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抄録：近年，インプラントを利用した上顎前歯を一
塊にした後方移動が臨床で応用されている。しか
し，６前歯の移動様相に関しては，臨床的評価が多
く基礎的検討はなされていない。本研究は，三次元
有限要素法を用い，インプラント埋入部と牽引部
フックの位置変化による牽引方向の違いが６前歯の
移動様相に及ぼす影響について検討した。その結
果、各歯に発現する変位や応力に相違を認め，特に
犬歯は歯冠の変位と歯頚部に集中した応力が大きく
現れていた。牽引方向では，高い位置のインプラン
トからの牽引では，歯は傾斜の程度を弱め，垂直成
分が増加したことにより，圧下の様相が増してい
た。次に，フックを高くした場合，犬歯の移動様相
は変わらないが、反時計回りの回転モーメントが生
じ，４前歯では歯根の舌側，歯冠の唇側への移動様
相であった。以上より，インプラント埋入部位と
フックの高さは歯の移動様相に影響し，症例に応じ
た適応の必要性が示唆された。

緒 言

矯正治療において，歯を移動する際には固定源の
確保が重要となる。固定源の強化には顎外固定装置
が多く用いられてきたが，これらの固定装置は患者
の協力が必要のため，確実な固定源とは言えなかっ
た。そこで，近年，絶対的な固定源としてインプラ

ントを利用した新しい矯正治療が普及している。
インプラントアンカーは，１９８３年に Creekmore

と Eklund１）が，バイタリウム・骨スクリューを使用
し，上顎前歯の圧下を行った過蓋咬合症例を報告し
て以来，形態としてデンタルインプラントタイ
プ２），３），ミニプレートタイプ４），５），ミニスクリュータ
イプ６）～１０），埋入部として硬口蓋や上顎大臼歯，上顎
結節，下顎臼後隆起部１１）などの研究が数多くされて
いる。その中でもミニスクリュータイプのインプラ
ントは，埋入術式が簡便で比較的侵襲が小さく，患
者への負担も少ない。さらに，インプラントを利用
した新しい治療メカニクスが開発され、大臼歯の近
心移動を防ぎながら上顎前歯を一塊に後方移動する
ことで治療期間の短縮になる。そのことから，臨床
での応用が始まり，埋入位置１２）～１４）や臨床成績の報
告６），８），１０）がみられる。しかし，インプラントを応用
した６前歯の移動様相に関しては，臨床的評価が多
く力学的解析についての報告はみられない。
本研究は，三次元有限要素法を用い，インプラン

トから上顎６前歯を一塊として後方移動させる治療
メカニクスに対し，埋入部位と牽引部位を変え，牽
引方向の違いが歯の移動にどう影響するかを明確に
することを目的とした。

材料および方法

１．材料および三次元有限要素モデルの作成
研究資料は，東京歯科大学解剖学教室所蔵の正常

咬合を有したヒト乾燥頭蓋骨から得られたＸ線CT
データを用いた。撮影は，Ｘ線CT装置（SOMA-
TOM Plus4 Volume Zoom, Siemens Co, Germany）
を使用し，頭蓋骨を正中矢状面および咬合平面が床
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面に対して垂直になるように固定し，スパイラル撮
影を行った。撮影条件は，管電圧１２０kV，管電流
１３０mA，スキャン速度０．７５sec／回転，寝台移動速
度３mm/sec，コリメーション１mm×４列，ガン
トリの傾斜角度０度とした。そして，再構成スライ
ス厚１．２５mm，再構成スライス間隔１．０mmで連続
スライス画像を得た。得られた全てのスライス画像
をDICOM（Digital Imaging and Communication in
Medicine）形式でスライス三次元画像処理・編集ソ
フトウェアMimics１１．０（Materialise N. V.社製）に出
力し，CT値から上顎骨の皮質骨と海綿骨および歯
をそれぞれ抽出し，三次元モデルの構築を行った。
また同ソフトにてワイヤーを作製した。上顎骨の上

面は前鼻棘の高さを参考に２７mm上方に設定し、咬
合平面にほぼ平行で歯根を含むように設定した。作
製されたそのデータを汎用有限要素解析プログラム
ANSYS Release１１．０（Swanson 社製，サイバーネッ
ト社扱い）に出力し，皮質骨，海綿骨，歯，ワイ
ヤー，そしてワイヤーと歯を連結するブラケットの
三次元有限要素モデルを構築した。
２．構成材料とその物質性状
モデルの構成材料は，皮質骨，海綿骨，歯，歯根

膜，ワイヤー，ブラケットである。骨，歯，ワイ
ヤー，ブラケットは，節点座標系Ｘ，Ｙ，Ｚ方向の
並進３自由度を持つ４節点で構成される四面体三次
元ソリッド要素，歯根膜は厚さ０．２mmの弾性シェ
ル要素で定義した１５）（図１）。モデルの総節点数は
４６，９３６個，総要素数は２４９，５８４個であり，各構成材
料の材料定数は，有限要素の研究を基に設定し
た１５）～１８）（表１）。
３．解析条件
本研究では，インプラントからスライディングメ

カニクスによる上顎６前歯の後方移動を想定した。

表１ 各構成材料の材料定数

ヤング率（MPa） ポアソン比

皮 質 骨 １４０００ ０．３
海 綿 骨 ７８００ ０．３５
歯 ７００００ ０．３

歯 根 膜 ７ ０．４９
ワイヤー ２０００００ ０．３

ａ：正面観 ｂ：断面
図１ 上顎骨，上顎歯列およびワイヤーの有限要素モデル

上顎骨上面
図２ 拘束部位
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１）拘束条件
拘束条件は左右軸（水平方向）をＸ，前後軸（矢状

方向）をＹ，上下軸（垂直方向）をＺとし，上顎骨全
体の変位を避けるため上顎骨上面を完全拘束した
（図２）。６前歯とワイヤーおよびブラケットは一つ
の剛体とした。また，左右第一大臼歯部のブラケッ
トはチューブを再現するため，上下軸であるＺ軸方
向を拘束した。
２）荷重条件
牽引部位をフック基部に設定し，インプラント埋

入部位を上顎第一大臼歯と上顎第２小臼歯の槽間中
隔部歯槽骨骨頂点から歯根尖方向に２mmにしたも
のを荷重１とした。また，牽引部位を変えずにイン
プラント埋入部位を１０mmにしたものを荷重２とし
た。さらにフックの高低差を検討するために，牽引
部位をワイヤーより６mm上方のフックに設定し，
インプラント埋入部位を２mmにしたものを荷重
３，１０mmにしたものを荷重４とした（図３）。荷重
は，ラインで牽引部と荷重部を結び三次元ビーム要
素を定義し，６前歯の適正な矯正力と考えられる左
右３Nの荷重とした。
３）解析
有限要素の解析プログラムにはANSYSを使用

し，コンピュータは Precision３６０（Dell 社製）を用い
た。結果は，各牽引方向において初期荷重に対する
変化について解析し，４前歯の切端中央点と犬歯の
咬頭頂（以後，歯冠）と歯根尖（以後，歯根）での近遠
心側，唇舌側，上下側へのそれぞれの変位量と，最
大および最小主応力分布を出力した。

結 果

１）荷重１（図３－①）
⑴ 変位（図４，表２）
歯根と歯冠での変位量を比較すると，各歯とも歯

冠の方が大きかった。その傾向は，犬歯が一番大き
く，次いで側切歯，中切歯の順で変位量の差は小さ
くなっていた。唇舌方向では，犬歯の歯根を除き舌
側への変位であった。近遠心方向では，６前歯とも
歯冠の遠心への変位を認めた。圧下・挺出方向で
は，４前歯は挺出し，側切歯よりも中切歯で大き
く，犬歯はやや圧下した。
⑵ 歯表面における応力分布

（図５－a～c，図６－a～c）
最大主応力は，各歯の近心歯頚部に認めた。犬歯

は特に大きく，近心歯頚部に集中した応力から歯根
へ連なるように徐々に減少し，近心歯根の広範囲に
認めた。側切歯，中切歯も同様の応力分布を示した
が，全体的に応力は小さくなり，歯頚部への集中し
た応力も減少した。
最小主応力は，各歯の遠心歯頚部に認めた。犬歯

は特に大きく，歯頚部中心から唇舌側に広がり上下
へ減少しながら歯根全体にわたる応力分布であっ
た。側切歯では，歯頚部への集中した応力は減少し
た。根尖部においては犬歯のみ遠心に認め，４前歯
には応力は見られなかった。
⑶ 歯槽骨表面における応力分布

（図５－d，図６－d）
最大主応力は，右側犬歯の近心歯頚部で一番大き

①荷重１：インプラント２mm－フック基部
②荷重２：インプラント１０mm－フック基部
③荷重３：インプラント２mm－フック６mm
④荷重４：インプラント１０mm－フック６mm

図３ 牽引方向
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く，各歯の近心歯頚部に集中し，根尖部には認めな
かった。最小主応力では，右側犬歯の遠心歯頚部で
一番大きく，各歯の遠心歯頚部に認めた。
⑷ 移動様相
移動様相としては，６前歯ともに歯冠の移動量が

大きかった。６前歯において，歯冠の遠心舌側への
変位が大きく，遠心から舌側歯頚部へ応力が集中し
ていることより，全体として遠心舌側方向への傾斜
移動であった。
２）荷重２（図３－②）
⑴ 変位（図４，表３）
歯冠の変位量は，荷重１よりも減少した。唇舌方

向では，犬歯の歯根も含めた６前歯全てにおいて舌
側への変位であった。近遠心方向では，遠心への変
位量が荷重１よりも全ての歯で大きかった。圧下・
挺出方向では，荷重１と比較し中切歯の挺出への変
位は減少した。側切歯と犬歯は圧下への変位で，犬
歯は圧下が少し増加した。
⑵ 歯表面における応力分布

（図７－a～c，図８－a～c）
最大および最小主応力は，荷重１と比較すると歯

頚部への集中した応力は分散した。また、最小主応
力において，犬歯の近心も含めた根尖部全周に応力
を認めた。
⑶ 歯槽骨表面における応力分布

（図７－d，図８－d）
最大および最小主応力は，歯頚部への集中した応

力は減少した。
⑷ 移動様相
移動様相としては，荷重１よりも６前歯ともに歯

冠の移動量が小さかった。主応力においても，歯頚
部への集中した応力が弱まっていた。すなわち，荷
重１よりも傾斜の程度が弱い移動様相であった。ま
た，犬歯の圧下の移動が荷重１よりも大きかった。
３）荷重３（図３－③）
⑴ 変位（図４，表４）
歯根と歯冠での変位量を比較すると歯冠の方が大

きく，その傾向は側切歯で一番大きかった。唇舌方
向では，４前歯において歯根は舌側，歯冠は唇側へ
の変位であった。左側中切歯では歯根，歯冠とも舌
側への変位であった。犬歯においては，荷重１と同
様に歯根では唇側，歯冠では舌側への変位であっ

た。近遠心方向では，歯冠の遠心への変位であった
が右側中切歯のみ近心への変位であった。圧下・挺
出方向では，６前歯の歯根で挺出方向の変位であっ
たが，歯冠では圧下方向への変位であった。
⑵ 歯表面における応力分布

（図９－a～c，図１０－a～c）
最大主応力は，犬歯の近心歯頚部から歯根に及

び，唇側に広がる応力分布であった。側切歯は舌側
歯頚部から減少しながら歯根中央付近まで及んでい
た。中切歯においても，舌側歯頚部に応力分布を示
したが応力は小さかった。
最小主応力は，犬歯の遠心歯頚部から減少しなが

ら歯根１／３付近まで及んでいた。近心では歯頚部に
は認めないが歯根中央に認めた。側切歯は，唇側歯
頚部から歯根中央までの応力が大きく，減少しなが
ら根尖に及ぶ応力分布であった。中切歯は，舌側歯
頚部に応力を認め，唇側歯根中央から根尖付近にか
けて応力を認めた。
⑶ 歯槽骨表面における応力分布

（図９－d，図１０－d）
最大主応力では，犬歯近心歯頚部と側切歯部の舌

側歯頚部に大きく認め，中切歯部では右側遠心歯頚
部，左側は近心歯頚部に認めた。最小主応力では，
犬歯部遠心および側切歯唇側歯頚部に大きく認め
た。その応力分布はやや歯根方向への広がりも認
め，中央付近まで及んでいた。
⑷ 移動様相
移動様相としては，６前歯ともに歯冠の移動量が

大きいが，荷重１，２よりも小さかった。また４前
歯は，歯根で舌側，歯冠で唇側の変位で，最小主応
力においても唇側歯頚部に応力分布を認めた。その
傾向は側切歯で強く表れた。犬歯においては，荷重
１，２同様に遠心舌側への傾斜移動であった。ま
た，歯根は挺出方向に，歯冠は圧下方向に移動した
が，これは歯根が舌側方向，歯冠が唇側方向へ傾斜
したことによるものであり，上下的な移動はほとん
どなかった。
４）荷重４（図３－④）
⑴ 変位（図４，表５）
荷重３と比較すると、唇舌方向で歯冠のの変位量

が増し，犬歯は歯根と歯冠とも舌側への変位であっ
た。近遠心方向では，６前歯とも遠心への変位量が
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大きくなっていた。圧下・挺出方向では，６前歯全
てにおいて圧下への変位であった。
⑵ 歯表面における応力分布

（図１１－a～c，図１２－a～c）
最大主応力は，犬歯で近心歯頚部から歯根中央に

及び，唇側に広がる応力分布であった。荷重３でみ
られた根尖部は応力を認めなかった。側切歯は，舌
側歯頚部を中心に上下に減少しながら，歯根中央付
近まで及んでいた。中切歯は，舌側歯頚部から歯根
中央にかけた応力分布を示したが範囲は小さくなっ
ていた。
最小主応力は，荷重３と同様に犬歯の遠心歯頚部

が大きく，上下へ減少しながら歯根１／３付近まで広
がりを示した。側切歯は，唇側歯頚部から歯根中央
までの応力が大きく，舌側は中央から根尖に及び，
根尖部は唇側と舌側を含め全周にわたる応力分布で
あった。中切歯は，舌側歯頚部に応力を認め，歯根

中央から根尖に及ぶ応力分布であった。
最大，最小主応力分布において，４前歯では荷重

３よりも歯頚部に集中した応力と根尖部に対する応
力が大きくなった。犬歯では，荷重３よりも歯頚部
への集中した応力は弱まった。
⑶ 歯槽骨表面における応力分布

（図１１－d，図１２－d）
最大主応力では，犬歯近心歯頚部に認め，側切歯

部は舌側歯頚部，中切歯部で右側は遠心歯頚部，左
側は近心歯頚部に認めた。最小主応力では，犬歯遠
心歯頚部に認めたが，集中した応力は歯根方向への
広がりを認めた。側切歯では唇側歯頚部で大きく，
歯根方向への応力を認めた。
⑷ 移動様相
移動様相としては，６前歯ともに歯冠の移動量が

大きかった。４前歯では，歯冠と歯根の変位差は荷
重３より大きかった。荷重３よりも歯根の舌側への

ａ

ｂ

荷重１ 荷重２ 荷重３ 荷重４
ａ：６前歯 ｂ：左右中切歯 白：原型 青：変位後

←：舌側 →：唇側 ↑：根尖 ↓：切端
図４ 側面観における変位（１０４倍）
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表２ 荷重１における６前歯の変位量 単位：×１０－６mm

変 位 変 位
近遠心 唇 舌 圧下・挺出 近遠心 唇 舌 圧下・挺出

右側 中切歯 歯根 １．９０ ９．１５ －９．８５ 右側 中切歯 歯根 ０．３８ ７．６３ －１２．５４
歯冠 －０．６９ ７９．３３ －２３．３２ 歯冠 ２５．４２ ８１．８８ －１９．５２

側切歯 歯根 ３．４８ ７．８５ －１０．２８ 側切歯 歯根 －１．０９ ６．１５ －５．６１
歯冠 －３４．７５ ９９．７１ －１３．３９ 歯冠 ８９．４７ １３３．６２ ２１．５６

犬 歯 歯根 ２．５６ －１．１７ ０．４３ 犬 歯 歯根 －０．８１ －０．２３ １．３０
歯冠 －１４８．５３ １８１．７６ １７．４１ 歯冠 ７１．２７ １３５．２７ ４３．７２

・近遠心変位では，右側が遠心で（－）近心で（＋），左側が遠心で（＋）近心で（－）
・唇舌変位では，唇側が（－），舌側が（＋）
・圧下・挺出変位では，圧下が（＋），挺出が（－）

表３ 荷重２における６前歯の変位量 単位：×１０－６mm

変 位 変 位
近遠心 唇 舌 圧下・挺出 近遠心 唇 舌 圧下・挺出

右側 中切歯 歯根 １．３７ ７．５４ －５．８４ 右側 中切歯 歯根 －１．１７ ６．２０ －７．８９
歯冠 －１１．２７ ５１．００ －１４．２４ 歯冠 ２５．４９ ５５．９３ －１０．６２

側切歯 歯根 ２．７３ ６．３０ －２．３５ 側切歯 歯根 －２．９１ ５．８３ －１．２５
歯冠 －１０２．６３ ４０．６１ ７．７９ 歯冠 １３７．７６ ７０．１７ ４７．２７

犬 歯 歯根 ２．５１ ０．４７ ３．９６ 犬 歯 歯根 －１．１６ ０．８１ ２．７０
歯冠 －１５７．２８ ９０．６５ ２１．９５ 歯冠 ７４．８０ ７５．０１ ４２．７３

・近遠心変位では，右側が遠心で（－）近心で（＋），左側が遠心で（＋）近心で（－）
・唇舌変位では，唇側が（－），舌側が（＋）
・圧下・挺出変位では，圧下が（＋），挺出が（－）

表４ 荷重３における６前歯の変位量 単位：×１０－６mm

変 位 変 位
近遠心 唇 舌 圧下・挺出 近遠心 唇 舌 圧下・挺出

右側 中切歯 歯根 ０．２４ ６．７７ －１．７８ 右側 中切歯 歯根 －０．９９ ４．７９ －１．１０
歯冠 ９．４３ －１７．８２ ３．５６ 歯冠 ２１．４０ ３．６８ ３．６６

側切歯 歯根 ０．５２ ７．９０ －２．４４ 側切歯 歯根 －２．２９ ５．８８ １．６８
歯冠 －６３．５０ －３００．９０ ５１．６４ 歯冠 １６１．０９ －７９．６８ ６７．６９

犬 歯 歯根 ０．２６ －０．２１ －３．３４ 犬 歯 歯根 ０．２２ －０．１９ －０．５６
歯冠 －１０９．４３ ２８６．８３ －０．９９ 歯冠 －８．１１ １３５．２９ ６．２５

・近遠心変位では，右側が遠心で（－）近心で（＋），左側が遠心で（＋）近心で（－）
・唇舌変位では，唇側が（－），舌側が（＋）
・圧下・挺出変位では，圧下が（＋），挺出が（－）

表５ 荷重４における６前歯の変位量 単位：×１０－６mm

変 位 変 位
近遠心 唇 舌 圧下・挺出 近遠心 唇 舌 圧下・挺出

右側 中切歯 歯根 －０．６７ ５．９８ １．４１ 右側 中切歯 歯根 －２．２９ ４．０８ ２．１９
歯冠 －３．２３ －３５．９８ １０．１３ 歯冠 ２３．３５ －１２．００ １０．３２

側切歯 歯根 －０．７４ ７．１５ ３．５５ 側切歯 歯根 －３．７８ ６．０１ ４．９５
歯冠 －９９．５４ －３５０．４２ ６７．９７ 歯冠 １９６．９１ －１２４．８４ ８７．５１

犬 歯 歯根 ０．０３ １．１９ －０．５４ 犬 歯 歯根 ０．０３ ０．５５ ０．４７
歯冠 －１２６．９８ ２３３．９７ ４．１８ 歯冠 －７．６０ １０７．７１ ７．２０

・近遠心変位では，右側が遠心で（－）近心で（＋），左側が遠心で（＋）近心で（－）
・唇舌変位では，唇側が（－），舌側が（＋）
・圧下・挺出変位では，圧下が（＋），挺出が（－）
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変位が小さく，歯冠の唇側変位が増加していたこと
より，荷重３よりも傾斜移動の程度が増していた。
犬歯においては，この荷重のみ歯根と歯冠ともに圧
下方向の移動を示した。

考 察

１．実験方法について
１）有限要素法について
有限要素法は，歯学分野の力学的研究において数

多く用いられている１５）～２５）。近年のコンピュータの
発展に伴い，三次元Ｘ線CTデータがモデル構築に
応用されるようになり，生体に近似したモデルで解
析を行うことが主流となった２６）～２９）。
本研究では，６前歯の後方移動に対し，牽引方向

の違いによる歯の移動動態をそれぞれの変位様相と
応力分布から比較することが可能で，また牽引の条
件設定を任意に設定できることから，三次元有限要
素法を用いて検討した。
２）モデル構成について
本研究における有限要素モデルは，Ｘ線CTデー

タを元に作製した。三次元構築ソフトを使用するこ
とにより，モデルの作製時間を短縮することが出来
た。さらに，皮質骨と海綿骨を分け，解剖学的な形
態をより忠実に再現することが可能であった。ま
た，左右第一大臼歯のブラケットとワイヤーの接触
する部位に，チューブを再現するために接触要素を
用いた。スライディングメカニクスによる方法で
は，ワイヤーとブラケット間に生じる摩擦抵抗力を
考えなければならない。しかし，摩擦抵抗力に関し
ては，ワイヤーおよびブラケットの材質とサイ
ズ２９），結紮３０），そして口腔内状況など，様々な因子
に影響されるため，明確な結論はなされていない。
本研究での摩擦係数は，両者を固定せず滑りのみを
再現する設定とした。荷重条件は，歯の適正な矯正
力となる歯根表面積１cm２あたり９８．０～１４７．０×１０－２

N３１）から，馬場ら３２）が６前歯について算出したもの
を参考にし，左右３Nの荷重とした。
２．結果について
１）インプラント埋入部位の影響について
荷重１と荷重２を比較すると，荷重１で歯冠の変

位量および４前歯の挺出への変位が大きかった。主
応力分布では，荷重１は歯頚部に集中した応力を認

め，荷重２においては牽引方向の垂直成分が増加し
たことにより，歯根周囲への応力が大きくなり，遠
心舌側に加え圧下の応力分布も認めた。以上より，
歯根と歯冠の変位差が小さいこと，歯根全体にかか
る応力分布であることより，インプラントを高位に
埋入することで傾斜の傾向は弱くなることが示され
た。しかし，今回設定した１０mmのインプラント埋
入部位は，Ishii ら１２）の報告によると，より安全に埋
入できる限界の高さであり，インプラントを高い位
置に埋入するだけでは，歯体移動は期待できないこ
とが示唆された。また，近遠心方向において，イン
プラント埋入部が高位である荷重２，４は，荷重
１，３と比較し歯冠の遠心への変位が大きかった。
これは，上顎骨の形態が歯頚側よりも上方へいくに
つれて外側に広くなる形態であるため，牽引方向が
上下だけでなく外側へと位置したことによるものと
考えられた。
２）フックの高さの影響について
Suzuki ら３３）や Park ら８）は，フックの高さを変え

て力の作用線を歯の抵抗中心に近くすることによっ
て，回転モーメントが小さくなり，歯体移動を起し
たという報告をしている。今回，フックの高さを検
討に加え解析を行ったが，荷重１，２と荷重３，４
を比較すると，犬歯は同様の変位と応力分布を示し
た。しかし，４前歯は歯冠の唇側への変位量が大き
く，特に側切歯で顕著で，唇側に最小主応力を広範
囲に認めた。これは，牽引方向が抵抗中心の上を通
るため反時計回りの回転モーメントが生じた結果と
考えられた。さらに，荷重３と荷重４を比較する
と，荷重３の方が全体的に歯根と歯冠での変位差が
小さく，特に左側中切歯の唇舌側への変位量が歯根
で４．７９×１０－６mmなのに対し，歯冠が３．６８×１０－６

mmと変位量がほとんど一致していた。そのことか
ら，荷重３では４前歯においてより歯体移動の移動
様相と考えられた。また，荷重４では荷重３よりも
歯冠の唇側への変位と圧下への変位が大きくなって
いた。これは，牽引方向の垂直成分が増したことに
よると考えられた。
３）歯の移動様相について
歯の移動を考えるには，抵抗中心，M/F ratio，

そして回転中心が重要となる。Burstone ら３４）～３６）や
丹根ら３７）は歯を移動させるために加えられる力と，
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ａ：正面観 ｂ：舌面観 ｃ：右側面観 ｄ：歯槽骨
図５ 荷重１ 最大主応力

ａ：正面観 ｂ：舌面観 ｃ：右側面観 ｄ：歯槽骨
図６ 荷重１ 最小主応力

ａ：正面観 ｂ：舌面観 ｃ：右側面観 ｄ：歯槽骨
図７ 荷重２ 最大主応力

ａ：正面観 ｂ：舌面観 ｃ：右側面観 ｄ：歯槽骨
図８ 荷重２ 最小主応力
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ａ：正面観 ｂ：舌面観 ｃ：右側面観 ｄ：歯槽骨
図９ 荷重３ 最大主応力

ａ：正面観 ｂ：舌面観 ｃ：右側面観 ｄ：歯槽骨
図１０ 荷重３ 最小主応力

ａ：正面観 ｂ：舌面観 ｃ：右側面観 ｄ：歯槽骨
図１１ 荷重４ 最大主応力

ａ：正面観 ｂ：舌面観 ｃ：右側面観 ｄ：歯槽骨
図１２ 荷重４ 最小主応力
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歯根の位置をコントロールするために用いられる反
対方向のモーメントの比をM/F ratio といい，
M/F ratio が－１０．９の場合，歯は歯体移動すると報
告している。また，抵抗中心とは，単一の力が並進
運動を起こす力の作用点であり，力の作用線がその
点を通過すれば，その作用線の方向に歯は歯体移動
を起こさせるとし，その位置は単根歯で根尖部より
１／２～１／３で０．６１～０．６５としている。Park ら８）は，上
顎６前歯の抵抗中心は，上顎４前歯の抵抗中心と犬
歯の抵抗中心の中間にあるとし，インプラントの適
切な位置は，ブラケットスロットから８～１０mm，
フックの適切な位置はブラケットスロットから歯頚
側５，６mmであり，この構成で力は抵抗中心の少し
下を通り，わずかな傾斜と圧下だけで歯体移動をす
ると報告している。本研究結果では，上記条件に近
似した条件である荷重３が抵抗中心に近い場所で力
の作用線が水平に通ったことから，４前歯において
歯体移動であったと思われる。一方荷重４では，イ
ンプラント埋入部位がブラケットスロットからの距
離で１０mmを超えるため，牽引方向の垂直成分が増
し，回転モーメントが生じた結果となっており，
Park８）らの条件を裏付けていた。また，馬場ら３３）

は，６前歯を後方移動する際，ループの形態やワイ
ヤーサイズが歯の移動に与える影響を検討し，全て
のワイヤーで６前歯の遠心舌側挺出方向の力を認め
たとしている。本研究においては，牽引方向がほぼ
同じである荷重１で４前歯が同様の結果を得たが，
犬歯では圧下の変位を示した。これは，牽引方向の
垂直成分が若干大きいために，より牽引方向の影響
を受ける犬歯では圧下したものと考えられた。ま
た，本研究では変位様相と応力分布に若干の左右差
を認めた。これは本研究のモデルが三次元CTデー
タを元に構築したものであるために，上顎骨，歯
列，そして歯軸などが，完全な左右対称モデルに
なっていないことによると考えられた。
以上より，インプラントを使用し６前歯をより適

切に牽引するためには，抵抗中心の概念と，牽引方
向の水平および垂直成分を考慮しなければならない
ことが示された。上顎前歯を圧下しながら後方移動
させたい場合は，インプラント埋入部位を高くする
必要がある。また，後方に歯体移動させたい場合
は，抵抗中心を通り出来るだけ水平に牽引する必要

であることが示された。したがって，最適な牽引方
向は症例により異なるため，埋入部位と牽引部位は
慎重に決定しなければならない。高いインプラント
埋入部位からの牽引は，歯冠の変位量が減り応力が
歯根部まで広がることから，より歯体移動の移動様
相であるといえる。しかし，牽引方向は抵抗中心か
ら遠いため歯体移動とはならない。また，高い位置
にインプラントを埋入するには解剖学的な制限があ
る。そのため，埋入位置とフックの高さを水平の牽
引になるように調節することで，力の作用線が抵抗
中心を通り歯体移動が可能であると考えられた。
今後，適切な埋入部位やフックの高さを決定する

上で，患者固有の状態に応じた歯の移動動態をシ
ミュレーションすることが，予知性の高い治療結果
を得ることに繋がると思われる。

結 論

三次元CTデータより構築した三次元有限要素モ
デルを用い，インプラントから上顎６前歯を一塊と
して後方移動させる場合の，インプラント埋入部位
および牽引部フックの高低差など，牽引方向が歯の
移動様相にどう影響するについて解析を行い，以下
の結論を得た。
１．各歯に発現する変位や応力に相違があり，特に
犬歯で大きく表れた。

２．インプラント埋入部を高位にすることで傾斜移
動は弱まるが，歯体移動には至らなかった。

３．フックの位置を高くすると，４前歯に対し反時
計回りの回転モーメントを認め，それは側切歯で
顕著であった。

４．荷重３での牽引が４前歯に対して，より歯体移
動の移動様相であった。
以上より，Ｘ線CTデータから三次元モデルを構

築し有限要素解析を行うことで，より臨床に近似し
たシミュレーションが可能となり，インプラント埋
入部位とフックの高さは歯の移動様相に影響し，症
例に応じた適用の必要性が示唆された。

本論文の要旨は，第２８４回東京歯科大学学会総会（２００７年１０
月２０日，千葉），第６６回日本矯正歯科学会（２００７年９月２０日，
大阪）において発表した。
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Biomechanical evaluation in distal en masse movement
of maxillary dentition by implant anchorage
―Three-dimensional finite element analysis―

Satoshi TOGO

Department of Orthodontics, Tokyo Dental College

Key words : tooth movement, three-dimensional finite-element method, implant, retraction direction

In recent years，distal en masse movement of the upper anterior teeth using temporary anchorage de-
vices has been performed in a clinical setting． However，many clinical factors need to be analyzed for
the motion of the 6 anterior teeth，and a number of issues remain unresolved． In the present study，
the 3-dimensional finite-element method was used to investigate the effects of retraction direction on move-
ment of the 6 anterior teeth with respect to location of implant placement and retraction point on hooks．
The results showed that stress and displacement differed among the teeth，with crown displacement and
stress concentration in the cervix greatest in the canines． When retraction was carried out using a
highly positioned implant，degree of tooth inclination weakened，and as vertical components increased，
depression increased． When the retraction point on the hooks was high，although canine movement
showed no change，counter-clockwise rotational moment was observed． Subsequently，with the 4 ante-
rior teeth，the tooth roots moved lingually，while the tooth crowns moved labially． Location of implant
placement and retraction point on hooks affected tooth movement，thus suggesting the importance of
closely examining indications in each patient． （The Shikwa Gakuho，１１０：３１９～３３０，２０１０）
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