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はじめに

本格矯正治療によって獲得された正しい咬合，歯
列，機能と調和のとれた側貌軟組織を保持，安定さ
せるために保定管理は重要である１）。しかし，保定
中に歯列に空隙が生じることがある。そのまま放置
すると，審美的問題，咬合干渉による機能的問題，
食片圧入による歯周病学的問題が生じる可能性があ
る。特に抜歯症例における保定装置の使用時間の不
足による抜歯部位の空隙の再発や舌突出癖，低位舌
などの口腔悪習癖による前歯部の空隙の再発など矯
正治療後に空隙閉鎖が必要となることがある。

そこで，我々は，保定中に生じた空隙を閉鎖のた
めの改良型可撤式保定装置を考案したので紹介す
る。

装置の構造（図１）

装置の構造は，従来の Begg 型（ラップアラウン
ド型，サーカムフェレンシャル型）可撤式保定装置
を改良した。レジン床を左右側に分割して０．３２イン
チのステンレススチール丸線のコネクティングワイ
ヤーで連結した。この部のループは歯列弓の側方の
縮小が必要な際に付与する。しかし，舌小帯が高位
の時や空隙が少ない時は，付与しないこともある。
そして，０．０３２インチのステンレススチール丸線の
ラビアルワイヤーとリンガルワイヤーには空隙の生
じやすい犬歯小臼歯間に垂直ループを付与し，前歯
部の唇舌側にレジンパッドを付加した。これを来院
ごとにループを活性化することにより前歯部を一塊
にして空隙閉鎖を行うことを可能にした。維持装置
として臼歯部に単純鉤を設けることにより強固な固
定を得るとともに装置の維持を向上させた。
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症例１（図２）

患者は，初診時１６歳８ヵ月の女性。歯槽性上下顎
前突と診断した。セファロ分析結果として，骨格的
には特に問題がなく，歯槽的には U１ to FH１３２°
と上顎切歯の唇側傾斜，L１ to FH５１°，L１ to APo３４°
と下顎切歯の唇側傾斜を認めた。治療は，上下顎両
側第一小臼歯抜歯による本格矯正治療を行った。治
療期間は２年３ヵ月を要した。動的治療終了後５ヵ
月時に下顎両側の抜歯部位に空隙を認めたため，本
装置を装着して，５ヵ月で空隙を閉鎖した。

症例２（図３）

患者は，初診時１５歳１０ヵ月の女性。骨格性下顎前
突と診断した。セファロ分析結果として，骨格的に
は SNB８８°，ANB－２°と下顎前突を示し，歯槽的
には U１ to FH１２４°と上顎切歯の唇側傾斜，L１
to FH６６°，L１ to Mandibular plane８８°と下顎切

歯の舌側傾斜を認めた。治療は，下顎両側第一小臼
歯抜歯による本格矯正治療を行った。治療期間は２
年１ヵ月を要した。動的治療終了後１ヵ月時に下顎
両側犬歯小臼歯間に空隙を認めたため，本装置を装
着して，４ヵ月で空隙を閉鎖した。

症例３（図４）

患者は，初診時１８歳９ヵ月の女性。開咬を伴う骨
格性上顎前突と診断した。セファロ分析結果とし
て，骨格的には SNB７４°，ANB ９°と下顎後退を
示し，また Mandibular plane angle３９°，Gonial an-
gle１３９°と下顎の時計回りの回転を認め，歯槽的に
は U１ to FH１３１°と上顎切歯の唇側傾斜を認め
た。機能的には舌突出癖を認めた。治療は，上顎両
側第一小臼歯抜歯による本格矯正治療を行った。治
療期間は３年１ヵ月を要した。動的治療終了後１年
６ヵ月時に下顎左側犬歯小臼歯間に空隙を認めたた
め，本装置を装着して，３ヵ月で空隙を閉鎖した。

図１ 改良型可撤式保定装置
Ａ 装置全体像
Ｂ 装置側面観（ａ，ラビアル（ブッカル）ワイヤー ｂ，レジンパッド ｃ，単純鉤）
Ｃ 装置咬合面観（ｄ，リンガルワイヤー）
Ｄ 装置舌面観（ｅ，レジンパッド ｆ，床 ｇ，コネクティングワイヤー）
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図２ 症例１の口腔内写真
ａ 初診時 ｂ 動的治療終了時 ｃ 改良型可撤式保定装置装着時（矢印：約１．５mm の空隙）
ｄ 装置装着５ヵ月時

図３ 症例２の口腔内写真
ａ 初診時 ｂ 動的治療終了時 ｃ 改良型可撤式保定装置装着時（矢印：約１mm の空隙）
ｄ 装置装着４ヵ月時
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考 察

本格矯正治療後の後戻りに対して，エッジワイズ
装置を再装着して改善するのが効率的なメカニクス
であるが，審美性に対する精神的負担，頻繁な来
院，口腔管理の面から患者から再装着の承諾を得る
ことは難しい２）。そのため，いままで矯正歯科臨床
でよくみられる下顎前歯の叢生の後戻りに対しては
固定式装置２－４）や舌側スパー５），補助弾線６，７），エラス
ティックモジュール８）を組み込んだ可撤式装置が考
案されている。しかし，空隙の再発の後戻りに対し
ては，セットアップモデルを作製し，インビジブル
リテーナー９，１０），スプリングリテーナー１１）などの能
動的な保定装置を装着して，空隙の閉鎖を試みるが
期待した治療結果が得ることが難しいのが現状であ
る。

Begg 型可撤式保定装置は Hawlay 型可撤式保定
装置とは異なり，歯列全体を唇側線で囲う構造のた
め歯列弓を縮小した症例や抜歯症例の保定装置とし
て矯正歯科臨床では広く用いられている１）。しかし，

この装置も歯列弓を縮小することは構造的に可能で
あるが，唇側線を活性化するとワイヤーが安定せ
ず，歯に確実に矯正力を伝達することが難しいた
め，空隙の閉鎖には適さない。そこで，我々は
Begg 型可撤式保定装置を改良して確実に効率的に
空隙の閉鎖することが可能な改良型可撤式保定装置
を考案した。

本装置の特徴は，①可撤式装置にも関わらず，前
歯部の唇舌側のレジンパッドと大臼歯部のクラスプ
で良好な維持が獲得できる。②歯に確実な矯正力が
作用することで短期間に空隙を閉鎖できる。③空隙
の閉鎖後も，そのまま保定装置として長期間使用で
きる。④患者の来院間隔を広げることができ，来院
回数を減らすことができる。⑤セットアップモデル
を用いて作製することも可能であり，下顎前歯の叢
生の改善にも用いることができる。ことが挙げられ
る。

本装置を本格矯正治療後に空隙が生じた３症例に
装着したところ，患者への大きな負担もなく，短期
間に治療結果を得ることができた。その後も保定装

図４ 症例３の口腔内写真
ａ 初診時 ｂ 動的治療終了時 ｃ 改良型可撤式保定装置装着時（矢印：約１mm の空隙）
ｄ 装置装着３ヵ月時
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置として継続して使用している。以上より，本装置
は保定期間中の咬合の安定を得るのに有効な装置と
考えた。

結 論

この改良型可撤式保定装置は本格矯正治療後に生
じた空隙を確実に閉鎖し，その後も保定装置として
長期間使用が可能であることから，保定期間中の咬
合の安定を得るのに有効な装置と考えた。

本論文の要旨は，第２９６回東京歯科大学学会総会（２０１３年１０
月１９日，東京）において発表した。

本研究は東京歯科大学倫理委員会（受付番号４９８）において
承認を受けている。
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