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は じ め に

矯正治療において治療計画，治療目標設定およ

びメカニクスを立案する際，考慮に入れなければ

ならない重要な項目の一つに固定の評価がある。

この固定の評価により治療目標設定の現実性，治

療の難易度が決定される。従来，大臼歯の最大固

定を得るには，加強固定としてヘッドギア，顎間

ゴムなどを併用しなければならなかった。このた

め治療のメカニクスが複雑になったり，また患者

の協力が悪い場合には，治療結果が治療目標どお

りにならないことがある。さらに非抜歯治療で大

臼歯の遠心移動が必要となる症例では，加強固定

のための患者の協力性が治療結果に大きく左右さ

れる。
�一方，歯科補綴分野において１９８０年Brane-

mark１）がチタンと骨が直接結合をするオッセオイ

ンテグレーションインプラントの１０年経過追跡研

究を報告して以来，デンタルインプラント治療は

予知性の高い治療法として，補綴分野において標

準的な治療となりつつある。これにより，歯科矯

正分野においてもインプラントを固定源とした治

療法が注目されはじめている。

インプラントは骨とオッセオインテグレートす

るため，理論上移動が生じない固定源として使用

でき，また患者の協力性を必要としないため予知

性の高い固定源として，矯正治療の可能性を広げ

るものである。本稿では，矯正用インプラントを

固定源とした治療法（インプラントアンカレッジ

システム）について述べてみたい。

１．矯正用インプラントの特徴

矯正用インプラントとデンタルインプラントの

違いは多数あるが，最も違うところは，矯正用イ

ンプラントは暫間的に使用しいずれ除去をすると

いうことである。また，インプラント体に加わる

加重の大きさや方向および種類等にも違いがあ

る。このため，インプラントにこれらのことを考

慮した形態が付与されていなければならない。表

１にデンタルインプラントと矯正用インプラント

の違いを示す。

２．矯正用インプラントの種類

矯正用インプラントは，当初矯正用インプラン

トとして開発されたものではなく，他の目的で使
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用していた材料を矯正用固定源として流用してい

た。矯正用インプラントをその由来から分類する

と，大きく分けて３種類に別けられる。１つはデ

ンタルインプラント由来のものであり，もう１つ

は外科用スクリュー由来のもの，そして外科用ミ

ニプレート由来のものである。現在はこれらを改

良して矯正用インプラントとして開発されてきて

いる。そこで，それぞれについて簡単に説明す

る。

１）デンタルインプラントタイプ（図１）

１９６９年 Linkow２）がブレードタイプインプイラ

ントを欠損補綴に応用し，これを矯正治療用の固
�定源として利用した。この後，Branemark１）がイ

ンプラントと骨面におけるオッセオインテグレー

ションの概念を発表し，補綴学におけるインプラ

ント治療法が確立された。この成果を受け，たく
�さんのBranemark タイプインプラント１）が欠損

補綴に応用された。その中で，１９８８年にOd-
�man３）が歯牙欠損部位に植立したBranemark タ

イプインプラントを矯正用の固定源として応用

し，良好な結果を得た。しかしこの方法は，歯列

に欠損部があることが条件であり，矯正治療への

適応は限られてくる。そこで，デンタルインプラ

ントを補綴目的ではなく，矯正の固定源として応
�用されるようになった。当教室の野嶋４）も Brane-

mark タイプインプラントを正中口蓋部に埋入

し，大臼歯の加強固定として用い良好な結果を報

告している。しかしデンタルインプラントは，サ

イズが大きいためフィクスチャーの埋入，除去時

の生体への侵襲が大きく，除去後の瘢痕に問題が

ある。この欠点を解消し，従来の埋入インスツル

メントが使用できる方法として，１９９６年Wehbein

ら５）はデンタルインプラントの長さを短くした矯

正用インプラントを開発し，これを正中口蓋部に

埋入してパラタルバーで大臼歯の加強固定を行っ

た症例を報告している。

２）スクリュータイプ（図２）

１９８８年Creekmore６）が骨スクリューを梨状口下

部に埋入し，これを固定源として上顎前歯の圧下

を行った。その後，Kanomi７），Costa８）が ス ク

リュータイプの矯正用ミニインプラントを歯槽部

に挿入する方法を報告している。スクリュータイ

プのインプラントは，侵襲が少なく術式も簡単な

ため初心者でも比較的容易に埋入できるが，イン

プラント体が小さいため骨との保持力が小さく，

不用意な処置や過度の矯正力により脱落の危険性

がある。

３）ミニプレートタイプ（図３）

１９８５年 Jenner９）が外科用骨プレートを矯正用固

定源として初めて使用した。その後菅原ら１０）が，

矯正用に改良したミニプレートを使用し，スケレ

タルアンカレッジシステムとして，良好な治験例

を示している。このシステムは，応用範囲が広く

歯牙を直接的に牽引できる利点があるが，埋入部

位が歯槽骨頬側基底部，梨状口下縁，頬骨下稜で

表１ デンタルインプラントと矯正用インプラントの

比較

種類 デンタルインプラント 矯正用インプラント
負荷の大きさ 咬合力（４０kg－８０kg）矯正力（５０g－４００g）
負荷方向 垂直方向 水平方向
負荷様式 間歇力 持続力，断続力
期間 可及的に長く １－３年
大きさ 歯根大 外科用スクリュー大～歯根大
除去 しない する
材質 主にチタン チタン

図１ デンタルインプラントタイプ 図２ スクリュータイプ
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表２ 矯正用インプラントの比較

種類 デンタルインプ
ラントタイプ

スクリュー
タイプ

ミニプレー
トタイプ

外科処置難易度 ○ ◎ △
固定強度 ◎ △ ○

埋入部位

歯牙欠損部
正中口蓋部
臼後三角部

歯牙欠損部
正中口蓋部
臼後三角部
槽間中隔部
梨状口側縁
部

歯槽基底部
下顎枝
梨状口下縁
頬骨下稜

応用度 △ △ ◎
費用 △ ◎ ○

図４ デンタルタイプインプラントによる上顎大臼歯
の舌側移動

図３ ミニプレートタイプ

スクリュータイプインプラント

図５ スクリュータイプインプラントによる上顎大臼歯の加強固定および上顎前歯の圧下

歯科学報 Vol．１０２，No．６（２００２） ４５５

― 3 ―



あるため，埋入術式に多少の熟練を要したり，外

科的な侵襲が他の方法と比べて大きい。

以上のような変遷を経て，現在矯正用インプラ

ントは，デンタルインプラントタイプ，スク

リュータイプ，ミニプレートタイプの３種類に分

類され，使用に当たっては，それぞれの利点欠点

を理解しておく必要がある。表２に各種インプラ

ントの比較を示す。

３．臨床例

当教室でも数年前より，インプラントアンカ

レッジシステムを導入しており臨床例も増えつつ

ある。そこで，いくつか臨床例を紹介する。

１）デンタルインプラントタイプ（図４）

上顎左側大臼歯部のクロスバイトの改善を目的

とし，口蓋正中部にデンタルインプラントタイプ

のフィクスチャーを埋入した。通常１歯のクロス

バイトの改善には，クロスゴムが用いられること

が多いが，臼歯部でゴムの使用が不可能であった

ため，インプラントを固定源とした１歯のクロス

バイトの改善を行った。

２）スクリュータイプ（図５）

上下顎前突と診断された患者で，上顎前歯の後

退と上顎前歯の圧下を目的とし，上顎口蓋部にス

クリュータイプインプラントを埋入し，結紮線に

てクワドヘリクスと連結して大臼歯近心移動に対

する加強固定として使用した。また上顎前歯の圧

下を目的とし，鼻翼下縁部にスクリュータイプイ

ンプラントを埋入し，前歯部ワイヤーとエラス

ティックにより結紮して上顎前歯部の圧下を行っ

た。

３）ミニプレートタイプ（図６）

顎外科矯正手術を適応と診断された患者で，下

顎咬合平面の傾斜が認められる。このため，左側

ミニプレートタイプインプラント

図６ ミニプレートタイプインプラントによる下顎左側前歯部の圧下
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下顎咬合平面の圧下が必要となる。しかし，左側

側方歯群がないために圧下のための固定が得られ

ない。そこで，左側前歯部歯槽部にミニプレート

を埋入し，左側前歯部の圧下を計った。その結

果，下顎前歯部の咬合平面の傾斜が改善され，咬

合の安定が獲得できた。

ま と め

以上のように，インプラントを固定源として用

いたインプラントアンカレッジシステムは，患者

の協力をほとんど必要とせず予知性の高い固定源

として認識されてきている。このため，治療目標

の設定がより確実になり，また従来は難度が高く

矯正単独では治療不可能だと思われる治療も可能

となることが予想される。外科的矯正治療か矯正

単独治療かのボーダーラインケースにおいても，

矯正単独治療の可能性が高まる。そしてインプラ

ントアンカレッジシステムの術前矯正治療への応

用により，術前矯正治療の質が向上し，顎矯正手

術の単純化が計れる。

しかし，矯正用インプラントはまだ発展途上の

段階にあり，近年になりようやく製品が発売され

てきた状態である。このためインプラントを固定

源とした治療法は，矯正治療メカニクスと関連し

たシステムまでには到達しておらず，試行錯誤の

段階である。

今後，基礎的研究はもとより臨床面において，

インプラントアンカレッジシステムに対応した診

断および治療計画の体系化，外科手技から矯正メ

カニクスまでの一連のシステムの確立や，そのシ

ステムに合致したインプラントの開発が望まれる

ところである。
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