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臨床報告

MARPEを適用した成人症例における
上顎骨及び歯の拡大様式（CBCTを用いて）

平久忠輝 鈴木章裕 豊留依子

抄録：近年，矯正用アンカースクリューを固定源
とした急速拡大装置 Micro-implant Assisted Rapid
Palatal Expander（MARPE）を用い正中口蓋縫合を
離開した症例報告が見られるようになってきたが成
人の報告はまだ少ない。今回，成人女性５症例に
MARPEを装着し上顎骨と歯の拡大様式を検討した
結果以下の知見が得られた。
１．全症例で正中口蓋縫合が離開した。
２．上顎骨基底部は横口蓋縫合部からＡ点へ，上顎
間縫合はＡ点から歯槽頂間部へ向かいＶ字状に拡
大した。

３．拡大ネジを上顎骨基底部の前後へ位置させるこ
とで拡大様式が変化した。

４．咬頭間距離の差は歯の固定方法によって差異が
あった。

５．歯の傾斜角度も咬頭間距離同様，歯の固定方法
によって差異があった。
以上のことから MARPEを用いることで成人で
も正中口蓋縫合の離開が可能となり，離開した正
中口蓋縫合部の正常な骨形成が確認されれば，今
後，成人の矯正治療を行う上で有用性が高いこと
が示唆された。

緒 言

上顎拡大装置は１９世紀後半頃から使用が始まっ

キーワード：MARPE，CBCT，成人，上顎骨及び歯の拡

大様式
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た１）。その後 Korkhaus（１９６０）２），Hass（１９６１）３）により
急速拡大装置が報告されると多くの矯正歯科医に臨
床応用され，装置のデザインも徐々に改良されなが
ら現在に至るまで世界中で用いられ続けている。急
速拡大装置の最大の特徴は orthopedic な力を加え
正中口蓋縫合を離開し上顎の幅径を拡大できる点
であるが，適応年齢は１０歳～１５歳位までの若年者
で３，４），これを超えると加齢とともに顎顔面の各種縫
合が癒合するため正中口蓋縫合の離開は非常に難し
くなるだけでなく，歯に固定源を求める装置の構造
上，歯の傾斜，舌側咬頭の挺出，歯根吸収，歯肉退
縮，後戻りなどの矯正歯科治療において望ましくな
い副作用も現れやすくなる５－９）。しかし近年，矯正用
アンカースクリュー（以下，OAS）を急速拡大装置の
固定源にして正中口蓋縫合を離開するMicro-implant
assisted rapid palatal expander（以下，MARPE）の
報告が見られるようになってきた１０）。この装置は急
速拡大装置の固定源を歯だけでなく OASを用い骨
にも求めることが最大の特徴で，より効率よく正中
口蓋縫合を離開し上顎の幅径を拡大できる治療方法
であるが成人症例の報告１１）はまだ少ない。そこで今
回著者らは，成人症例において MARPEを適用し
上顎骨と歯の拡大様式を検討し矯正歯科臨床におけ
る課題を考察したので報告する。

資料及び方法

１．資料
当院の患者で，上顎歯列弓の狭窄と両側の大臼歯

部交叉咬合を伴い上顎骨の側方拡大が必要と診断さ
れた，２８歳８か月から４８歳０か月の女性の成人患者
（平均年齢４０歳６か月）５症例に MARPE（フォレス
トワン社）を適用し急速拡大を行った。各症例の

― 
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図１ MARPE固定方法および設計，拡大前後の上顎咬合面観

MARPE固定方法および設計，拡大前後の上顎咬合
面観を以下に示す（図１）。
症例１：支台歯（左右上顎第一大臼歯）にバンドを装

着し MARPEを固定。
症例２：支台歯（左右上顎第一大臼歯）にバンドを装

着せずに，MARPEを OASのみで固定。
症例３：支台歯（左右上顎第一大臼歯）にバンドを装

着し MARPEを固定。
症例４：支台歯（左右上顎第一大臼歯）にバンドを装

着し，左右上顎第一小臼歯舌側面に接して
いるアームをレジンで接着し  MARPEを
固定。

症例５：支台歯（左右上顎第一大臼歯）にバンドを装
着し，左右上顎第一小臼歯舌側面に接して
いるアームをレジンで接着し  MARPEを
固定。

２．方法
１）CT撮影
MARPEを装着後，１日１／２回転を１０日間，その
後１日１／４回転を２０日間行い３０日間で合計８（mm）
拡大ネジを拡大した。その後，上顎骨基底部での
拡大様式を評価するにあたり速やかに Cone-beam
computed tomography（以下，CBCT）（NAOM-CT
シリーズCT＋パノラマ複合機セファロ アールエフ
社製）を撮影した。撮像条件は管電圧９０Kv，管電流
５mA，撮影時間１５秒，ボクセルサイズ０．１３６mm，
撮影範囲 直径８３mm×高さ８２mmとしすべて座位
にて同一人物が行った。頭位は CBCTから照射さ
れる誘導レーザービームを軟組織上フランクフルト
平面に一致させ床面に対して平行になるように設定

した。顔面正中は左右内眼角点の中点および左右鼻
翼最外側点の中点を通る線を顔面正中線とし誘導
レーザービームを一致させ，その後バイトブロック
を噛んでもらいこめかみと前額を固定した。撮影後
得られた CBCTデーターを DICOM形式でスライ
ス三次元画像処理・編集ソフトウェア SIERA（アー
ルエフ社製）にて拡大率を２００％にして観察した。
２）基準面の設定
２次元スライス画像上で離開した右側上顎骨の前

鼻棘と上顎中切歯間歯槽突起稜との間の上顎骨外
形線上の最深点を便宜上のＡ点（以下，右側Ａ点）
右側口蓋骨水平板の後方尖端点を便宜上の PNS（以

，

下，右側 PNS），そして右側同様左側上顎骨の便宜
上のＡ点（以下，左側Ａ点）この３点を基準点として
断面を設定し断面Ｔとした（図２）。また，右側Ａ
点，右側 PNS を通り（仮想線Ｓ）断面Ｔに垂直な面
を矢状断面Ｒとした（図３）。
３）上顎骨基底部離開量の計測
２）で設定した断面Ｔの２次元スライス画像上で

左側Ａ点及び右側Ａ点，正中口蓋縫合上の左右側上
顎骨の最遠心端と左右側横口蓋縫合部が交わる点を

図２ 断面Ｔ，断面Ｔ’，矢状断面Ｒ

― ２１ ― 



１０６ 平久，他：成人 MARPE症例の上顎骨と歯の拡大様式 

図３ 右側上顎骨の右側Ａ点と右側 PNS，仮想線Ｓ（矢状
断面Ｒ上）

それぞれ左側横口蓋縫合部，右側横口蓋縫合部と設
定し，
Ａ）左右上顎骨上の左右Ａ点間距離
Ｂ）左右横口蓋縫合部における正中口蓋縫合の離開
した距離

を１／１０（mm）まで計測し，計測した値を用いてＡ）

とＢ）での差，Ｂ）に対するＡ）の大きさを比（以
下，拡大率Ｆ）で求めた（図４，表１）。
４）上顎間縫合の離開量（歯槽頂部）の計測
矢状断面Ｒ上で上顎右側中切部唇側歯槽頂点を通

り，かつ断面Ｔと平行な面を断面Ｔ’とし（図３）断
面Ｔ’の２次元スライス画像上で左右側の上顎中切
歯唇側歯槽骨表面と離開した上顎間縫合の交わる交
点をそれぞれ設定しその交点間距離を近心唇側歯槽
頂間の距離として以下のように計測した。
Ｃ）左右側上顎中切歯間における近心唇側歯槽頂間
の距離

を１／１０（mm）まで計測し，計測した値を用いてＡ）
とＣ）での差，Ａ）に対するＣ）の大きさを比（以
下，拡大率Ｇ）で求めた（図５，表２）。

図４ 上顎骨基底部離開量の計測 図５ 上顎間縫合の離開量（歯槽頂部）の計測

表１ 上顎骨基底部離開量の計測（mm）

症 例

性 別

初診時年齢

１

女

４１ y１０ m

２

女

４４ y５m

３

女

２８ y８m

４

女

４０ y３m

５

女

４８ y０m

Ａ）左右上顎骨上の各Ａ点間距離 ２．９ ２．２ ２．２ ３．０ ２．５

Ｂ）左右横口蓋縫合における正中口蓋縫合の離開した距離 １．３ １．３ ２．０ １．５ ２．０

Ａ）とＢ）の差 １．６ ０．９ ０．２ １．５ ０．５

Ａ）／Ｂ）（拡大比Ｆ） ２．２ １．７ １．１ ２．０ １．３

表２ 上顎間縫合の離開量（歯槽頂部）の計測（mm）

症 例

性 別

初診時年齢

１

女

４１ y１０ m

２

女

４４ y５m

３

女

２８ y８m

４

女

４０ y３m

５

女

４８ y０m

Ｃ）離開した左右側上顎中切歯間における近心唇側歯槽頂間距離 ４．７ ４．０ ２．５ ４．２ ２．９

Ａ）とＣ）での差 １．８ １．８ ０．３ １．２ ０．４

Ｃ）／Ａ）（拡大比Ｇ） １．６ １．８ １．１ １．４ １．２

― ２２ ― 
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５）Expander Placement Ratio（EPR）
右側Ａ点から横口蓋縫合までの範囲における拡大

ネジの中心の前後的位置を作図により定義する。矢
状断面Ｒ上において，拡大ネジの底面に垂直でかつ
拡大ネジの中心を通る線が骨口蓋と交わる点を点Ｘ
とする。点Ｘから仮装線Ｓへ下ろした垂線の足を点
Ｙとし，これを断面Ｔ上での拡大ネジの中心とする
（図６）。断面Ｔ上の２次元スライス画像上で，
Ｄ）右側Ａ点から右側横口蓋縫合部までの距離
Ｅ）右側Ａ点からＹ点までの距離
を１／１０（mm）まで計測し（図７），Ｄ）に対するＥ）の
百分率を以下の式で求め，これを Expander Place-

ment Ratio（EPR）とした（表３）。

Ｅ）／Ｄ） ×１００＝EPR（％）

６）上顎左右咬頭間距離の差の計測
初診時と拡大完了後の歯列の印象を採得し，石膏

模型を用いて計測を行った（表４）。上顎模型につい
てそれぞれ左右犬歯の尖頭間，第一小臼歯，第二小
臼歯の舌側咬頭頂間，第一大臼歯の近心舌側咬頭頂
間距離を電子ノギス（ミツトヨ社製）にて１／１０（mm）
まで計測し，拡大完了後の値と初診時の値の差を求
め，変化量とした（図８）。

図６ EPR計測部位（矢状断面Ｒ上） 図７ EPR計測部位（断面Ｔ）

表３ Expander Placement Ratio : EPR（％）

症 例

性 別

初診時年齢

１

女

４１ y１０ m

２

女

４４ y５m

３

女

２８ y８m

４

女

４０ y３m

５

女

４８ y０m

Ｄ）右側Ａ点から右側横口蓋縫合部までの距離 ３２．８ ３０．０ ２９．０ ３５．３ ２８．０

Ｅ）右側Ａ点からＹ点までの距離 ８．４ ９．６ １８．９ １０．７ １４．０ 

EPR Ｅ）／Ｄ）×１００ ２６％ ３２％ ６５％ ３３％ ５０％

表４ 上顎左右咬頭間距離の差の計測（mm）

症例 １ ２ ３ ４ ５

性別 女 女 女 女 女

初診時年齢 ４１ y１０ m ４４ y５m ２８ y８m ４０ y３m ４８ y０m

術前 術後 術後‐
術前 術前 術後 術後‐

術前 術前 術後 術後‐
術前 術前 術後 術後‐

術前 術前 術後 術後‐
術前

近心舌側咬頭
距離（mm)

３－３ ３０．２ ３５．２ ５．０ ３３．０ ３５．５ ２．５ ３０．０ ３１．６ １．６ ３１．４ ３６．３ ４．９ ２９．３ ３３．３ ４．０

４－４ ２７．７ ３２．３ ４．６ ２５．５ ２７．５ ２．０ ２６．５ ３２．３ ５．８ ２５．４ ３４．８ ９．４

５－５ ２８．６ ３３．７ ５．１ ３１．０ ３６．２ ５．２ ３２．８ ３５．０ ２．２ ３４．６ ３９．２ ４．６ ３１．３ ３８．７ ７．４

６－６ ３１．０ ３７．３ ６．３ ３７．５ ４１．７ ４．２ ３８．０ ４３．０ ５．０ ３３．０ ３８．６ ５．６ ３５．３ ４５．３ １０．０

症例１の第一小臼歯舌側咬頭頂間距離は抜歯後であったため計測不能であった。

― ２３ ― 
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図８ 上顎左右咬頭間距離の計測部位

７）歯の傾斜角の計測
６）で使用した上顎模型の断面図を針真弧（九州

オルガン針株式会社，熊本）にて作成し（図９），そ
１２）れをもとに Chester（２０００）らの方法に従い歯の傾

斜角を測定した（表５）。断面図は，上顎模型につい
て第一小臼歯，第二小臼歯では左右舌側咬頭頂間，

第一大臼歯では左右近心舌側咬頭頂をそれぞれ結
び，咬合平面に垂直になるように針真弧によって断
面図を作成した。得られた断面図をトレースし，左
右それぞれ頬側咬頭と舌側咬頭を結んだ線が交わる
角度を求め，拡大完了後と初診時の値の差を求め変
化量とした。値がマイナス値であれば頬側傾斜を示
す（図１０）。

結 果

１．上顎骨基底部離開量の計測
計測結果を表１に示す。すべての症例において横

口蓋縫合部よりＡ点で離開量が上回った。左右側
Ａ点間の距離の最大値は症例４の３．０mmで最小値
は症例２，３の２．２mm，横口蓋縫合部での最大値
は症例３，５の２．０mm，最小値は症例１，２の１．３
mmであった。Ａ）とＢ）の差は最大で症例１の
１．６mm，最小で症例３の０．２mmであった。

図９ 針真弧による断面図作成 図１０ 歯の傾斜角の計測（拡大前 ，拡大後 ）

表５ 傾斜角度

症例 １ ２ ３ ４ ５

性別 女 女 女 女 女

初診時年齢 ４１ y１０ m ４４ y５m ２８ y８m ４０ y３m ４８ y０m

術前 術後 術後‐
術前 術前 術後 術後‐

術前 術前 術後 術後‐
術前 術前 術後 術後‐

術前 術前 術後 術後‐
術前

傾斜角度

４－４ ２００ ２１２ １２ １８０ １７６ －４ １９５ １８０ －１５ ２１５ １８２ －３３

５－５ １８８ １７３ －１５ ２０２ ２０５ ３ １８１ １７９ －２ １８１ １７６ －５ ２０９ １８５ －２４

６－６ １７８ １６７ －１１ １７０ １８０ １０ １５０ １４４ －６ １６０ １５０ －１０ １６７ １５７ －１０

症例１の第一小臼歯舌側咬頭頂間距離は抜歯後であったため計測不能であった。

― ２４ ― 
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２．上顎間縫合の離開量（歯槽頂部）の計測
計測結果を表２に示す。すべての症例においてＡ

点より歯槽頂間部で離開量が上回り，最大値は症例
１の４．７mm，最小値は症例３の２．５mmであった。
Ａ）とＣ）の差は最大で症例１，２の１．８mm，最
小は症例３の０．３mmであった。

３．Expander Placement Ratio（EPR）
EPRを表３に示す。EPR（％）は５０％以上のもの

が２症例，５０％以下のものが３症例で最大値は症例
３の６５％，最小値は症例１の２６％であった。

４．上顎左右咬頭間距離の差の計測
計測結果を表４に示す。咬頭間距離の差の最大値

は症例５の第一大臼歯間で１０．０mmであった。最小
値は症例３の犬歯間で１．６mmであった。

５．急速拡大後の左右上顎第一大臼歯，左右上顎第
二小臼歯，左右上顎第一小臼歯の傾斜角度
計測結果を表５に示す。最大値は症例２の第一小

臼歯で１２ ° であった。最小値は症例５の（舌側傾斜）
第一小臼歯で－３３ ° であった。また症例（頬側傾斜）
２は全ての歯が舌側傾斜し，それ以外の症例は全て
の歯が頬側傾斜した。

考 察

１．上顎骨基底部離開量の計測
上顎骨基底部は横口蓋縫合部よりＡ点へ向かうに

つれ拡大量が大きくなりＶ字状に拡大し（図１１），成
人症例でも拡大様式は若年者に MARPEを適用し

た研究同様１３）であった。正中口蓋縫合は横口蓋縫合
からＡ点方向へ向かって加齢とともに癒合し１４，１５），
また横口蓋縫合部などの上顎骨基底部後方部位では
口蓋骨，蝶形骨などが抵抗となるため１６），前方部Ａ
点の方が拡大しやすいと考えられる。しかし，横口
蓋縫合部での正中口蓋縫合の離開した距離も全症例
で１．０mm以上，症例３，５では２．０mmを超え，口
蓋骨，蝶形骨などの抵抗がある部位でも  MARPE
を用いて拡大することができることがわかった。そ
の結果，この２症例ではＶ字状に拡大しているもの
の平行に近い拡大様式になっている。このことは大
臼歯部での骨格的な拡大が可能なことを意味し，矯
正歯科臨床では大臼歯部交叉咬合を伴う成人上顎狭
窄歯列症例など，幅径の問題を抱える成人の難症例
にも骨格的なアプローチが可能となることが示唆さ
れた。

２．上顎間縫合の離開量（歯槽頂部）の計測
上顎骨の各計測部位で離開量の最大値を示した部

位は，全ての症例で上顎間縫合歯槽頂部であった。
上顎間縫合の歯槽頂部における離開量の最大値は症
例１の４．７mm，最小値は症例３の２．５mmであり症
例１，２，４では４．０mm以上の拡大が認められ，
計測部位Ｂ（横口蓋縫合における正中口蓋縫合の離
開した距離）に比べると最大で３倍の拡大量を示す
症例もあった（症例１，２）。また，すべての症例に
おいてＡ点より歯槽頂間部での拡大量が上回り，
拡大様式は上顎骨基底部同様，Ｖ字状であった（図
１２）。これは上顎間縫合部がＡ点から歯槽骨頂に向
かって加齢とともに癒合すること１４，１５），また上顎間
縫合部は頬骨上顎縫合の抵抗はあるが，横口蓋縫合
部などの口蓋骨，蝶形骨などの抵抗がないため考察

図１１ 上顎骨基底部の拡大様式 図１２ 上顎骨の拡大様式と拡大時における上顎骨の傾斜
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１で述べたＡ点よりさらに拡大しやすいと考えられ
る。すなわち，上顎骨の中では横口蓋縫合部，Ａ
点，歯槽骨頂の順で拡大量は大きくなった（図１３）。
このことから上顎間縫合は MARPEを用いて拡大
する際，最初に拡大する部分であると推測される。

３．Expander Placement Ratio（EPR）
考察１，２より，上顎間縫合はＡ点から歯槽骨頂

に向かって，上顎骨基底部は横口蓋縫合部よりＡ点
へ向かうにつれＶ字状になる拡大様式を示す傾向が
あるが，症例によってその程度は異なる。そこで
拡大ネジの前後的位置を表す Expander Placement 
Ratio（EPR）がこの拡大様式に及ぼす影響をＢ）に
対するＡ）の拡大率Ｆ（表１），Ａ）に対するＣ）の
拡大率Ｇ（表２）を用いて検討した。
EPRが５０％未満の症例１，２，４は EPRが５０％

以上の症例３，５に比べ，拡大率Ｆ，拡大率Ｇの値
が大きかった。これによって，Ｖ字状の拡大様式が
顕著に示された。拡大ネジは上顎骨基底部の前方へ
位置させるほど上顎間縫合，Ａ点に近づき，また口
蓋骨，蝶形骨などの抵抗から離れるため上顎間縫
合，上顎骨基底部前方の離開量が大きくなり，逆に
上顎骨基底部の後方の横口蓋縫合部での離開量が小
さくなると考えられる。一方，EPRが５０％以上の
症例３，５は拡大率Ｆ，拡大率Ｇの値が小さかっ
た。これはＶ字状に拡大しているものの，EPRが
５０％未満の症例よりもより平行に近い形で拡大する
ことがわかった。拡大ネジは上顎骨基底部の後方へ
位置させるほど上顎間縫合，Ａ点から離れ横口蓋縫
合部に近づくため，上顎間縫合，Ａ点間距離の離開
量は小さくなり，逆に横口蓋縫合部の離開量が大き
くなり平行に近い形で拡大するものと考えられる。

４．上顎左右咬頭間距離の差の計測
全ての歯で咬頭間距離は拡大し MARPEは骨格，

歯の両方に作用し幅径を拡大することがわかった。
しかし，上顎間縫合，上顎骨基底部のように拡大様
式に統一した傾向は見られなかった。そこで，バン
ドの装着の有無に注目してみた。症例１，３ではバ
ンドを装着した左右上顎第一大臼歯が大きく拡大
し，症例４，５では，バンドを装着した左右上顎第
一大臼歯とアームをレジンで固定した左右上顎第一

図１３ 上顎骨の拡大様式

小臼歯が他の歯に比べ拡大していた。支台歯に使用
しているバンドは固定のためではなく装置を口腔内
に装着する際の誘導，補助を目的として使用したた
め歯には大きな影響が出ないと考えていた。しか
し，急速拡大時，正中口蓋縫合が離開するまで，そ
して MARPEのネジ穴と OASの遊びがなくなるま
では支台歯に大きな力がかかっていたため咬頭間距
離は拡大したと考えられる。次に症例２では，左右
上顎第二小臼歯が一番大きく拡大されていた。支台
歯と MARPEは連結されていないために特定の歯
に大きな力が加わらず拡大し，個々の歯の拡大量の
差から統一した傾向を見つけることはできなかっ
た。バンドなどの固定装置による強制的な動きがな
く，拡大量の差は術前の咬合状態，咬合力などに影
響されるためと考えられた。また，OASのみで固
定を行なっているため，咬頭間距離の拡大量は上顎
骨基底部離開量に近い値になると予想したが大きく
上回った。両者に共通することは咬頭間距離の拡大
量は上顎骨基底部離開量を上回ることである。咬頭
間距離は上顎骨基底部と異なり前方へ向かうにつれ
拡大量が大きくなるとは限らず，装置の設計や支台
歯のバンドの有無に依存するようである。

５．急速拡大後の第一大臼歯，第二小臼歯，第一小
臼歯の傾斜角度
症例１，３，４，５ついては，傾斜角が小さくな

り頬側傾斜が起こった。これらは支台歯にバンドが
装着されており考察４と同様の理由が原因と考え
られた。また，MARPEのアームをレジンで固定し
支台歯とした症例４，５の第一小臼歯傾斜角度は
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－１５ °，－３３ °と第一大臼歯よりも小さく，支台歯に
第一小臼歯，第一大臼歯を用いた場合，第一小臼歯
は第一大臼歯よりも大きく傾斜することがわかっ
た。第一小臼歯は第一大臼歯に比べ歯根の数も少な
く形態的にも小さいため，急速拡大時の側方力に耐
えられず第一大臼歯に比べ頬側傾斜したと考えられ
る。一方，症例２は傾斜角が大きくなり舌側傾斜が
起こった。この症例はバンドが装着されておらず歯
と MARPEが連結されていなかったため，上顎大
臼歯の頬側咬頭と下顎大臼歯の頬側咬頭舌側斜面が
干渉した結果発生した上顎大臼歯を舌側傾斜させる
力と頬圧１７）による可能性が考えられる。今回の研究
からは歯槽骨に対する歯の傾斜そのものの変化を知
ることはできない。しかし，MARPEを用いて上顎
骨基底部を離開すると，上顎骨は正貌から見ると
鼻上顎縫合付近を支点としてＶ字状に拡大するた
め１８），歯の傾斜は上顎骨自体の傾斜が大きく関与し
ていると考えられる（図１２）。またその他に装置の設
計，支台歯の数，術前の咬合状態や咬合力の大小，
さらに成人症例では歯周組織の状態など多くの要因
が複合し傾斜が起こると推察される。今後，拡大時
に歯にどのような力がかかるのか，傾斜するのかま
た，上顎骨の側方への傾斜が歯の傾斜にどのくらい
大きく関与しているかさらに検討が必要である。

６．矯正歯科臨床における応用，課題について
MARPEの設置部位について，Brunetto１９）らは正

中口蓋縫合を平行に拡大できるよう口蓋後方を推奨
し，Cunda２０）らは口蓋の皮質骨の厚み，骨との接触
面積を増やす目的から口蓋前方部を推奨している。
しかし実際の臨床では口蓋の形態などの条件が悪
く，推奨通りの位置に設置を行うことが困難な場合
がある。その結果，各症例により設置部位に前後差
が生じ，装置設計も異なったため上顎骨基底部の拡
大様式に差が出た。
成人上顎狭窄歯列症例では上顎のアーチフォーム

が狭く，下顎のアーチフォームと形が異なるため矯
正治療が困難になる場合が多いが，EPRを小さく
する，すなわち拡大ネジを前方へ位置させることで
前歯部を拡大しアーチフォームを変化させ上下顎の
アーチコーディネーションを行うことで治療の難易
度を下げることができ，また，上顎前歯部に重度な

叢生が認められる場合も，前歯部を拡大することで
叢生の改善に大きく役立つと考えられる。EPRを
大きくする，すなわち拡大ネジを後方に位置づける
と横口蓋縫合部での離開量が大きくなるため，大臼
歯部幅径の問題を抱える成人の難症例にも骨格的な
アプローチが可能となり，またアーチフォームを大
きく変化させたくない場合にも有効と考えられる。
このように，EPRと上顎間縫合の離開量（歯槽頂
部），上顎骨基底部離開量そして拡大様式は密接に
関連している。拡大ネジの位置を前後に変えること
で拡大部位，拡大様式を選択的に変化させ不正咬合
の原因部位をより効率良く改善することが可能にな
り矯正歯科臨床上非常に有効であることが示唆され
た。しかし，口蓋前方部に設置させる場合は上顎前
歯部歯根があり OASが接触する恐れがあるので術
前に CBCTなどを用いた慎重な審査診断を行う必
要がある。
咬頭間距離の拡大量は上顎骨基底部離開量を上回

る。これは矯正歯科臨床上，交叉咬合，叢生の除
去，上下顎の幅径を合わせる上では非常に有利に働
く。また，交叉咬合を確実，効果的に改善するため
には支台歯にバンドを装着するのが望ましいと考え
られる。
上顎骨の狭窄を伴う症例にも様々なバリエーショ

ンがあり，本症例報告のように両側性の交叉咬合を
伴い，上顎小臼歯，大臼歯の口蓋側傾斜が認められ
るような症例では，上顎骨基底部離開量に加え，急
速拡大装置の副作用である歯の頬側傾斜を利用して
本来の歯軸に近づけ，咬頭間距離を大きくすること
ができるため MARPEは有用である。本症例報告
における５症例においては事前に治療計画の立案を
十分に行い適応を見極めたことにより偶発症を認
めなかったが，事前の診査，診断不足の上，安易に
MARPEを用いることで歯根が歯槽骨に過度に接触
することによる歯根吸収や歯槽骨退縮，歯肉退縮な
どの偶発症を引き起こす可能性もあるため注意を要
する。そのため，症例によって MARPEの設計を
検討することや，SARPEも含めた様々な治療計画
を口腔外科医と矯正歯科医とで事前にシミュレー
ションして治療計画の立案を行うべきであろう。
次に課題であるが，MARPEは外科的に正中口蓋

縫合を離開し上顎の幅径を拡大する Surgically as-
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sisted rapid palatal expansion（以下，SARPE）と異
なり，MARPEを装着し活性化させたものの正中口
蓋縫合が離開しなかった症例の報告もある２１）。また，
正中口蓋縫合の離開の難易度を明確にする診断方法
はまだない。正中口蓋縫合の離開は，年齢，男女
差１７），により左右されることを考えると，まだ症例
数も非常に少なく今後の研究が待たれる。
SARPEは Lines（１９７５）２２）の報告以降も多くの外科

医によって手術方法が改良，紹介され良好な結果を
得ており２３，２４），MARPEを装着したが正中口蓋縫合
が離開しない症例，そして上顎骨基底部に大きな離
開量を要する症例に関しては SARPEを選択するの
が望ましいと考える。次に，術後の後戻りに関して
は，術後３０ヶ月後も後戻りが少なく安定し経過して
いるという報告２１）を踏まえると，成人症例の場合で
も組織学的には従来と同じ治癒機転になり線維性結
合織のみだけでなく骨の再生が行われていると思わ
れるが，正中口蓋縫合に近接した部位に骨切りを行
う SARPEが骨延長法に準じて骨が形成されるのに
対して，MARPEの場合には，骨形成の過程は若年
者の急速拡大法に準ずるか否かは今後の研究課題で
ある。重要なことは拡大終了後の保定期間を長くす
ることで具体的には最低３ヶ月以上２１）設けることが
必要と思われ，保定期間が短いと後戻りが必ず起こ
ると思われる。今回の５症例も拡大後約６ヶ月から
１年以上 MARPEを除去せずに保定装置として使
用している。今後，症例数を増やし調査，研究し診
断の精度を上げることで，より MARPEを効率よ
く安全に使用できるようになるであろう。上顎狭窄
歯列などの幅径の問題を抱える成人の難症例は，口
蓋が狭く深いために現行の MARPEが装着できな
い場合もあり，口蓋の形態に応じた MARPEも必
要になるであろう。また，支台歯の負担を減らすに
はより強固なスケルタルアンカレッジが必要と思
われ，OASの数を増やす，OAS自体の直径を大き
くするなどの対策も必要になると思われ，これは
OASの変形，破損の予防にもなりうると考えられ
る。正中口蓋縫合が離断できない場合は従来通り
SARPEを選択するが，その場合も術中に口腔外科
医が MARPEを装着することでその後の拡大だけ
でなく保定も効率よく行うことができる。MARPE
は，成長終了後の患者において，上顎骨正中口蓋縫

合の拡大を行うことができるが，診断方法，症例ご
との装置の設計方法および後戻りなどについて課題
が残されている。また現時点では，正中口蓋縫合の
離開部分の骨形成に関して安全性が示されてるわけ
ではない。従って，これらの課題が十分に検討され
るのであれば，口腔外科医，矯正歯科医ともに治療
の効率がよくなり，患者にさらに有益な治療方法が
提案できる可能性が考えられる。

結 論

MARPEを適用し上顎の急速拡大を行った２８歳８
か月から４８歳０か月の女性成人患者（平均年齢４０歳
６か月）５症例の上顎骨と歯の拡大様式を検討した
結果以下の結論を得た。
１．MARPEを用いることで成人でも  Orthopedic
な力で正中口蓋縫合を離開し上顎の幅径を拡大す
ることができた。

２．上顎骨基底部は横口蓋縫合部からＡ点へ，そし
て上顎間縫合はＡ点から歯槽頂間部へ向かうにし
たがい拡大量が大きくなりＶ字状に拡大した。

３．拡大ネジを上顎骨基底部の前方へ位置させるほ
ど（EPRの値が小さいほど）前方部が拡大し拡大ネ
ジを上顎骨基底部の後方へ位置させるほど（EPR
の値が大きいほど）後方部が拡大した。

４．上顎左右咬頭間距離は支台歯にバンドを装着し
た第一大臼歯とアームをレジンで固定した第一小
臼歯の拡大量が大きくなった。

５．急速拡大後の第一大臼歯，第二小臼歯，第一小
臼歯の傾斜角度は咬頭間距離同様，支台歯の第一
大臼歯，第一小臼歯は大きく頬側傾斜した。ま
た，OASのみで固定を行なった症例は舌側傾斜
が起きた。

６．今後，拡大された正中口蓋縫合の骨形成につい
て更なる検討を行い，安全性が確認されれば，成
人の矯正治療を行う上で有用な選択肢になりうる。

なお本研究の一部は，第７５回日本矯正歯科学会大会（２０１６
年１０月，徳島），第２７回日本顎変形症学会学術大会（２０１７年６
月，東京）において発表した。
また術後の CBCT撮影は診療目的で行いそれを用いたデー

タ解析について全ての患者の同意を得ている。

著者の利益相反：開示すべき利益相反はない。
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Expansion patterns of the maxilla and dentition according to CBCT


in adult cases using a microimplant-assisted rapid palatal expander（MARPE）
 

Tadateru TAIRAKU，Akihiro S UZUKI，Yoriko T OYODOME 

Kanagawa 

Key words : MARPE, CBCT, adult case, expansion patterns of the maxilla and dentition 

Separation of the mid-palatal suture using a microimplant-assisted rapid palatal expander（MARPE）
with orthodontic anchor screws has been reported overseas； however，there are few reports about the 
use of this technique in adults． We installed MARPE（Forest-one）in ５ adult females（aged ２８－４８
years），who had been diagnosed with constricted maxilla that required lateral expansion． Then，we 
performed measurements using cone-beam computed tomography and plaster casts and examined the ex-
pansion patterns of the maxilla and dentition． Pre/post-expansion comparisons obtained the following
findings：
１．The mid-palatal suture was separated in all cases．
２．The maxillary base expanded from the transverse palatine suture to point A，and the intermaxillary
suture expanded from point A to the alveolar crest，forming a large V．

３．The anterior and posterior areas expanded in proportion with the anterior or posterior location of the
expansion screw on the maxillary base，respectively．

４．The degree of expansion，as measured by the distances between the left and right maxillary cusps，
was greatest between the first molars，to which bands were attached，and the first premolars，to
which the  arms  were  fixed with resin．

５．Similarly，the first molars and the first premolars exhibited large buccal inclination angles．	 How-
ever，lingual inclination occurred when MARPE was fixed with OAS alone without using abutment
teeth．
Thus，MARPE enables the expansion of the maxillary width by separating the median palatine suture

using orthopedic force in adults with constricted maxilla，suggesting its potential for use in adult orthodon-
tic treatment． （The Shikwa Gakuho，１１８：１０４－１１４，２０１８）
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