
Posted at the Institutional Resources for Unique Collection and Academic Archives at Tokyo Dental College,

Available from http://ir.tdc.ac.jp/

Title メタルプレート・レジン併用の矯正用リテーナーの試作

Author(s) 小野, 恭介; 原崎, 守弘; 一色, 泰成

Journal 歯科学報, 101(6): 533-541

URL http://hdl.handle.net/10130/377

Right



緒 言

矯正治療終了後に後戻りがあることの問題や，

歯列の安定を得るための保定が非常に重要である

ことは広く知られており，保定は一般に動的治療

終了時から行われる矯正治療における最後の治療

である。保定を行うための保定装置（リテーナー）

は，古くから考案されているが動的治療装置ほど

多くはない。金属線とレジン床からなるHowley

type１）や Begg type２）の床型保定装置や，ゴム素材

を使用して製作されるトゥース・ポジショナー３）４）

やソフトリテーナー５）６）などがある。現在，最も広

く使われているものとしては，Begg type の床型

保定装置であろう。しかしながら，「リテーナー

がレジン床であるために使用感が悪く会話がしに

くい。」と患者が訴える事が多く，年齢が高い成

人患者ほど慣れるのに時間がかかる。そのため，

慣れるまでの間に可撤式装置であることから患者

が勝手にリテーナーの使用を中断して，矯正治療

後の後戻りが起こることは日常よく経験するとこ

ろである。矯正治療後の後戻りについての研究は

多数報告されている７）～１２）。現在までに，リテー

ナーの床縁の厚みや長さを変えることによって，

患者の装着感がどう変わるかといった研究は行わ

れているが，リテーナーの素材や形態が大幅に改

良された報告は少ない１３）～１５）。

そこで著者らは，メタルとレジンを併用するこ

とによって，装置の縮小ができるため使用感が快

適で発音障害が少なくなり，強度が上がることに

よって，変形や破損が起こりにくくなるリテー
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抄録：現在，最も広く使われている床型保定装置のリテーナーはレジン床のため使用感が悪い。そ
こで著者らは，メタルとレジンを併用したリテーナーを試作したので報告する。リテーナーの金属
部分には白金加金板（PGA）と金銀パラジウム合金板（GPA）を使用した。金属板は圧印法によって
圧接した。今回は金属の組成，金属床部分を変更することによってTYPEＡ～Ｄの４通りを作成
した。結果としては，今回４通りのリテーナーを試作したが，TYPE Ｄのリテーナーが最も良
かった。TYPE Ｄのリテーナーは，金銀パラジウム合金を使用したため，適合性・強度が向上し
た。また，維持部分を金属床に直接組み込むことによって，装置の製作が簡略化できた。
メタルとレジンを併用することによって，床の厚みを抑える事ができ使用感が向上した。このメ

タルプレート・レジン併用のリテーナーは，活用される頻度が高いと考えられる。

キーワード：保定，リテーナー，メタル・レジン併用，レジン床，金属床
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ナーを試作・検討したので報告する。

材料および方法

１）リテーナーの製作手順

リテーナーの床材料として金属部分は，帯状の

白金加金板（PGA）と金銀パラジウム合金坂

（GPA）を使用した。金属板は軟化熱処理後，陰

陽型石膏模型による圧印法によって圧接し，硬化

熱処理して仕上げた。レジン部分には，ニッシ

ン・オーソクリスタルを使用した。

今回，考案したリテーナーを金属の組成および

金属床部分のデザインを変更することによって

TYPE A～Dの４通りのリテーナーを作成した。

リテーナーの製作手順を次に示す。

TYPE A：舌側歯面部を金属床で覆う外形とする

タイプ

舌側歯面を覆う金属の幅は，歯頸部から歯冠

１／２までとする。０．２mm厚さの帯状白金加金板

（図１）を切り取り，設計線を記入した副模型をフ

ラスコに埋没し，陰陽型石膏模型を作製する（図

２）。そこに，軟化熱処理を行った白金加金板を

あて，加圧機により圧印を行い（図３）金属板を作

業用模型に適合させる。その後，別に屈曲した唇

側線（．０３０ inch SS）を蝋着し，硬化熱処理をし完

成とする（図４）。その際，前方部を補強するため

に補強線を蝋着した。

TYPE B：前歯部舌側を金属床とし，側方臼歯部

はレジンによるコンビネーションタイ

プ

前歯部は歯頸部より歯冠１／２から粘膜までを金

図１ 使用した白金加金板 図３ 加圧器による圧印

図２ 陰陽型石膏模型 図４ 完成したリテーナー（TYPE A）
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属床で，側方歯部はレジンにて構成され，金属床

とレジンは蝋着された維持ワイヤーで連結され

る。

０．３mm厚さの帯状白金加金板（図１）をTYPE

Aと同様に副模型を埋没し，軟化熱処理した白

金加金坂を圧接する（図５）。その後，維持ワイ

ヤーを蝋着し，研磨し模型にもどす。あらかじめ

屈曲した唇側線ととも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する（図

６）。

TYPE C：TYPE A，Bの金属組成に対し，熱処

理の軟化性を高めて圧印加工の操作性

と適合性をはかるために，金銀パラジ

ウム合金を使用したコンビネーション

タイプ

前歯部金属床部分は，TYPE Ｂと同様とし，金

属を金銀パラジウムに換えて作製した（図７）。前

述した方法と同様に圧印模型を作製し（図８），軟

化熱処理を行った金銀パラジウム板を圧接した。

この際の軟化熱処理としては，８００℃で熱処理を

行った後１０分間急冷し，１０％～２０％硫酸につける

（図９）。それに，維持ワイヤーを蝋着し，研磨し

模型にもどす。維持ワイヤーは，TYPE Bとは異

なり白金加金線を用い，金銀パラジウム合金蝋で

蝋着した。その後，硬化熱処理を行い研磨し模型

に戻す（図１０）。あらかじめ屈曲した唇側線ととも

に即時重合レジンにて金属床を連結し，レジン部

を研磨し完成とする（図１１）。

TYPE D：TYPE B，Cと異なり，維持ワイヤー

を蝋着することなく維持部分を金属床

に直接組み込んだ金銀パラジウム合金

を使用したコンビネーションタイプ

図５ 軟化熱処理をした白金加金板を加圧した状態 図７ 使用した金銀パラジウム板

図６ 完成したリテーナー（TYPE B） 図８ 陰陽型石膏模型
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前歯部金属床部分は，TYPE Ｂ，Ｃと同様とし，

金銀パラジウムを使用した。あらかじめ，金属床

の概形にそった形に切った金銀パラジウム板（図

１２）を前述と同様に軟化熱処理を行い圧接する。

その際，レジン床との維持部に相当する部分は，

模型面より０．５mm浮かせて曲げ，３ヶ所の保持

孔を空けた（図１３）。その後，硬化熱処理を行い研

磨し模型に戻す。あらかじめ屈曲した唇側線とと

もに即時重合レジンにて金属床を連結し，レジン

部を研磨し完成とする（図１４）。

２）リテーナーの強度

４つのリテーナーの中からTYPE Dのリテー

ナーを用いて強度の測定を行った。その際，保持

孔を付与することによって，強度に変化があるか

図１１ 完成したリテーナー（TYPE C）

図９ ８００℃で熱処理を行った後１０
分間急冷し，１０％～２０％硫酸に
つけ軟化熱処理とする。

図１２ 金属床の概形にそった形に切った金銀パラジウ
ム板

図１０ 白金加金線を蝋着

図１３ 圧印を行い，保持孔を開けた
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を検討するために付与しないものも製作した。ま

た，レジンとの接着を強固にするために市販のメ

タルプライマー（松風）を塗布したものとしないも

のの比較も行った。

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

るように作成した。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成

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１５）。強度の測定には，オートグラフDC

５００型万能試験機（島津製作所）を用いて，右側臼

歯部の各歯牙のレジン床の中央部に相当する模型

部分に点で圧（５kg）を加え，たわみ量を測定し

た。

実験を行ったリテーナーの種類を以下に示す。

１．レジンのみのリテーナー

２．メタルプライマーを用いないで保持孔をつけ

たリテーナー

３．メタルプライマーを用いないで保持孔をつけ

ないリテーナー

４．メタルプライマーを用いて保持孔をつけたリ

テーナー

５．メタルプライマーを用いて保持孔をつけない

リテーナー

３）リテーナーの使用感

リテーナーの使用感においては，レジン床のも

のとメタル・レジンのコンビネーション（TYPE

D）のものをそれぞれ１週間使用してもらい，そ

の後使用感についてアンケート調査を行った。

なお，患者は保定１年以上の治療後安定してい

ると思われる患者を３名選択し，本研究の主旨を

説明し，同意を得た。

結 果

TYPE Aのリテーナーは，レジン部分を無く

し全てを金属にすることによって，装置装着時の

違和感は従来型のリテーナーと比較して少なく

なったが，軟化熱処理と圧印を繰り返すことに

よって金属に変形が起こったり亀裂が生じたりし

たりした。また，補強線蝋着後に硬加熱処理を行

うことによって金属床に圧縮ひずみが残るため

に，口腔内適合性が悪かった。

TYPE Bのリテーナーは，TYPE Aのリテー

ナーと比較して金属床の範囲が小さいために変形

は少なく，圧印による亀裂は生じなかった。しか

図１４ 完成したリテーナー（TYPE D）

図１５ 実験に用いる模型にリテーナーを固定したとこ
ろ
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し，金属が適合するまでに何回か圧印を繰り返す

必要があり，粘膜面への適合性の点で特に下顎に

おいて適当ではなかった。

TYPE Cのリテーナーは，軟化熱処理をして

一回の圧印で適合したため，金属の変形が起こる

ことはなく亀裂も生じなかった。そのため，粘膜

面への適合もよく患者に使用した際，上下顎とも

適合性・強度ともに良好であった。

TYPE Dのリテーナーは，維持部分を金属床

に直接組み込むことによって，維持ワイヤーの蝋

着作業が省略できるので，装置の製作が簡略化で

きる。装置の適合性・強度は，TYPE Cのリ

テーナーと同様で良好であった。

強度の測定結果おいては，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，第二大臼歯の部分がレジンとメ

タルに連結部分に最も応力がかかりやすいという

データー結果（図１６）が得られた。そこで，第二大

臼歯の部分で加重したもののデーターを比較検討

した。

図１６はたわみ量のグラフであり，２５目盛で１

mmたわんだことになる。

図１６より，

１．２５の値が得られた。

２．１７の値が得られた。

３．２５の値が得られた。１とほぼ同等である。

４．１９の値が得られた。１より低い値になった

が，２より低くならなかった。

５．２６の値が得られた。１より高い値が得られ，

最も高い値になった。

リテーナーの使用感については，図１７より，普

通かやや不良であった使用感が，被験者２人が良

好，１人がやや良好と答え，被験者全員において

レジン床のみのリテーナーと比較して，メタル・

レジンのコンビネーションの方が使用感が向上し

た。

考 察

保定とは，矯正治療によって移動させた歯およ

び顎をその状態に保持することをいい，矯正治療

のうちで最も重要な事の一つである。McCoy

は，動的処置を第１の治療，保定を第２の治療と

までいっている１６）。また，Kingsley は，矯正治療

によって得られた新しい位置に歯を保持するのは

非常に困難であると述べている１７）。

リテーナーの歴史としては，Hawley１）が１９１９年

に可撤式の保定装置Hawley type のリテーナー

を発表して以来，それに改良を加えたものが今日

まで使われている。Hawley type のリテーナー

は，抜歯症例において唇側線が第１小臼歯の抜歯

図１７ 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

図１６ 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．メタルプライマーを用いないで保持孔をつけ

たリテーナー
３．メタルプライマーを用いないで保持孔をつけ

ないリテーナー
４．メタルプライマーを用いて保持孔をつけたリ

テーナー
５．メタルプライマーを用いて保持孔をつけない

リテーナー
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部位を横切るように設計されているため，抜歯空

隙を閉鎖しておくことが困難である事が多い。そ

の他の代表的なものとして，Begg２）が１９６５年に発

表したBegg type のリテーナーとTweed１８）が

１９６６年に発表したTweed type のリテーナーがあ

げられる。

そして，今日までにこれらのリテーナーの形や

材質が大きく変わることはなかった。今回，レジ

ンと金属を組み合わせることによって，従来のレ

ジンのみのリテーナーと比較して，強度の向上お

よびリテーナーの縮小化による口腔内装着感の改

善を試みた。

TYPE Aのリテーナーは，レジンのみのリ

テーナーに比較した時に幅および厚みを抑えるた

めに，レジン床部分を全て金属にした。組成を金

属にしたことで，強度が上がったために幅ならび

に厚みを大幅に小さくすることができた。そのた

め，装置装着時の違和感は従来型のリテーナーよ

りも少なくなった。しかしながら，軟化熱処理と

圧印を繰り返すことによって金属に変形が起こっ

たり亀裂が生じたりした。また，補強線蝋着後に

硬加熱処理を行うことによっても金属床に圧縮ひ

ずみが残るために，変形が生じ口腔内適合性が若

干悪くなった。

TYPE Bのリテーナーは，TYPE Aのリテー

ナーと比較して金属床の範囲を小さくし，口腔内

適合性の向上をはかった。金属床の範囲を前歯部

のみにすることによって，金属の使用量を減らす

ことができたために，TYPE Aのリテーナーと

比較して金属の変形は少なく，圧印による亀裂は

生じなかった。しかし，リテーナー幅が従来型と

同じ程度になるため，TYPE Aのリテーナーと

比較して口腔内装着感は悪くなったが，床前歯部

が金属になっているため，従来型と比較すると，

厚みは抑えられており装着感はよく発音時の違和

感は少なかった。

TYPE Cのリテーナーは，TYPE A，Bのリ

テーナーの金属組成に対し，熱処理の軟化性を高

めて圧印加工の操作性と適合性の向上をはかるた

めに，前歯部金属部分に金銀パラジウム合金を使

用した。金属組成を白金加金から金銀パラジウム

合金に替えることによって，金属が一回の圧印で

適合した。そのため，金属の大きな変形ならびに

亀裂も生じなかった。圧印回数が減り操作が容易

になり，金属の適合性がさらに向上した。

TYPE Dは，維持部分を金属床に直接組み込

むことによって，維持ワイヤーの蝋着作業が省略

できるので，装置の製作が簡略化できる。装置の

使用感に対する患者の反応も良かった。

強度においては，保持孔をつけたものはレジン

のみのリテーナーと比較して，たわみ量が小さく

強度が強いことを示した。これは，応力がかかり

やすい前歯部を金属に置き換えることによって，

たわみ量が小さくなったものと思われる。保持孔

をつけないものはレジンのみのリテーナーと比較

して，メタルプライマーを塗布していてもしてい

なくても差は無かった。これは，保持孔が無いた

めにレジンとメタルの連結が十分でなくなり，た

わみ量が大きくなったためと思われる。

結 論

今回，メタルプレートとレジンを併用する新し

いリテーナーを考案したが，前歯部舌側を金属床

にすることで従来型のリテーナーよりも満足のい

く装着感が得られた。上顎においては，口蓋前方

部が金属のために従来型のリテーナーよりも発音

がしやすくなった。また強度の面でも，最も破損

しやすい部分を金属にすることによって，変形や

破損に対して十分に絶えうる強度に改善され，保

持孔を設けることによりレジンとメタルの連結も

強固なものになった。

今回４通りのリテーナーを作製したが，TYPE

Dのコンビネーションタイプのリテーナーがアン

ケート調査を含め一番成績が良く，臨床に応用で

きると思われる。

現在，急増している成人矯正患者のリテーナー

としてこのメタルプレートとレジンを併用する新

しいリテーナーは，活用される頻度が高いと考え

られる。
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本論文の要旨は，第２５０回東京歯科大学学会総会（１９９３年
１１月７日，千葉）において発表した。
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The trial production of Orthodontic retainer
made of a metal plate－resin combination
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Introduction : At present, there is a poor feeling when using a retainer of removable appliance

made of resin, which is the most widely material for this type of device. The authors describe a

retainer that combined resin with metal in a new design that was manufactured as an experiment.

Material and method : Gold－Platinum alloy（PGA）and a Gold－silver－palladium alloy（GPA）were

used for the area of composed metal that is swaged denture. Four designs, TYPE labeled A～D, were

made by changing the formation of the metal, and the area of made metal.

Result and Discussion : In this study, of the four retainers manufactured as an experiment, the

TYPED retainer was considered best. Because a Gold－silver－palladium alloy was used,conformity

and strength were improved in TYPE D retainer. Production of the device could be simplified by

including a maintenance part into the metal directly.

Conclusion : Conformity and the feeling during use improved by using resin and the metal together.

A retainer of the metal plate－resin combination can be thought the frequent use.

（The Shikwa Gakuho，１０１：５３３～５４１，２００１）
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