的は１０年間の歯科矯正用アンカー
スクリュー（以下アンカースクリューと略す）の使用
状況を調査し，診断，治療方法を総括することであ
る。２００４年から２０１３年に当科に来院し診断を受けた
矯正治療患者のうちアンカースクリューを植立した
患者を調査対象とした。その結果，アンカースク
リューを植立した患者は１８７名で，全対象者に対し
て９．１％であった。上顎前突，AngleⅡ級１類，抜歯
症例で多く使用され，使用したアンカースクリュー
の６９．０％はスクリュータイプで，植立本数は平均
２．０本であり，第二小臼歯・第一大臼歯間に多く植
立され，最大固定または遠心移動や圧下の目的で多
く使用されていた。

緒 言

１９８３年 Creakmore ら１）がバイタリウム骨スクリュー
をスケルタルアンカレッジとして矯正治療に応用し
た症例報告以来，歯科矯正用アンカースクリュー

（以下アンカースクリューと略す）に関する多くの基
礎，臨床研究が行われてきた２，３）。

本邦では Kanomi３），菅原４）の報告が最初であり，
従来困難であった歯の移動を可能にする新しい矯正
治療システムの導入が１９９０年後半に行われた。その
後，２００１年に，矯正歯科治療専用のアンカースク

リューが本邦で市販され，矯正臨床に応用され，普
及していった。

歯の移動には反作用が常に存在するため，歯を固
定源に使用する場合，固定源の移動が避けられな
かった。そのため，顎外固定装置は歯の固定を強化
する目的で使用されてきたが，患者の協力が必要で
あり，確実な治療効果を得ることは難しかった。ア
ンカースクリューを併用した矯正治療では，ほぼ最
大の固定源が獲得でき，今までは困難であった歯の
移動を可能となり，矯正治療の範囲が大幅に拡大し
た。

本調査は千葉病院矯正歯科における１０年間のアン
カースクリューの使用状況を調査し，診断，治療方
法を総括することで，今後の治療方針の決定，治療
結果の向上に寄与すると考え臨床調査を行った。

材料及び方法

調査対象は，２００４年１月から２０１３年１２月の１０年間
に東京歯科大学千葉病院矯正歯科に来院した顎変形
症や症候群等の保険治療患者を除くマルチブラケッ
ト装置による本格矯正治療を行った患者２０５６名であ
る。

診療録などをもとに患者数，性別，年齢，診断
日，Angle の不正咬合の分類，不正咬合の種類，抜
歯の有無，アンカースクリューの種類，植立本数，
植立位置，使用目的を調査した。

なお，本調査ではプレートタイプも含めてアン
カースクリューとして取り扱った。

本研究は第６５回倫理委員会で審査，承認されてい
る。（受付番号５７１）
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結 果

１．患者数
調査を行った２００４年１月より２０１３年１２月の過去１０

年間で，東京歯科大学千葉病院矯正歯科に来院した
顎変形症や症候群等の保険治療患者を除くマルチブ
ラケット装置による本格矯正治療を行った患者は
２０５６名であり，そのうちアンカースクリューを植立
した患者は１８７名で，１０年間の平均植立患者割合は

９．１％であった。アンカースクリュー植立患者割合
の年次推移は，２００８年まではその平均以下であった
が，２０１０年をピークに増加している（図１）。

２．男女別患者数
アンカースクリューを植立した患者は，男性３７名

（１９．８％），女性１５０名（８０．２％）で男女比は１対４で
あった（図２）。

３．年齢別患者数
患者は７歳から５８歳であり，平均年齢２３歳３か月

であった。年齢層として２０代が４２．２％，１０代後半
（１５～１９歳）が３７．９％と多かった（図３）。

４．症例分類
不正咬合の種類では上顎前突が半数以上を占め，

その他は叢生が１２．８％，開咬が１１．８％であった（図
４）。Angle の不正咬合の分類では，Ⅱ級１類が
５５．９％，Ⅰ級が２９．６％で（図５），抜歯の有無では，
抜歯症例は７２．７％であった（図６）。

図１ アンカースクリュー植立患者数と年次推移

図２ 男女比

図３ 年齢分布

図４ 不正咬合の種類

図５ Angle の不正咬合の分類
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５．使用したアンカースクリューの種類
スクリュータイプが１２９症例（６９．０％），プレート

タイプが４９症例（２６．２％），それらの併用が９症例
（４．８％）であり，症例の約４分の３がスクリュータ
イプを用いていた（図７）。また，抜歯症例では，ス
クリュータイプが１０５症例（７７．２％），プレートタイ
プが２５症例（１８．４％），併用が６症例（４．４％）であり，
非抜歯症例ではスクリュータイプが２４症例（４７．１％），
プレートタイプが２４症例（４７．１％），それらの併用が
３症例（５．９％）であった（図８）。

６．植立本数
植立本数は平均２．０本であり，それぞれの平均植

立本数はスクリュータイプが２．０本プレートタイプ
が２．０枚併用症例では３．４本であった。また，スク
リュータイプでは，１本使用症例が３２．３％，２本使
用症例が５０．８％であり，プレートタイプでは２枚使
用症例が８７．８％であった（図９）。

７．植立位置
上顎歯列の植立位置は，第二小臼歯・第一大臼歯

間が最も多く，９７症例（５８．８％），次いで，正中口蓋
が２６症例（１５．８％）であった。

下顎歯列の植立位置は，上顎歯列と同様，第二小
臼歯・第一大臼歯間が最も多く，２０症例（４７．６％），
次いで第一大臼歯・第二大臼歯間が１７症例（４０．５％）
であった（図１０）。

図６ 抜歯の有無 図７ アンカースクリューの種類

図８ 抜歯，非抜歯の違いによるアンカースクリューの種類

図９ アンカースクリューのタイプ別の使用本数
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８．使用目的
上顎歯列では，最大固定が１０９症例（７４．１％）と最

も多く，次いで遠心移動が２４症例（１６．３％）であった
（図１１）。アンカースクリューの種類別にみると，プ
レートタイプでは最大固定（４２．９％）の占める割合が
減り，遠心移動（３７．１％）や圧下（１７．１％）の使用症例
が多かった（図１２）。

下顎歯列では，上顎歯列と同様，最大固定が２６症

例（４５．６％）と最も多く，ついで遠心移動が１８症例
（３１．６％）であった（図１３）。アンカースクリューの
種類別にみると，スクリュータイプでは最大固定

（４４．０％），近心移動（２２．０％），プレートタイプでは
遠心移動（８７．５％）の占める割合が大きかった（図１４）。

考 察

１９９７年に当科で矯正歯科治療用の固定源としてデ
ンタルインプラントの応用を開始した６）。その後，
２００１年に矯正歯科治療専用のアンカースクリューが
本邦で市販された。そして，２０１０年に当病院の倫理
申請が承認され，このときより，当院では同意書と
クリニカルパスを作成し，年に一度の口腔外科と矯
正歯科の医局員を対象とした研修の実施が倫理委員
会から義務づけられている。そのため，アンカース
クリュー植立患者割合は２００８年までは１０年間の平均
植立患者割合以下であったが，それ以降顕著に増加
していた。その後，２０１２年の薬事申請の承認と日本

図１０ アンカースクリューの植立位置

図１２ アンカースクリユーのタイプ別の上顎歯列での使用目的

図１１ アンカースクリューの上顎歯列での使用目的
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矯正歯科学会によるガイドライン７）の制定などの社
会的背景の影響を受け，日常矯正臨床で予知性のあ
る治療メカニクスのひとつとして確立してきた。

さらに，２０１４年より顎変形症患者や先天性疾患患
者へのアンカースクリューの保険導入が始まった。
そのため，今後は再びアンカースクリューの使用が
増加すると予測される。

アンカースクリューを植立した患者の男女比は，
１対４であった。一方，当科の永井ら８）の報告では
千葉病院の１９歳以上の成人患者の男女比は１対２
であり，加瀬ら９）の報告では全患者に対して女性は
６０％であり，岩本ら１０）の報告では６４．８％であった。
また，永井ら８）の報告では女性の不正咬合の種類は
男性と比較し，上顎前突，叢生，開咬の割合が多
かった。そのため，女性の矯正治療患者多いのに加
え，女性ではアンカースクリューが多く適応される
不正咬合が多いことにより，アンカースクリュー植
立患者の女性比率が矯正治療患者の女性比率と比較
し大きくなったと考える。

マルチブラケット装置による本格矯正治療は混合
歯列期後期から永久歯列期を対象とするため，本調
査では，歯列の発育段階ではなく，年齢層による分
類を行った。その結果，アンカースクリューを植立
した患者の平均年齢は，２３歳３か月であり，年齢層
としては２０代（４２．２％）と１０代後半（３７．９％）が多かっ
た。永井ら８）の報告では千葉病院の患者平均年齢は
１１．８歳であり，また加瀬ら９）の報告では９歳以下が
３３．１％，１０歳～１９歳が３８．６％，２０歳～２９歳が１７．５％，
岩本ら１０）の報告では９歳以下が３８．５％，１０歳～１９歳
が３５．２％，２０歳～２９歳が１３．４％であり，本調査と比
較して平均年齢は低い。アンカースクリューの成功
率は８０～９０％に収束しているとされているが，植立
位置，植立方向，年齢によって脱落率の報告は様々
である。特に，日本矯正歯科学会によるガイドライ
ン７）では成長期小児の安全性についてのエビデンス
に乏しく，脱落率が高いことが報告されているた
め，アンカースクリューの適応年齢は，原則として
成人または永久歯列完成後の成長晩期の若年者を対
象としている。このことより，矯正治療患者の平均
年齢よりアンカースクリューを植立した患者の平均
年齢が高いと考える。

アンカ－スクリューを植立した患者は，AngleⅡ
級１類の上顎前突症例の抜歯症例に多く用いられて
いた。これは，アンカースクリューの主たる目的で
ある固定源の強化がより必要な症例であるからだと
考える。吉松ら１１），黒木ら１２）の研究では Angle の不
正咬合の分類と抜歯について検討していないが，両
報告とも本調査と同様に，上顎前突が最も多い結果
である。

図１３ アンカースクリューの下顎歯列での使用目的

図１４ アンカースクリューのタイプ別の下顎歯列での使用目的
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使用したアンカースクリューの種類は，症例の約
４分の３がスクリュータイプを用いていた。アン
カースクリューの種類の選択に関わる要因としては
歯槽骨の解剖学的構造，歯根の位置，費用対効果，
使用目的が挙げられるが，スクリュータイプはプ
レートタイプと比較して，患者への低侵襲，植立お
よび撤去操作の容易さ，安価であるために使用頻度
が高いと考える。また，抜歯の有無で使用するアン
カースクリューの種類の割合に違いがあった。これ
は，非抜歯症例では歯列全体の近遠心移動を必要と
することが多く，その際，歯根接触の可能性が低
く，より強固な固定が獲得できるプレートタイプを
選択するためだと考える。

アンカースクリューの種類別の植立本数には特徴
がみられた。スクリュータイプとプレートタイプで
平均植立本数同じ２．０本であっても，患者一人当た
りの植立本数の分布には違いがあった。すなわち，
プレートタイプを使用した症例の９０％近くが２枚植
立していた。これは，歯列全体の移動を行う際に強
固な固定が要求されるために選択され，歯列の変形
を避けるため左右対称性に植立されることが多いと
考える。

アンカースクリューの植立位置は，上下顎歯列と
もに第二小臼歯・第一大臼歯間が最も多かった。こ
れは，過去の報告１１，１２）と同様な結果が得られた。理
由として，植立スペースや皮質骨の厚み等の解剖学
的構造や，植立後のメカニクスの単純化が比較的可
能なこと，使用目的の多くが最大固定であることな
どが関連していると考える。

アンカースクリューの使用目的は，上下顎歯列と
も最大固定が最も多かった。しかし，下顎歯列は上
顎歯列と比較して，遠心移動を目的とする症例が多
く占めた。これは，上顎歯列の遠心移動はペンデュ
ラム装置や拡大ネジを用いた装置などの代替装置あ
るが，下顎歯列の遠心移動のメカニクスは少ない。
そのため，下顎歯列の大臼歯遠心移動に対しアン
カースクリューによる固定が選択される可能性が高
いと考えられる。また，プレートタイプではスク
リュータイプと比べ圧下や遠心移動の症例で多く使
用されていた。その理由としては，プレートタイプ
は歯根に障害を与える可能性が低く，そしてより強
固な固定が得られるためであると考える。過去の報

告１１，１２）において，アンカースクリューの種類別の使
用目的について検討していないが，アンカースク
リュー全体では本調査と同様，最大固定で用いられ
ている症例が最も多くみられた。

今後，より人体への為害性の少ないスクリュータ
イプによる圧下，遠心移動の治療メカニクスと確実
な植立システムが確立されれば，スクリュータイプ
が主流となり，その使用はさらに増すと考える。

結 論

本調査は東京歯科大学千葉病院矯正歯科におけ
る２００４年から２０１３年までの１０年間のアンカースク
リューの使用状況を調査した結果，次の結論を得
た。
１．アンカースクリューを使用した患者は９．１％で

あり，男女比は１対４，平均年齢２３歳３か月で
あった。

２．症例分類では上顎前突，AngleⅡ級１類，抜歯
症例が多くみられた。

３．使用した種類はスクリュータイプが６９．０％であ
り，平均植立本数は２．０本であった。

４．植立位置は上顎歯列では第二小臼歯・第一大
臼歯間が最も多く（５８．８％），次いで正中口蓋

（１５．８％）であり，下顎歯列では第二小臼歯・第一
大臼歯間（４７．６％），第一・第二大臼歯間（４０．５％）
が多かった。

５．使用目的は上顎歯列では最大固定が７４．１％と最
も多く，次いで遠心移動（１６．３％）であり，下顎歯
列では最大固定（４５．６％），遠心移動（３１．６％）で
あった。

本論文の要旨は第７３回東京矯正歯科学会学術大会（２０１４年
７月１０日，東京）において発表した。
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Ten-year clinical investigation of patients with orthodontic anchor screws at the
Department of Orthodontics, Chiba Hospital, Tokyo Dental College（２００４－２０１３）
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The present study aimed to investigate the clinical use of orthodontic anchor screws in orthodontic
treatment，and to assess the diagnosis and treatment methods at the Department of Orthodontics，Chiba
Hospital，Tokyo Dental College over a period of １０ years（２００４－２０１３）． The total number of patients
treated with orthodontic anchor screws was１８７． The average patient age was ２３ years and ３ months
old，with higher female prevalence． Orthodontic anchor screws were most frequently used in patients
of Angle Class II division １，with maxillary protrusion，and with extraction of premolars． The most
used orthodontic anchor screw used was the screw type（６９．０％），with an average number of ２．０ screws
used． The most common insertion position was between the second premolar and first molar for both
the upper and lower jaws． Most frequent purpose of usage in the upper jaw was for maximum anchor-
age（７４．１％），followed by distal movement（１６．３％）． In the lower jaw，the most frequent purpose of us-
age was for maximum anchorage（４５．６％），followed by distal movement（３１．６％）．

（The Shikwa Gakuho，１１６：４３－４９，２０１６）
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