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緒 言

動的矯正治療直後からの保定の重要性について

は古くから提唱され１），現在では一般的に広く知

られている。多くの場合において装置を用いた器

械的保定が行われ，その装置は新たに考案，改良

が施され現在では種々の装置が存在する。近年で

は材料や技術の進歩により樹脂を駆使したトゥー

ス・ポジショナー２，３）やソフトリテーナー４，５）がある

が，現在一般的に広く使用されているのがHawley

type や Begg type といった金属線とレジン床か

ら構成される可撤式床型保定装置である。可撤式

であるがゆえに口腔衛生管理の観点からは優れて

いるが，これらは床部がレジンで大部分を占める

ため装着感の悪さ，発音障害などを訴える患者が

多く，また審美的問題もある。そのため患者側が

任意に使用時間を短縮することにより，臨床にお

いて保定期間中に後戻りをしばしば経験する。特

に成人患者においては職業上の規制などの社会的

背景，心理的要因からより使用状況が悪いのが現

状である。動的治療終了後，可撤式保定装置で保

定を行う場合において歯列を安定させるには患者

の装置使用が必須である。

そのためには保定装置が具備すべき条件とし

て，違和感や発音障害の減少のために床部の被覆

面積を少なくかつ薄くすること，適当な強度を有

すること，審美性に優れていることが必要であ

る。また，廉価で患者の経済的負担軽減も念頭に

置かなければならない。

これまで著者らは保定装置のレジン床部に焦点
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抄 録：通常，動的矯正治療後に後戻りを防ぐために保定を行う。一般的には床型可撤式保定装置
が用いられるが，使用感・審美的な問題から使用状況が悪い。そこで著者らは使用感に大きな影響
を及ぼす床部に焦点を当て，鋳造した金銀パラジウム合金とレジンのコンビネーションリテーナー
を作製した。本リテーナーを作製後，既報の圧印板によるコンビネーションリテーナーとレジン単
体のリテーナーについて検討した。オートグラフ DC を用いて強度を測定し比較した。結果，硬度
が高い金銀パラジウム合金を使用することによって，レジン単体よりも床の厚みと幅を抑えること
が出来た。また，圧印法に比べて鋳造法の方がより適合性と強度が増加し，それにより使用感が向
上し被験者の満足を得た。なお，コンビネーションリテーナーは比較的安価であり，製作法が煩雑
ではないため routin で活用出来ると思われる。本リテーナーの装着により患者の協力が受け入れ
易くなるものと考えられる。
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を当て，特に発音や嚥下運動に関係する口蓋にお

けるレジンの厚み，舌感，熱伝導性，装置の強度

を考慮して金銀パラジウム（GPA）板圧印法によ

るメタル－レジンのコンビネーションリテーナー

を報告し６），衛生面，使用感，適合性，強度に関

して満足のいく結果が得られた。今回さらなる適

合性および使用感，また，操作性や堅牢性の向上

を目指して GPA 鋳造によるメタル－レジンの新

しいコンビネーションリテーナーを上下顎につい

て製作，検討したので報告する。

材料および方法

製作法は通法に従い GPA メタル鋳造による金

属バーを製作した。唇側線はサーカムファレン

シャルとした。そして臼歯部はレジン床とするメ

タル－レジンのコンビネーションタイプとし，上

顎は無口蓋タイプ，下顎はケネディーバータイプ

で製作した。

１）リテーナー製作手順

� ワックスアップ

副模型を作製してワックスアップした（図１）。

上顎前歯部舌側は金属プレートとし，切歯舌面は

歯頚部より舌面小窩を被覆する長さ，口蓋側へ約

１０mm，厚さ０．４ｍｍとした。下顎においては，４

前歯歯頚部に相当する切歯舌面部を唾液の自浄作

用を障害しない配慮から中空とし，０．４ｍｍ厚さ

の舌側歯面部と０．８ｍｍ厚さのリンガルバーとす

る金属バーとした。なお上下顎共に犬歯遠心部よ

り約５ｍｍの長さでかつ粘膜より０．５ｍｍ浮かし

た状態でレジン床との維持部を設けた。また，上

顎の口蓋雛壁相当部は滑沢であると違和感が強い

と思われるので，床表面にわずかにヒダ様の形態

を施した。

� 鋳造

金属床材料は金銀パラジウム合金（GPA）を使

用した。

� 鋳造体の試適

バリの除去，研磨を行った後，副模型に復位さ

せ適合性の確認を行った（図２）。

� 唇側線の屈曲

唇側線（．０３６inch ステンレススティール）の屈

曲を行った。なお，上顎においては審美性に配慮

して透明なポリエチレンフタレートによる Quick

Change Method（QCM wire，チカミミルテック

社製）を使用した。

� 完成

屈曲した金属線と共に即時重合レジンにて金属

床を連結し，レジン部を研磨し完成とした（図３）

（図４）。

２）リテーナーの強度

レジン床のリテーナーと GPA 板圧印法による

メタル－レジンのコンビネーションリテーナーと

GPA 鋳造によるメタル－レジンのコンビネー

ションリテーナーの３種類のリテーナーを用いて

図１ 副模型作製後，ワックスアップしたところ
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強度の測定を行った。まずリテーナー製作用の副

模型を作製し，リテーナーを咬合平面と垂直に左

側臼歯部にて固定できるように作製した。そし

て，レジン床の部分を模型に固定した。右側臼歯

部も同様に模型を作製し，第二小臼歯，第一大臼

歯，第二大臼歯の各歯牙ごとに分割を行い，レジ

ン床部分と模型を固定した（図５）。オートグラフ

DC５００型万能試験機（島津製作所製）を用いて，右

側臼歯部の各歯牙のレジン床部の中央部に相当す

る模型部分に点で圧（５kg）を加えてたわみ量を

測定した。

３）リテーナーの使用感

発音時，嚥下運動時および安静時において被験

者は，レジン床のリテーナーと GPA 板圧印法に

よるメタル－レジンのコンビネーションリテー

ナーと GPA 鋳造によるメタル－レジンのコンビ

ネーションリテーナーの３種類を使用し１．不良

２．やや不良３．普通４．やや良好５．良好の５

段階で評価した。

なお，患者は既報６）の３名に再度本研究の主旨

を説明し，同意のもと協力を得た。

結 果

１）リテーナーの強度（図６）

第二小臼歯，第一大臼歯，第二大臼歯の各々の

部分で垂直的に力を加重していったが，中でも第

二大臼歯の部分がレジンとメタルの連結部分に最

も応力がかかりやすいというデータ結果が得られ

図２ 金銀パラジウム合金による鋳造後

図３ 完成した GPA 鋳造によるメタル－レジンのコンビネーションリテーナー

３４８ 荻原，他：GPA 鋳造のコンビネーションリテーナー
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た。これは既報６）の結果と同様であった。そこで

第二大臼歯の部分で加重したデータを比較検討し

た。

金銀パラジウム合金を併用した２つのリテー

ナーは，レジン単味のリテーナーと比較してたわ

み量は少なく，強度が向上した結果が得られた。

圧印法によるものと鋳造法によるものでは，鋳造

法の方が軽度に強度が向上した。

２）リテーナーの使用感（図７）

金銀パラジウム合金を併用した２つのリテー

ナーは，レジン単味のリテーナーと比較して３名

共に大きく向上したという解答が得られた。ま

た，鋳造による方法と圧印法では２名が鋳造によ

る方法の方が良好であり，より使用感が向上した。

図４ GPA 鋳造によるメタル－レジンコンビネーションリテーナーを装着した口腔内

歯科学報 Vol．１０３，No．５（２００３） ３４９
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考 察

Riedel の報告にあるように矯正治療された歯

列の後戻りは様々な要因によって起こるものであ

る７）。矯正治療後，治療結果を維持する為に必要

な期間，治療後の位置に歯牙を維持することが保

定の定義８）であるが，治療によって得られた新し

い位置に歯を保持するのは非常に困難である９）。

保定を困難なものにしている大きな要因が患者の

協力性であり，それ無くしては「第二の治療」１）

の成功は達成できないのである。近年では社会的

背景から以前よりも発音障害や審美性の改善がよ

り求められてきており，従来の装置では使用しな

い患者が多くなってきている。しかしながら重要

性が言われている割には，保定装置の改良や発表

は意外と少ない。床型可撤式保定装置では

Hawley１０）が発表して以来，患者の使用感の向上，

審美性の改善を目的に今日まで改良が繰り返され

てきたとは言い難いのが現状である。

審美性の改善では，唇側線をステンレス・ス

チールからなるワイヤーではなくて高分子ポリエ

チレン繊維にレジンを応用した報告１１），また１０°の

ラビアルクラウントルクを組み込んだポリエチレ

ンエステルからなる QCM ワイヤーを用いた報

告１２）などがありどれも審美性という観点からは良

好な結果を得たとしている。今回著者らは，審美

性の改善のために上顎犬歯間に QCM ワイヤー

（チカミミルテック社製）を使用したことにより，

患者自身が満足した良好な結果が得られた。

使用感に関しては床部の形態が大きく影響す

る。上顎保定装置の口蓋部レジン床表面に各自の

口蓋部表面性状を再現したことによって発音障害

が軽減した報告１３），リテーナーの床縁位置を歯頚

寄りに設定することによって薄くし１４），かつ辺縁

形状を移行的にナイフエッジ状にすることによっ

て装着感の向上が得られた報告１５）があり，床が重

要な要素の一つであることは明らかである。これ

らの報告の条件を満たすにはレジンよりも硬度が

図６ 強度の測定結果

図はたわみ量のグラフであり，２５目盛で１ｍｍ
たわんだことになる。
１．レジンのみのリテーナー
２．GPA 板圧印法によるメタル－レジンのコン

ビネーションリテーナー
３．GPA 鋳造によるメタル－レジンのコンビ

ネーションリテーナー

図５ 実験に用いる模型にリテーナーを固定したところ

図７ 使用感についてのアンケート調査

患者には，使用感を１～５段階で評価しても
らった。１～５段階評価は以下の通りである。

１．不良 ２．やや不良
３．普通 ４．やや良好
５．良好

３５０ 荻原，他：GPA 鋳造のコンビネーションリテーナー
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高い金属が好ましい。これまでにも床材料に金銀

パラジウム合金を併用した報告１５，１６）はあり，床を

薄くかつ小さくしたことにより使用感が向上した

としている。同様の目的でニッケルチタンを併用

し良好な結果を得た報告もされているが１７，１８，１９），

製作工程が煩雑で高価であるため臨床においてrou-

tin で行うには難しいと思われる。レジン床と比

較して金銀パラジウム合金を併用したリテーナー

は，口蓋床を薄く出来るため舌房をより確保でき

る。特に切歯乳頭および口蓋雛壁部が薄く，粘膜

形状が適度に付与されているため発音障害が非常

に少なく使用感が良い結果が得られた。金属床部

は菲薄であるため唇顎口蓋裂患者のように欠損歯

がある場合の人工歯配列も容易となった。さらに

組織親和性に優れ，その表面性状からプラークの

付着が少なく衛生的である。臨床においては，強

度の向上によりリテーナーの破損も少なくなるよ

うに思われた。なお，患者１例において三種のリ

テーナー総重量を計測した結果，レジン床のリ

テーナーは上顎が３．１７ｇで下顎が２．６３ｇ，GPA

板圧印法によるメタル－レジンのコンビネーショ

ンリテーナーは上顎が４．８２ｇで下顎が３．１７ｇ，GPA

鋳造によるメタル－レジンのコンビネーションリ

テーナーは上顎が６．３２ｇで下顎が５．４４ｇであっ

た。全て金属床であると重量が重くなるが，メタ

ルとレジンコンビネーションすることによって両

者の利点を得ることが出来た。一見，軽量の方が

使用感が良好と思われがちであるが，この程度の

重量においては重量と患者の使用感はあまり関係

がないように思われた。なお，使用感の向上のみ

ならず高級感が増したことによってリテーナーに

対する患者の取り扱いが丁寧になった。

鋳造したものと圧印法とを比較しては鋳造の方

が軽度に強度が向上し，歯牙および粘膜に対して

より適合性が向上したことによって維持が良好に

なったと思われた。さらに，患者固有の口蓋雛壁

の再現もワックスアップで容易に出来るため使用

感も向上するように思われた。

また，唇顎口蓋裂や顎変形症などの保険適応患

者においてメタル－レジンのコンビネーションリ

テーナーは，金属床として健康保険適応となるた

め矯正専門医にとって経済的効果が大きいと思わ

れる。

結 論

近年，成人の矯正治療の需要が増加している。

多くの成人患者が使用感や審美性に対して厳しい

意見を持ち，それらが満たされないと装置を使用

せず臨床においてしばしば後戻りを経験する。今

回考案した GPA 鋳造によるメタルーレジンのコ

ンビネーションリテーナーはリテーナーの具備す

べき条件を満たし，さらには患者の望む条件を満

たしたリテーナーといえる。製作が安価で簡便で

あるため，実際の臨床において成人患者のみなら

ず汎用出来ると思われる。

本論文の要旨は，第５８回東京矯正歯科学会（１９９９年７
月１５日，東京）およびThe４th Asian Pacific Cleft Lip and
Palate Conference（１９９９年９月３０日，福岡）において発
表した。
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Efficacy of a combination metal and resin retainer produced by GPA casting
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Retention is generally performed to prevent relapse after completing dynamic orthodontic treat-

ment. Although plate－type removable retainers are frequently used, they are associated with discomfort

and poor esthetics. In this study, focusing on the retainer plate area influence on wearing condition, a com-

bination retainer of cast gold－silver－palladium alloy and resin was produced. The strength of the retainer

was measured using an autograph DC and compared with that of a combination retainer produced using

a swage plate, and a standard resin retainer. As a result, by the use of a gold－silver－palladium alloy

with adequate hardness, the thickness and width of the plate area could be decreased in comparison with

the retainer produced using only resin. Furthermore, the fit and strength of the retainer produced by the

casting method were better than those of the retainer produced by the swaging method, increasing the

subjects’satisfaction due to an improved wearing conditions. Since the combination retainer in this study

can be inexpensively produced without complicated procedures, routine application is possible. Further-

more, the patients’cooperation may be more readily obtained by using this combination retainer.

（The Shikwa Gakuho，１０３：３４６～３５２，２００３）

３５２ 荻原，他：GPA 鋳造のコンビネーションリテーナー
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