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抄

告する．

録
他医院にて第Ⅰ期治療として歯列の拡大治療を行っ

た後に転医してきた 2 症例を経験した．症例 1 は 16
歳女性で，一般歯科医院からの転医症例であり，7 年
間通院しても治らないとの事で来院したが外科症例と

Ⅱ．症

例

【症例 1：一般歯科医院からの転医症例】
1．初診時現症

判断し新潟大学附属病院を紹介した．症例 2 は 15 歳

初診時年齢：16 歳 5 ヶ月，女性．

女性で，矯正専門医院にて拡大治療を受け一時的に歯

主訴：一般歯科医院で 7 年間矯正治療を受けている

列・咬合の状態は改善したが，その後叢生，開咬合と
なり，第Ⅱ期治療診断時に抜歯が必要との説明を受け
納得がいかずに転医してきた症例．

が治らない．
初診時咬合分類：下突咬合，下空隙歯列，偏位顎，
Angle Class Ⅲ傾向．

早期治療として歯列拡大を積極的に行う歯科医は多

顔貌所見：正貌において下顎の右側偏位が認めら

いが，臨床統計や長期経過観察後の報告を探す事は難

れ，側貌において下口唇部の突出感を認めた（図 1）．

しい．早期拡大治療が奏功しない患者は，自主的に他

口腔内所見：Overjet：-2mm，overbite：2mm，下突

医院へ転院するか，治療を中断する例が多いと考えら

咬合．大臼歯咬合関係は左右側 Angle Class Ⅲ傾向．上

れ，積極的に早期拡大治療を行うシステムは，患者管

顎右側犬歯，左側第二小臼歯，下顎左右側第一小臼歯

理が難しく，臨床結果の成否の検証がしにくいシステ

の 合 計 4 本 は 抜 歯 済 み で， 下 顎 右 側 犬 歯 近 心 に 約

ムであることが推測された．

3mm の空隙があった．上顎右側第二大臼歯が未萌出
で，下顎右側第二大臼歯は，近心傾斜し半埋伏の状態

Ⅰ．緒

であった．（図 1）．

言

側方セファログラム所見：上下顎骨の前後的位置関

早期治療に関しては，矯正に専従している歯科医

係は，下顎がやや前方位にあり（ANB -2.5°），下顎骨

（以下，矯正専門医とする）の間でも意見のわかれる

はしっかりとした形態で機能的に強そうに見えた（図

ところであるが ，近年早期からの歯列拡大治療が横
1）

行しており，個々の発育を軽視した治療が散見され
る．

1）．
正面セファログラム所見：咬合平面が右上がりで，
下顎が右側へ偏位していた（図 1）．

今回，一般歯科医院および矯正単科開業医院（以

パノラマ X 線写真所見：上顎右側第二大臼歯は歯

下，矯正専門医院とする）から，第Ⅰ期治療として歯

根がほぼ完成しているように見えたが埋伏していた．

列の拡大治療を行った 2 症例の転医を経験したので報

下顎右側第二大臼歯は近心傾斜し，近心辺縁部が隣接
他院での早期拡大治療後に転医してきた 2 症例［深町］

1

歯遠心歯頚部に接触しているように見えた．上下顎と
も左右側第三大臼歯の歯胚が確認できた．上顎歯列全

2）当院での治療方針決定までの経緯と結果について
診断時カウンセリングにおいて，患者と母親に下記

体および下顎前歯部の歯軸傾斜の乱れが認められた．

2 通りの治療方針を提示した．

下顎頭の形態に左右差があり，右側に比べて左側は，

①矯正治療だけで歯列・咬合の改善を図る．

下顎頭が細く，下顎頚部は長く見えた（図 1）．

②外科治療を併用し，歯列・咬合だけでなく偏位顎の
改善も図る．

2．診断時の特記事項と治療方針および治療結果

患者は，可及的早期の治療終了を希望し矯正治療単

1）診断時の特記事項

独での治療を選択したため，翌日に診療予約を入れ

･ 前医院での治療について

た．翌日母親から電話が入り，母親一人でのカウンセ

2004 年 5 月から当院初診来院直前（2011 年 11 月）

リングを希望し来院した．話を聞くと，「帰宅後に父

まで，前医院（一般歯科医院）で矯正治療を受けてい

も交えて話し合ったところ，矯正治療単独が良いとは

た．前医院での矯正治療内容を患者と母親，および前

言ったが顔の事は気になっている．どうしたら良い

医院のアルバイト矯正医（月に一度矯正治療を担当）

か．」との事だったので，外科治療を併用した治療方

に確認した．

針が良いことと，外科矯正であれば矯正治療が保険の

① 2004 年 5 月〜 2008 年 2 月：上下顎に拡大床を使用

適用になるが当院は保険診療を行っていないことを伝

（図 2-1, 2）
．前医院院長が担当．
② 2008 年 2 月にパノラマ X 線写真を撮影したとこ
ろ，上顎右側犬歯の埋伏が認められたためアルバイ
ト矯正医に引き継ぎ（図 2-3）．
③ 2008 年 3 月〜 2009 年 3 月：1 年間上顎右側犬歯の
牽引を行った後，上顎の右側犬歯と左側第二小臼
歯，下顎左右側第一小臼歯の抜歯を行う事に決定．
④ 2009 年 3 月〜 2011 年 11 月：エッジワイズ装置に
よる全顎的な矯正治療．
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えて，新潟大学附属病院を紹介した．2013 年に無事
に手術を終え，現在保定治療中である．

SNA
SNB
ANB
FMA
IMPA
FMIA
U1SN
OP
II

79.5
82.0
-2.5
26.5
93.0
60.5
115.0
13.0
121.0

図 1 初診時（2011 年 11 月：16 歳 5 ヶ月）
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図 2-1 前医から送られてきた資料（2004 年 5 月）

図 2-2 前医から送られてきた資料（2007 年 4 月）

図 2-3 前医から送られてきた資料（2008 年 2 月）
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【症例 2：矯正専門医院からの転医症例】
1．初診時現症

抜歯と判断したが，上顎左右側第三大臼歯に関して
は，矯正治療の反応を確認した上で，大臼歯のⅡ級咬

初診時年齢：15 歳 9 ヶ月，女性．

合関係改善が困難と判断した際には第二大臼歯を抜歯

主訴：かみ合わせ．

して第三大臼歯を第二大臼歯の代用歯として配列する

初診時咬合分類：開咬合，上突咬合，叢生歯列弓，

方針とした．

右側 Angle Class Ⅱ傾向．
顔貌所見：正貌はほぼ対象．下顔面高が高く，側貌
において上下口唇部に突出感があった（図 3）．

3．治療経過の要約と特記事項
1）要約

口腔内所見：Overjet：6mm，overbite：-3.5mm，開

通法通り .018" × .025" standard edgewise 装置を装着

咬合，上突咬合．大臼歯咬合関係は右側 Angle Class Ⅱ

し，上下顎 .012" round wire にてレベリングを開始し

傾向．上下顎前歯部に叢生を認めた．上下顎前歯とも

た．治療開始 2 ヶ月時に下顎左右側第二大臼歯にバン

に切縁部の咬耗を認め，以前は前歯部の咬合接触が

ドを装着．その翌月に，上顎は第三大臼歯を第二大臼

あった事を示唆していた（図 3）．

歯の代用歯として配列する方針とし，上顎左右側第二

側方セファログラム所見：下顎骨が頭蓋と上顎骨に

大臼歯の抜歯を依頼．さらにその翌月にヘッドギヤー

対して後下方に位置しており（ANB 5.5°），前顔面高

の使用を開始した．治療開始後 6 ヶ月時点からⅢ級ゴ

が高く，開咬合，上突咬合となりうる骨格的な素因を

ムを 5 ヶ月間使用した．治療開始後 1 年 1 ヶ月時点に

有し て い た． 上 下顎前歯 はと もに唇側傾 斜 を 呈し

上顎左右側第三大臼歯にバンドを装着しⅡ級ゴムの使

（I.I.114.0°），上下口唇部の突出感を認めた（図 3，表

用を開始，1 年 4 ヶ月時点から up & down ゴムも開始

1）．

し，治療終了まで用いた．歯列の consolidation 開始時

パノラマ X 線写真所見：上下顎の前・臼歯ともに

期は，上顎が治療開始 1 年 3 ヶ月，下顎は 1 年 6 ヶ月

歯根は長く見えた．上下顎とも左右側第三大臼歯の歯

時点で，それぞれ vertical loop を組み込んだ rectangular

胚が確認できた．下顎頭の形態に左右差があり，右側

wire（上顎：.018" × .025"，下顎：.017"×.025"）を装着

に比べて左側は，下顎頭が細長く見えた（図 3）．

し て 行 っ た．Ideal arch wire の 装 着 は， 上 顎（.018"
× .025"）
，下顎（.017" × .025"）とも治療開始 2 年 4 ヶ

2．診断時の特記事項と治療方針

月時点であった．治療開始後 2 年 10 ヶ月時点で下顎

1）診断時の特記事項

左右側第三大臼歯の抜歯を依頼．治療終盤は，anterior

・前医院での治療および当院来院までの経緯

guidance の確立に時間を費やした．

2001 年 3 月から 2005 年 7 月まで前医院（矯正専門

ヘッドギヤー使用期間：1 年 6 ヶ月間

医院）に通院し，上顎床矯正装置，下顎リンガルアー

顎間ゴムの種類と使用期間：Ⅲ級ゴム：5 ヶ月間，

チによる上下顎歯列の拡大治療，および上顎歯列のみ

Ⅱ級ゴム：左右側 23 ヶ月間（内 14 ヶ月間，左側は右

edgewise 装置による歯牙移動を行った．前医院での治

側の二倍の強さのゴムを使用），左側のみ：2 ヶ月間，

療により一時的に歯列，咬合は改善したが，徐々に開

up & down ゴム：23 ヶ月間．

咬合，叢生歯列を呈するようになり（図 4, 5），2005
年 7 月の再診断時に小臼歯抜歯の治療方針が提示さ

4．治療結果

れ，納得できなかったため矯正治療を中断していた．

動的治療期間：3 年 2 ヶ月

その後，かかりつけの一般歯科医院よりかみ合わせが

顔貌所見：上下口唇部は後退し，naso-labial angle が

良くないとの指摘を受け，当院を紹介されて 2008 年
3 月に初診来院した（図 3）．

大きくなった（図 7）．
口腔内所見：Overjet：2mm，overbite：2mm．ほぼ
緊密な咬合状態を獲得した（図 7）．上下顎の歯列幅

2）治療方針

径に関しては，犬歯間幅径は変化していなかったが，

歯列・咬合の状態および顔貌所見から，抜歯は避け

第一大臼歯間幅径（近心舌側咬頭頂間）は上下顎とも

られないと判断した．抜歯部位としては，下顎左右側

に縮小しており，上顎第一大臼歯間幅径で 2.2mm，

第二小臼歯にカリエスが認められた事から，上顎左右

下顎第一大臼歯間幅径で 4.5mm 縮小していた．なお，

側第一小臼歯と下顎左右側第二小臼歯の抜歯を選択し

前医院での初診時模型の幅径と比較すると，上顎第一

た．なお，上下顎左右側に第三大臼歯が確認でき，要

大臼歯間幅径は，1.9mm 拡大し，下顎第一大臼歯間
他院での早期拡大治療後に転医してきた 2 症例［深町］
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幅径は 0.9mm 縮小していた（図 10 〜 13）．
側方セファログラム所見：下顎大臼歯が挺出し，下
顎の clockwise rotation が認められた．上顎大臼歯の固
定はほぼ保たれ，上下顎前歯は後退した（図 7, 9）．
パノラマ X 線写真所見：上下顎ともに歯根の平行
性に大きな問題は無かった．歯槽骨の状態，下顎頭の
形態も初診時から目立った変化は無かった（図 3, 7）．
5．保定終了時の所見
顔面所見：動的治療終了時と比べて特筆すべき変化
はなかった．
口腔内所見：全体的に咬合は安定していたが，上下
顎左右側の犬歯及び第一小臼歯の咬耗が進行してお
り，下顎第一小臼歯間幅径が 2mm 程縮小していた
（図 8, 11）．
側方セファログラム所見：動的治療により clockwise
rotation が認められた下顎の位置に変化は無く，中心
咬合位における下顎位は安定していた．動的治療によ
り舌側傾斜した上下顎前歯の位置にもほとんど変化が
認められなかった（図 8, 9）．
パノラマ X 線写真所見：動的治療終了時と比べて
特筆すべき変化はなかった（図 8）．

前医初診時
2001.3.6

前医再診時
2005.6.28

当院初診時
2008.3.14

動的治療終了時
2011.6.25

SNA

79.5

80.5

81.5

81.5

81.5

SNB

74

75

74.5

73.5

73.5

ANB

5.5

5.5

7

8

8

FMA

35

35.5

35.5

38

38

IMPA

90

95

95

84

84

FMIA

55

49.5

49.5

58

58

U1-SN

110

110

110

85

85

OP
I.I.

14
114

13
110

10
110

14
143.5

14
143.5

表 1 セファロ計測値表
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図 3 当院初診時（15 歳 9 ヶ月）

他院での早期拡大治療後に転医してきた 2 症例［深町］
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図 4 前医初診時（8 歳 10 ヶ月）
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上下顎拡大治療中（9 歳 11 ヶ月）

上顎歯配列中（11 歳 0 ヶ月）

再診断時（13 歳 1 ヶ月）

図 5 前医院での治療経過

他院での早期拡大治療後に転医してきた 2 症例［深町］
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Superimposition Sella-Nasion at Sella

前医初診時
前医第Ⅱ期治療診断時

Superimposition at ANS parallel to palatal plane
for maxillary changes

Superimposition at Menton parallel to
mandibular plane for mandibular changes
Superimposition at nose tip parallel to FH plane
for soft tissue change
図 6 前医管理期間におけるセファロ重ね合わせ

10

THE JAPANESE JOURNAL OF ORTHODONTISTS

図 7 当院動的治療終了時（19 歳 1 ヶ月）

他院での早期拡大治療後に転医してきた 2 症例［深町］
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図 8 当院保定終了時（21 歳 8 ヶ月）
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Superimposition Sella-Nasion at Sella

当院初診時
動的治療終了時
保定治療終了時

Superimposition at ANS parallel to palatal plane
for maxillary changes

Superimposition at Menton parallel to
mandibular plane for mandibular changes
Superimposition at nose tip parallel to FH plane
for soft tissue change
図 9 当院管理期間におけるセファロ重ね合わせ図

他院での早期拡大治療後に転医してきた 2 症例［深町］
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図 10 前医模型写真（初診時：8 歳 10 ヶ月・再診断時：13 歳 1 ヶ月）

図 11 当院模型写真（初診時：15 歳 9 ヶ月・保定後：21 歳 8 ヶ月）

14

THE JAPANESE JOURNAL OF ORTHODONTISTS

ｍｍ

上顎第一大臼歯幅径の変化

46
44
42
40
38
30

8Y10M

13Y1M

15Y9M

19Y1M

21Y8M

下顎第一大臼歯幅径の変化

ｍｍ

38
36
34
32
30
28

8Y10M

13Y1M

15Y9M

19Y1M

21Y8M

図 12

上下顎第一大臼歯幅径の変化

図 13

上下顎犬歯幅径の変化
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Ⅲ．考

察

1．症例 1 について
本症例は，7 年間の通院後に転医を決断した症例で

ない矯正治療において，月に一度の診療日だけで治療
を行うシステムは，患者の不利益につながる可能性が
高く問題が多い．また，治療の責任の所在も不明確で
ある．矯正専門医としてアルバイトを行うのであれ

ある．今回の事例から感ずることを述べてみたい．

ば，矯正医が常勤している医療施設で行うことが望ま

1）本症例における拡大治療について

しい．学会認定医を取得後にアルバイト矯正だけで生

本症例の場合は，成長に伴い二つの問題が顕在化し
ている．一つは，（治療前の状態がわからないため断

計を立てる矯正医が増えていると聞くが，専門医教育
のあり方に大きな疑問を感じる．

言はできないが）成長とともに顎偏位が顕著となった
事，もう一つは上顎右側犬歯が萌出方向異常により埋

2．症例 2 について

伏状態となった事である．初診時に適切な資料を採取

矯正専門医院において拡大治療を受けた症例で，前

していても顎偏位の予測は難しかった可能性はある

医院での資料は揃っていた．前医院での治療方針を含

が，犬歯の萌出異常は予測可能であったと思われる．

めて治療結果を振り返ってみたい．

しかしながら，本症例の転医に際して前医院に資料を

1）前医院での治療方針について

請求したところ，送られてきた初診時資料は口腔内写

診断時に母親から，前医院での治療は必要だったの

真のみで，その他には治療中の口腔内写真と模型とパ

か，と問われた．その際に，必要だったかどうかの判

ノラマ X 線写真であった．顎発育を予測し治療方針

断は難しいが私ならやらなかったと思う，と答えた．

を決定するには治療前の頭部 X 線規格写真または CT

前医院の初診時資料（図 4）からは，閉唇時に口腔周

が必要で，口腔内写真だけで適切な治療方針を立てる

囲筋の緊張があり，前歯の後退が必要な症例と判断で

ことは難しい．また初診時の資料が無ければ，自らの

きた．また，口腔内の叢生状態も鑑みると抜歯は避け

治療結果を分析する事もできないため，治療の成否を

られないと考えられた．さらに，永久歯列期までの期

検証する手段が無い．

間が短いと予想できた事から，経過観察を行った後に

いずれにしても，発育期の患者の矯正治療におい

抜歯症例として治療を開始したと思われた．

て，歯の萌出スペースだけに着目して拡大治療を行う

なお，前医での早期治療後に開咬合を呈している

事に正当性を見いだす事は難しい．特に本症例は第Ⅱ

が，パノラマ所見において下顎頭の吸収が疑われるよ

期治療において抜歯を選択していることからも，歯列

うな所見が見当たらない事等から，拡大治療後の歯列

拡大の意義を見いだす事は困難である．拡大装置装着

幅径縮小（後戻り）によって早期接触が発生したこと

は少なからぬ痛みを伴うため，患者の肉体的，精神的

が契機となり舌癖が惹起された可能性が推測された．

な負担は少なくない．将来の発育を予測した上で，必
要と判断した症例に限って行うべきである．

2）歯列幅径の変化について
犬歯間幅径は前医院および当院での治療を通じて比

2）アルバイト矯正について

較的安定していたが，第一大臼歯間幅径については，

本症例は，第Ⅱ期治療において 1 年間牽引した埋伏

上下顎とも前医院での治療により拡大されていた（上

犬歯の抜歯を選択し，その後 2 年 8 ヶ月経過した時点

顎約 6mm，下顎約 5mm，図 12, 13）．前医院での資料

で前歯部のマイナスオーバージェットは改善しておら

拝借の際，前医より話を聞いたところ，「ほとんど全

ず，下顎歯列には 3mm 近いスペースが残っていた．

ての叢生歯列症例において歯列拡大を行っているが，

アルバイト矯正医の資質に疑問は残るが，アルバイト

拡大治療は非抜歯治療を目的として行っているわけで

矯正というシステムの問題は大きいであろう．通常，

はない．健全な成長発育のためには，鼻呼吸，姿勢が

アルバイト矯正は，月に一度矯正専門医が一般歯科医

とても重要なので，舌が挙上しやすい空間を確保しな

院を訪れて矯正治療を行うシステムである．患者に確

がら鼻腔を拡大して鼻呼吸をしやすい環境とするため

認したところ，学校行事や体調不良等で約束の日に行

に上下の歯列拡大を行っている．呼吸，姿勢の重要性

けない事があり，数ヶ月間通院できなかった事もしば

を理解してもらえるように講話やトレーニングを行い

しば生じたとのことであった．一回の治療で解決でき

ながら歯列拡大を行う．」とのことであった．しかし

るような外科処置であれば良いが，年単位の治療期間

本症例においては，一時的に歯列は整ったが，その後

が必要で，装置の脱落や変形などのトラブルも稀では

次第に叢生，開咬合を呈してきたことから，前医院で
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の治療によってもたらされた新たな形態が，生体に

拡大されており，そのうちの 35 症例が保定終了後に

とって許容できる範囲内になかった事が伺え，歯列の

縮小していたが，初診時の幅径に復する訳ではなく

拡大が舌の位置や機能に対して前医が想定したような

21 症例において初診時の幅径より拡大された状態に

影響を及ぼす事ができなかったと考えられた．また，

留まっていたこと，また 5 症例においては拡大された

前医の治療前後のセファロ重ね合わせ図（図 6）から

幅径が保定終了後にさらに増加していたことを報告し

は，通常の発育とは異なるような治療による明確な影

ており，生体に備わっている適応の範囲や方向性を判

響を読み取る事はできなかった．以上の所見から，本

断する事の難しさ，一例一例を丁寧に観察する事の重

症例において歯列拡大の臨床的意義を見いだす事は難

要性を示唆している．その上で，Riedel，Little らの報

しい．機能と形態とが密接に関係している事は疑いよ

告5, 6）にあるように「保定後の下顎犬歯幅径には縮小

うが無いが，その関連性を見抜いて臨床に応用する事

傾向が認められ，その縮小量が大きい程，下顎前歯に

は極めて難しいことが再確認できる．

叢生が生じる傾向がある，ということは確からしいと

なお，前医院での再診断後から当院に来院するまで

思われる」と述べている．

の 2 年 8 ヶ月間で上下顎とも拡大された量の 1/3 程度
が縮小し（図 12），開咬合が顕著となってきていた

3）早期治療についての考え方

（図 3, 5）．この間は矯正力が作用していないため生体

成長・発育は，外部環境に対しての適応現象と考え

の適応が生じた結果と考えられるが，その時点の大臼

られるが，非常に複雑で，科学的に解明できている部

歯間幅径は，初診時より上下顎ともに約 4mm 拡大さ

分はわずかである7）．これまで多くの先達により成長

れた状態であった．従って，本症例において 4mm 程

発育に関する仮説が組み立てられてきたが，発育期に

度の大臼歯間幅径拡大は許容範囲であった可能性が高

おける矯正治療中の変化は，矯正治療による影響と矯

い．なお，その後の当院での治療により大臼歯間幅径

正治療を行わなくても起こったであろう発育が組み合

は縮小され（上顎約 2mm，下顎約 3.5mm），その値は

わさった変化であることや，矯正力を解除した後に補

保定終了時にもほぼ維持されており，結果的に，前医

償するような発育が生じる事もあるなど8, 9），複雑な

院初診時より上顎は約 2mm 拡大され，下顎は約 1mm

要素が多く，客観的な把握が難しい．そのため，何が

縮小された状態となっていた（図 12）．当院での治療

正しいかの結論をつけることができないことから，早

の適否は，今後（保定終了後）の変化を観察して判断

期治療の取り組みは矯正医により異なる．

する必要がある．

与五沢は，早期治療については，その頻度や取り組

上記のように，歯列の幅そのものは人為的にある程

みの姿勢によって積極派と消極派に分ける事ができ，

度のコントロールは可能であるものの，個々の生体に

自らは後者であるとしている．また，早期治療に消極

より許容可能な範囲が備わっていると考えられる．本

的立場のものは，長年の矯正治療経験を持ち，その経

来であれば，拡大治療を治療計画に組み込むには，生

過を長きにわたって追跡した経験を持っている場合が

体の許容範囲を予測した上で，その拡大量が歯列・咬

多く，早期治療の効果を否定するものではなく，肯定

合にもたらす意味を個々に判断する必要があるが，そ

的ではあるもののその限界を知った結果からくるもの

のような方法論は確立されていない．2001 年に矯正

であるとしている．すなわち，生体の思うに任せない

治療に始めて「適応」という概念を適用した与五沢は

部分を矯正治療の限界として体験しているからで，同

2）

，矯正治療の実態を真に理解するためには保定終了

時にそのような症例に対して永久歯列期において具体

後の自然の秩序にゆだねた結果の観察が重要である事

的に対処できる技術や知識を持っている事も早期治療

を説き，サクセスストーリーに代えて葬られてきた

に消極的な理由として手伝っている，と述べている2）．

「矯正治療その後について」を表舞台に登場させ，矯

一方，積極的に早期治療を推奨している黒江は，

正治療の一連のリアリティーを因果関係を超えて事実

「発育期の不正咬合は，機能と形態が正常な発育軌道

として認識したときに，はじめて患者へ矯正治療の実

から逸脱している状態であり，その状態は発育に伴い

態を説明できるようになるだろう，と述べている ．

悪化しつつあると考えてよい．出生から始まる摂食，

3）

なお，保定治療終了後の歯列幅径の変化について

咀嚼，嚥下の学習過程で，舌の上下・側方運動や下顎

は，有松が興味深い報告をしている ．保定終了から

運動の機能が発達せず，舌の前後運動が残遺した未熟

1 年以上経過した症例 87 例について調査した結果，

な咀嚼，嚥下運動が上顎の発育不全，上下歯列の狭

下顎犬歯間幅径については，動的治療中に 43 症例で

窄，下顎臼歯の舌側傾斜を起こす．不正咬合のほとん

4）

他院での早期拡大治療後に転医してきた 2 症例［深町］
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どに上顎の発育不全が存在すると考えられる．」と述

あった．これらの成長に bite plate を介しての機能的

べ，鼻呼吸の獲得を目的に，早期の上顎急速拡大を行

な刺激が大きく関与したであろうことは想像に難くな

い，上顎正中縫合の開大により鼻腔を拡張することを

い．一方で，bite plate を装着して時計方向に 13° 開大

推奨している ．また，杉山は，「口呼吸等の誤った

した下顎が短期間で元の状態ともいえる下顎下縁平面

習慣が長期間にわたって成長に影響すると，形態の不

角で落ち着いた変化は興味ある事実である．その結果

正を生ずる．成長にもその後の維持にも機能が重要で

から，人為的に生体に形態変化を及ぼす事は可能だ

あり，不正咬合の多くが機能的問題をかかえている．

が，それと同時に生体のもつ潜在的な恒常性に対して

幼少時の正しい口腔機能の習得を支援する事が矯正歯

どこまで入り込む事が許されるか考えさせられた」と

科の第一の課題．
」とし，「たとえば口呼吸では，気道

述べている．なお，下顎の成長発育促進を狙って同様

確保と重力に対する頭部の支持のために，即座に筋が

の装置を他の症例にも試みたが，このように奏功する

対応し頭や下顎の位置が変えられる．それが長期にわ

症例はなかったとのことであった．さらに，豊富な臨

たれば成長や変形でゆっくり骨が対応し，形や大きさ

床体験から，臨床的には【隠された秩序】ともいえる

が変えられる．上顎前突Ⅱ級Ⅰ類やアデノイド顔貌

生得的に組み込まれている資質が治療にあたって重要

は，このようにして形態の不整を招いた例である．遺

な鍵を握っていると述べている．また，成長発育に隠

伝的に不都合なものを受け継いで不正咬合になる患者

された法則性を引き出し，それを矯正治療に取り込ん

は一部に過ぎず，多くは使い方の誤りの結果であると

で成長発育をコントロールしようとする期待があった

いうのが臨床医としての偽らざる実感である．
」と述

が，結果的には，成長発育という現象が極めて精巧で

べている11）．

複雑な有機体としての現象であることを再確認するに

10）

とどまり，成長発育をコントロールする事が，いかに
【治療結果についての考え方】
どのような治療を行っても劇的に改善する症例はあ
る．そのような症例を経験した際に，大きく二つの考

難しいことであるかを経験的に認識するに至ってい
る，と述べている．
筆者は，新潟大学在職中に機能的矯正装置の一つで

え方に分かれるだろう．一つは，選択した装置や治療

あるフレンケル装置 type Ⅱによる下顎骨の発育促進

方法が適していたからであるとの解釈で装置や治療方

を積極的に行った経験がある．早期治療を行った 114

法の選択が重要とする考え方で，もう一つは患者が生

症例の治療結果を振り返ったところ，フレンケル装置

得的に持っている素質を引き出した結果であり，患者

だけで歯列および咬合を整える事ができたのは 1 症例

の素質を見抜くことが重要との考えである．その違い

のみで，99％の症例は第Ⅱ期治療が必要と判断されて

は大きいが，前者の考え方をとるのであれば，同様の

いた13）．当時の新潟大学は早期治療積極派に属してお

治療を行った際にどの程度の患者が良好な反応を示す

り，指導教官の一人は，治療が奏功した一例の上突咬

のかという治療の有効率が極めて重要となる．

合男児症例に強い興味を示し「この一例があればフレ

自らを早期治療消極派としている与五沢は，顕著な
Ⅱ級の全顎 crossbite 症例（Brodie Syndrome）を報告し

ンケル装置の講習会を行える」と述べた事は記憶に刻
まれている．

ている2, 12）が，矯正治療のみで劇的に下顎の発育が促

早期治療積極派が書いた論文に同様の論調が伺え

進されているのがわかる（図 14）．その内容の一部を

る．すなわち，自論の展開に適した症例にスポットを

紹介する．「通常の咬合機能が皆無の状態に近い症例

当て，同じ治療を行っても治療が奏功しなかった症例

に対して（下顎を前方に誘導した）bite plate を使用

については触れられていなかったり，治療直後の部分

し，積極的に咀嚼器官への刺激をもたらし，歯牙，歯

的な資料を示しているが長期経過後の安定性に触れて

周組織，さらに顎骨や筋肉，顔面頭蓋に対しての生物

いなかったり，拡大量等の数値的な解析はあるが，そ

学的に本来あるべき発育を引き出そうと試みた．その

の拡大量が症例にもたらした意味についての評価が無

結果，total cross bite のために 7 〜 8mm あった臼歯部

かったり等，臨床に活かすために必要な情報が欠如し

の垂直的被蓋が 0mm になる過程で下顎角はほとんど

ている傾向を感じる．

開大することが無かった．セファロの重ね合わせの結

拡大治療後の長期安定性に関する海外の報告は多

果，bite plate 装着中の 1 年 8 ヶ月間の変化を見ると，

く，コーカソイドにおいては拡大された幅が長期に安

下顎枝が 7mm 垂直的に成長した一方で，第一大臼歯

定していたとする報告も多い14, 15）．一方，モンゴロイ

部における歯槽骨の垂直方向の発育は皆無の状態で

ドである日本人の治験例に関しては，早期治療につい
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初診時：'80 12Y7M

Bite plate 装着

Bite plate 装着しながら下顎大臼歯の拡大：'81 13Y4M

初診時と Bite plate 装着後 1 年 8 ヶ月時点のトレース重ね合わせ図

動的治療終了時：'85 17Y5M
図 11 与五沢論文「適応」3）から転載
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ての臨床統計13, 16, 17）は散見するが，早期に歯列拡大を

療が必要と判断されたにも関わらず治療を中止してお

行った症例についての長期経過報告や治療転帰等の臨

り13），矯正治療の意義を感じさせる事ができないまま

床統計を探す事はできなかった．症例 2 の前医院院長

関係が絶たれていた．中止の理由はいくつか考えられ

も臨床統計は取っておらず，感覚的には治療に最後ま

るが，「これから歯を抜いて別の装置をつけるんです

でついてきてくれる患者は 5 割には到底満たないと述

か．もう結構です．」という患者の母親の一言が忘れ

べていた．

られない．大学病院という看板の下においても，患者

残念ながら，矯正臨床領域において早期治療を行う

管理の失敗率は約 4 割に及んだ．

事がどのような効果をもたらすかという質の高い臨床

矯正治療の目的は永久歯列期における正常な歯列や

報告は少ない．世界的に急速に展開している治療に関

咬合の獲得であるが，そのための早期治療の意義を患

する医療テクノロジーアセスメントのプロジェクトで

者に理解させることは容易ではなく，早期治療の失敗

あるコクラン共同計画において採用されている矯正治

は担当医あるいは矯正治療そのものに対しての不信感

療に関わるシステマティックレビューは一つだけであ

に直結すると思われる．早期治療が奏功しない患者

るが，早期治療は第Ⅱ期治療後の形態に優位な差をも

は，自主的に他医院へ転医するか，治療を中断する例

たらすとは言いがたいとの結論が示されている ．ま

が多いと考えられ，積極的に早期治療を行うシステム

た Proffit は，通常のⅡ級症例において，二段階治療と

は，患者管理が難しく，臨床結果の成否の検証がしに

一段階治療では治療成績にほとんど差がないという

くいシステムであることが推測される．

18）

データがあり，早期治療を正当化するのは難しいとす

患者の年齢が低ければ低い程，将来を予測する事は

る報告は多いと述べている19）．これらの報告は，形態

難しく，必然的に管理期間は長期にわたる．患者管理

的な変化という観点から論じた報告であるが，鼻呼吸

は臨床医として極めて重要との観点に立てば，早期治

の改善等の機能的な変化を客観的に示す事は難しく，

療に対して慎重にならざるをえない．現状を放置した

さらにその影響が発育にどのように関与したのかとい

場合の永久歯列期における影響を予測した上で，どう

う事に関しては検証する術がない．機能と形態は密接

しても必要と判断した症例にのみ早期治療を行うシス

に影響を及ぼし合っている事は疑いの無い事実であ

テムが望ましいと考える．

り，形態の特徴から機能的な影響を想像する事は治療
方針立案に際して重要なプロセスである．しかしなが

まとめにかえて

ら，機能の改善によって形態のコントロールをしよう

生体という多様で複雑なシステムを扱う医療におい

とする治療体系を診療システムの根幹に据える事には

て，わかっていること，わかっていないこと，できる

無理があろう．

こと，できないことを整理する事は極めて重要だが，
非常に難しい事である．その礎となるのが治療結果の

【患者管理という観点から】

臨床統計と長期観察例の蓄積であろう．

今回報告した 2 症例のように，患者が自主的に転医
を希望したという事は，技術的な要因にせよ，コミュ
ニケーションの問題にせよ，医療施設としては管理の
失敗を意味している．患者との関係の継続は医療行為
の根幹をなす．また，関係の断絶によって自らの治療
結果の評価が不可能となるため，治療結果を検証でき
ない．個人の臨床能力の向上は，自らの臨床経験を適
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の安定性に関して，良好な歯列を保持していた割合が

はじめに

歯列拡大症例1）
（混合歯列期の拡大）では約 10％，小

非抜歯治療も歯列の拡大も，歯科矯正治療における

臼歯抜歯症例2） では 30％弱であったと述べている．

ひとつの治療手段として存在し，日常の矯正臨床のな

有松3）は，治療により下顎犬歯間幅径が拡大した症例

かで必要に応じて時に用いられている．

のうち，保定が終了してから数年以上経過観察後に約

しかし，なかには全ての症例を非抜歯で治療すると

80％で縮小傾向が見られたという．

謳っている例もあるように，術者や施設ごとの治療法

非抜歯率 98.5％という Greenfield4） は，非抜歯で拡

のばらつきが非常に大きい．治療法は様々な条件に

大した後に長期間経過観察した 5 例を呈示している

よって決まるので多少のばらつきはあって然りと思わ

が，治療によって拡大した下顎犬歯間幅径は治療終了

れるが，治療結果に関しては歯科医学的にある一定の

後 4 〜 7 年で全て縮小方向に変化している．

要件は満たすべきであり，ばらつきもその要件の許容
範囲内にあるべきだと考える．
そこで，非抜歯拡大矯正治療後の結果に関して以下

GP を中心にして頻繁に行われている床矯正装置に
よる治療後の安定，予後を調べたものがほとんど無い
なかで，関崎5）は混合歯列期の床矯正装置による拡大

の項目に関して検討を加えたい．

後の経過を唯一検証している（図 1）．拡大後は多様

1．非抜歯拡大後の歯列の安定

な変化がみられるが，全体の傾向として，大臼歯部は

2．非抜歯拡大後の咬合や咀嚼機能の確立

比較的安定しているが特に下顎前歯部は拡大後に早期

3．非抜歯拡大後の健全な歯周組織の維持

に縮小傾向がみられる．
歯は経年的に生理的に近心（舌側）方向に移動する

1．非抜歯拡大後の歯列の安定

と言われており，歯科矯正治療後の歯列や咬合が全く
不変であることはあり得ないし，予測できない部分も

拡大床装置であれリンガルアーチやワイヤーであ

多く含み，その不確実性から歯列の安定はたいへん難

れ，拡大の方向に矯正力をかければ歯列は広がって並

しい問題である．しかし，可能な限り治療後（保定

ぶことは間違いない．特に成長発育期では比較的簡単

後）にも安定することを目指して治療方針を立ててい

に拡大していく．しかし，どの方法でも拡大治療後の

く必要がある．治療後の歯列を安定させるためには，

長期の安定まで言及している報告や文献はあまり見受

患者固有のそれぞれの歯列のかたちや幅（特に下顎犬

けられない．特に，現在頻繁に行われていると思われ

歯間幅径）を治療前後で出来るだけ変えないで治療す

る成長期の床矯正装置や，いわゆるマウスピース矯正

べきであるとは，いままで多くの著名な矯正専門医た

による治療後の安定に関するものはほとんどない．

ち6, 7）が述べてきている．実際にこの考えに基づいて

1, 2）

Little
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治療を行うと，保定終了後も長期に渡って比較的安定

いて，それぞれの術式の典型例として呈示されている

している症例を多数経験する．

と思われる症例をみてみる．
図 2 は非抜歯の治療方針のもと歯列を拡大し，1 年

2．非抜歯拡大後の咬合や咀嚼機能の確立

半後に当院に転医してきた状態である．歯列は並んで

抜歯であれ非抜歯であれ，或いは拡大するしないに

きているが大臼歯以外は水平的な開咬合を呈してお

せよ，医療である以上は歯列のみならず咬合や咀嚼機

り，正中も左にずれたままである．前歯も唇側傾斜が

能を歯科医学的に正常で満足のいく状態にしていくこ

強いままである．
図 3-1 は歯列の叢生などは改善されているが，低位

とが求められている点で異論はないと思われる．
しかるに，非抜歯拡大の治療方針のもとで治療さ
れ，治療途中で当医院に転医してきた患者さんや，非
抜歯拡大を是とする書籍やホームページに紹介されて

図 1-1 拡大前

12 歳 6 ヶ月（1 年間拡大）

だった上下犬歯は被蓋（ガイド）が確立されていない
ままである（水平的には開咬合のままである）．
図 3-2 は側方に大きく拡大されているが，頬側に傾

図 1-2 拡大後 6 ヶ月（リテーナー使用）

図 1-3 その後 7 ヶ月（リテーナー不使用）

図 1 関崎5）より引用

図 2 非抜歯拡大矯正中の転医症例

非抜歯拡大矯正治療後の歯列の安定，咬合，歯周組織［原］
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斜することで右側小臼歯部の開咬合がまだ残存し緊密
な咬合が得られていないままである．
図 4 は全て非抜歯拡大治療を謳う医院のホームペー

いままである．
歯科医学的に必要十分とされる咬合の要件として，
甲斐，有松9）は理想的な咬合関係として以下の要件を

ジから引用した治療前後の写真である．前歯部の歯列

挙げている．

は並んでいるが，側方歯の叢生はあまり変わらないま

・顎位が顆頭安定位に位置する

まである．また，犬歯の低位は改善されたが大きく唇

・前歯部；前方，側方運動時に臼歯部を離開，側方運

側に転位して犬歯の被蓋（ガイド）が確立されていな

図 3-1-a 治療前

図 3-2-a 治療前
図 3 非抜歯治療後の症例

図 4-1 治療前

動は M 型ガイド

図 3-1-b 拡大後

図 3-2-b 治療後

水平的には開咬合の状態

右側小臼歯部は開咬合の状態

非抜歯矯正治療 20118）より引用

図 4-2 治療後 側方歯の叢生はあまり変わらず犬
歯の被蓋は 獲得されていない

図 4 全て非抜歯拡大治療を謳う医院のホームページより引用
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・臼歯部；個人の顎運動方向に調和した咬頭展開角の

合の要件を満たすことが重要である．
また，甲斐9）は無理な拡大によって臼歯を頬側傾斜

歯がⅠ級関係で緊密に咬合
・機能咬頭の接触は，頬舌的には B 斜面，近遠心的

させると，臼歯部の機能咬頭の角度が増し，平衡側運

には上顎近心斜面，下顎遠心斜面の接触が重要

動時の干渉を惹起したり顎位がデュアルバイトになり

これらは補綴学的な見地から表現がなされている

やすく障害が生じやすいという．

が，矯正治療が目指す歯列，咬合も当然ながらこの咬

図 5 は Andrews の The six keys to optimum occlusion に

図 5 ストレートワイヤーテクニック 199710）より引用

図 6-1-a 初診時

図 6-1-b 治療後

図 6-2-a 治療後の中心咬合位

図 6-2-b 治療後の右側方運動時
図 6 小臼歯抜歯を併用した叢生症例

非抜歯拡大矯正治療後の歯列の安定，咬合，歯周組織［原］
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基づく理想咬合時のアンギュレーションやインクリ

トが接触していると良いとも言われている．B コンタ

ネーション（トルク）を示した図10）である．

クトが接触していないと不安定になり，回転力が生じ
易い．

また，図 6 は実際に小臼歯 4 本抜歯を併用して理想
的な咬合関係を目指して矯正した叢生症例（初診時

顆頭安定位において緊密な咬合（接触）を確立する

26 歳，男性）である．側方歯部の適切なインクリネー

ことと共に，顎運動時の歯牙のガイドも大変重要であ

ションを確保することによって機能咬頭の適切な咬合

る．荒井ら12） は犬歯から第二大臼歯まで人工的にガ

接触が得られ，なおかつ側方運動時に適切なガイド

イドを付与して側方位でクレンチングしたときの関節

（犬歯部での M 型ガイド）も得られる．この症例を非

頭の変位を調べた．犬歯部クレンチングでは作業側顆

抜歯拡大の方針で治療しても上記の咬合の要件を満た

頭は前上方へ小さく圧縮され関節にとって無理のない

すように仕上げることは困難である．

動きであるのに較べて，大臼歯クレンチングでは下外

図 7 は機能咬頭の理想的な咬合接触状態のひとつで

方に大きく牽引され，顎関節に悪影響を及ぼしかね

ある ABC コンタクトを示している．実際にはどの歯

ず，側方運動時の犬歯ガイドの重要性を示唆してい

も 3 点で全て接触するのは難しいが，特に B コンタ

る．（図 8）

クトが重要となり，3 点でなくとも B と C コンタク

図 7 ABC コンタクト

目で見る咬合の基礎知識 200211）より引用

実験的ガイドを付与した歯種の相違

4

5

6

3

7

後←矢状面→前

外←前頭面→内
3

3
Ｎ
6
7

1mm
1mm

Ｎ

6
7

図 8 ガイドする歯種の相違による作業側関節頭の変位方向と変位量の相違
矯正臨床の基礎7）より改変引用
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また，咀嚼能力の観点からも緊密な咬頭の接触と調

日常矯正臨床で時々遭遇する例として，口蓋側に転

和のとれた咬頭展開角（矯正でいう頬舌的に適切なト

位した上顎側切歯を唇側に牽引する（側切歯にとって

ルク）は大変重要である．丸山ら13） の人工的に咬合

は唇側方向に拡大される）場合があるが，症例によっ

面の展開角を変化させた研究からも，臼歯が拡大され

ては牽引時に唇側歯肉が退縮してきてしまうことが

て頬舌的に歯軸が立ってきて展開角が開いて隙間がで

時々ある（図 10）．

きてしまうと，食物が頬側にこぼれやすくなったり，

退縮後歯周組織に配慮しながら上顎前歯を後退（舌

粉砕度が低下して細かく砕けにくくなり，咀嚼能力の

側移動）させたことにより，治療後には退縮した歯肉

低下をまねく（図 9）．

が回復してきている（治療開始時 15 歳，抜歯症例）．
この理由として，前歯部の唇側歯槽骨は薄いことが
多いため症例によっては歯肉退縮が生じ易くなってい

3．非抜歯拡大後の健全な歯周組織の維持

ることが考えられ，一般歯科臨床においてもこのよう

犬歯の遠心移動のように歯槽堤内（歯槽骨内）を近
遠心方向に歯を移動させる場合は歯周組織に大きな問

な場合の歯周処置や補綴処置等に際しては慎重な対応
が求められている（図 11）．

題が生じることは少ない．しかるに，拡大のように歯

歯肉退縮に関しては，退縮のし易さを歯槽骨の厚さ

槽骨内を頬舌（唇舌）方向に移動させようとするとき

と付着歯肉の量で分類した Maynard の分類が有名であ

はどうであろうか．

る（図 12）．歯槽骨が薄くて付着歯肉が少ないほど歯
肉退縮が生じやすいことになる．

図 9 作業側でのピーナッツ咀嚼 人工歯の上顎頬側内斜面を段階的に
0.5mm ずつ削除することで開いた展開角を想定して測定

図 10-1 初診時

図 10-2 牽引時に側切歯唇側歯肉が退縮

図 10-3 治療後

図 10 口蓋側転位した上顎側切歯の牽引時の歯肉退縮例

非抜歯拡大矯正治療後の歯列の安定，咬合，歯周組織［原］
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図 11 上顎前歯唇側の薄い歯槽骨の例

図 12 Maynard の分類

楡井14）より引用

楡井14）より引用

図 13 歯列の拡大前後の大臼歯部の CT 画像（前頭断） 水野15）より引用
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水野15） は顎変形症の術前矯正で歯列を拡大した前

歯と歯槽骨の関係を調べたところ，検査対象歯の約

後の CT 画像（前頭断）により，頬舌側の歯槽骨に十

4％に歯槽骨の裂開状骨欠損（dehiscence）
，約 8％に穿

分な厚みのある場合以外は歯列の拡大は危険であると

孔（fenestration）が見られたという（図 14）．人種の

指摘している（図 13）．この症例では治療前の頬側歯

差や乾燥頭蓋であることの影響なども多少は考えられ

槽骨にはそれなりに厚みがあったため拡大の適応と判

るが，それにしても頬側の歯槽骨が薄い場合が稀とは

断したが，やはり拡大後には頬側の歯槽骨がかなり薄

いえないと考えられ，それゆえ拡大に当たっては慎重

くなってきているのが分かる．また，前段の咬合に関

な対応が望まれる．

係するが，拡大すると臼歯が傾斜移動して頬側に起き

山本17） は，歯槽骨のレベルが低くさらに付着歯肉

て立っていることが分かり，緊密で機能的な咬合が得

が薄く少ない場合に最も歯肉退縮が起こりやすいと述

られにくい植立方向にもなってきている．

べている（図 15）．図 16 は外科的矯正治療のために

Nimigean ら は歯列が整っている乾燥頭蓋骨（20

下顎歯列は軽度の拡大を選択した成人症例（初診時年

世紀前半の時代の南東ヨーロッパの白人の頭蓋骨）の

齢 32 歳）である．もともと山本のいう骨レベルが低

16

図 14-1 歯槽骨の裂開

図 14-2 歯槽骨の穿孔

図 14 歯槽骨の裂開と穿孔

図 15 Maynard の分類

Nimigean ら16）より引用

Type 5（?），Type 6（?） 山本17）より引用
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図 16-1 初診時

図 16-2 治療終了時

歯肉退縮が認められる．

図 16-3 治療中の CT 画像

図 16 拡大等の矯正治療によって生じた歯肉退縮

く歯肉が薄い状態（Type 6（?））であるにもかかわら
ず拡大を選択し，そこにさらに顎間ゴムなどの矯正力
も加わったことで歯肉退縮が生じてきてしまってい
る．特に成人では歯肉退縮しやすく知覚過敏も併発す
るとより問題が大きくなるため，慎重な対応が求めら
れる．
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矯正治療のゴールとしての咬合に関する私見
Occlusion as the goal of orthodontic treatment

星

隆夫

HOSHI Takao

神奈川県 相模原市

星歯科矯正

キーワード：矯正治療のゴール，咬頭嵌合，下顎の回転，治療の質，臨床能力

はじめに
上顎の歯は 6 1 2 4 5 3 7．下顎の歯は 6 1 2 3 4 5 7
の順に萌出する場合が多く．同名歯については大臼歯

い手に対する教育が十分に行われなかった場合には容
易にこのゴールは変容する．さらには専門医が倫理を
なくした場合にも同様なことが起きる．これらのこと
を症例の供覧を通してお示ししたい．

以外は上顎より下顎が先に萌出する．なぜ一斉に生え
ずに順番にはえるのであろうか．また，なぜ上顎の犬
歯は最後に萌出してくるのであろうか．歯の萌出が順
に行われるのは個人の顎の大きさと機能に合った位置
に歯を萌出させ効率よく上下の歯を咬合させるための

矯正治療のゴールとしての咬合
私が新潟大学において，矯正臨床を教えていたとき
には，以下の項目をクリアすべきとしていた．

仕組みであるとも考えられる．歯の萌出順にしても下

・適正な overbite, overjet

顎犬歯が前歯に引き続き萌出するのに対し上顎犬歯は

・上下一致した midline

第二小臼歯より遅く萌出する．萌出余地がない場合上

・Ⅰ級の咬頭嵌合，特に犬歯のⅠ級

顎犬歯はその歯胚の位置から低位唇側転位する事が運

・コンタクトが接触しズレがない

命付けられている．つまり犬歯の交叉咬合の発現を少

・辺縁隆線の高さにズレがない

なく抑えている仕組みとも考えられる．ここに示した

・歯根のパラレリングがなされている

2 つの考えは一考察にすぎない．しかし，歯の萌出順

・可能であれば小臼歯の舌側咬頭の咬合接触を

に創り上げられた個人の咬合は良い咬合であれ，悪い
咬合であれその個人の機能に適合したものであること
に異論はないであろう．矯正治療はこの個人の機能に
適合した咬合を崩し，全く新しい咬合を与える医療で
ある．よって，その治療のゴールとされる咬合は可能

作る．
・顎関節が関節窩のなかで安寧な位置で咬頭嵌
合を作る．
・硬・軟組織のバランスのとれたプロファイル
が得られる位置に咬合をつくる．

な限り理想的な状態でなければならないと考えてい

近年では治療後の咬合を客観的な指標で点数付けし

る．私はこのゴールは歯科矯正の歴史を通じて専門医

て評価する American Board of Orthodontics の objective

の間ではコンセンサスが存在していると思っている．

grading system なるものも利用されている1）．採点され

矯正専門医はこのゴールに向かって診断し装置を装着

るものは Alignment, Marginal ridge, Buccolingual inclina-

し患者に協力を求めながら治療を進める．しかしすべ

tion, Occlusal contacts, Occlusal relations, Overjet,

ての患者に同じようなパーフェクトな咬合を与えられ

Interproximal contact, Root angulation である．

るわけでは無い．治療後にできあがる咬合の形は治療

矯正治療としてのゴールの形を点数付けして評価が

前の患者の咬合の成り立ちや機能や協力度によって変

行えるのであるから，矯正専門医の中では矯正治療の

わる．また，社会構造の変化などにより矯正治療の担

ゴールとしての咬合はある程度コンセンサスが得られ
矯正治療のゴールとしての咬合に関する私見［星］
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ていることになる．文献を遡るとストレートワイヤー

患者に伝えた上で治療を開始．頑固な舌突出癖があ

アプライアンスの制作者である Andrews LF. が 1972 年

るため治療中に舌のトレーニングを行うこととし

に 120 例の optimum occlusion から導き出された「ノー

た．

マルオクルージョンの 6 つの鍵」を表している ．
2）

第Ⅰの鍵は上下歯列弓の関係（図 1）第Ⅱの鍵は歯

・治療経過

冠のアンギュレーション（図 2）第Ⅲの鍵は歯冠のイ

上下顎にマルチブラケット装置を装着（図 6），

ンクリネーション（図 3），第Ⅳの鍵は歯冠のローテー

3 ヶ月後に SAS 埋入，上顎第二大臼歯にバンド装

ション，第Ⅴの鍵は緊密な歯冠接触，第Ⅵの鍵は平坦

着，上顎犬歯と SAS 間にパワーチェーン装着，4 ヶ

なスピーの湾曲（図 4）が示されている．これらは当

月後に下顎第二大臼歯にバンド装着．SAS から下顎

時の矯正治療のゴールとしての咬合を表していると思

前歯へⅢ級ゴムを装着し下顎の咬合平面のコント

われ，現在の基準と変わらない．つまり 1972 年当時

ロ ー ル を 図 っ た．8 ヶ 月 で 上 顎 に .016" × .022"

のアメリカでは矯正治療後の咬合の基準ができあがっ

stainless steel wire（ 以 降 SS wire） を 装 着（ 図 7）．

ており現在にも引き継がれている．

11 ヶ月で上顎に .018" × .025" SS wire のアイディア
ルアーチを装着（図 8）．15 ヶ月からⅡ級ゴムと

症例からみたゴール
症例 1

U&D ゴムを使用．18 ヶ月に下顎アイディアルアー
チ装着（図 9）．20 ヶ月でマルチブラケット装置を

下顎を意図して反時計方向に回転させて治

撤去，リテーナーを装着した．上顎はベッグタイ

療した症例

プ，下顎は 5 − 5FSW を装着．Ⅲ級ゴムは 6 ヶ月，

・初診時年令 29 歳 11 ヶ月（図 5）

U&D ゴムは 3 ヶ月，Ⅱ級 U&D ゴムを 4 ヶ月使用

・治療開始 30 歳 3 ヶ月

した．患者は 15 ヶ月目に第二子を出産した．

・治療方針
治療目標は開咬合，上突咬合，著しい叢生歯列弓

上顎前歯は舌側に後退している．上顎大臼歯が圧

の改善．上下顎左右側第一小臼歯，上下顎左右側第

下しながら遠心移動している．下顎大臼歯は挺出せ

三大臼歯の抜歯が必要と判断．

ずにアップライトし，下顎前歯はすこし挺出してい

上顎左右側に SAS を埋入し上顎臼歯の遠心移動
と圧下の固定源として使用．
下顎下縁平面を反時計方向に回転させることを意
図した．
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・治療結果

る．結果として下顎下縁平面は反時計回りに回転し
ている．これらの変化により臼歯のⅡ級，過度の開
咬合と overjet が改善した．下顎の回転に伴いポゴ
ニオンは前上方に移動している．そのため軟組織も

パノラマＸ線写真と問診にて顎関節に吸収の既往

前方へ移動し側貌の改善に寄与している（図 10, 11,

が推測された．吸収の既往が推測されること，矯正

12）．保定中も overjet, overbite は維持している（図

治療に伴い顎関節の症状が出る可能性があることを

13）．
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図 1 第Ⅰの鍵

上下歯列弓の関係

図 2 第Ⅱの鍵

歯冠のアンギュレーション

A. 大臼歯と小臼歯の上下顎歯列弓間の関係
a. 辺縁隆線の咬合；b. 大臼歯の咬頭̶溝の関係；
c. 小臼歯の咬頭̶鼓形空隙の関係．
B. 大臼歯あるいは小臼歯における咬頭嵌合の近心側
観：d. 咬頭−窩の関係．
C. 咬頭嵌合の舌側観：e. 大臼歯の咬頭−窩の関係；
f. 小臼歯の咬頭−窩の関係．
D. 犬歯と前歯の上下顎歯列弓の関係．

図 3 第Ⅲの鍵

歯冠のインクリネーション

図 1 〜 4 L.F. Andrews 著

図 4 第Ⅳの鍵，ローテーション
第Ⅴの鍵，緊密な歯冠接触
第Ⅵの鍵，平坦なスピー湾曲

Straight wire the concept and appliance より引用改変

矯正治療のゴールとしての咬合に関する私見［星］
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図 5 症例 1
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初診時 29 歳 11 ヶ月

図 6 治療開始時

図 7 治療開始後 8 ヶ月

図 8 治療開始後 11 ヶ月

図 9 治療開始後 18 ヶ月

矯正治療のゴールとしての咬合に関する私見［星］
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図 10 動的治療終了時
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31 歳 11 ヶ月

図 11

図 12

治療前後の S-SN での重ね合わせ．
黒線は 29 歳 11 ヶ月，破線は 31 歳 11 ヶ月

治療前後の上下顎骨および軟組織の重ね合わせ．
黒線は 29 歳 11 ヶ月，破線は 31 歳 11 ヶ月

図 13 保定開始後 2 年 11 ヶ月
途中第三子を出産した際，上顎リテーナーを使用せず前歯部の配列に乱れが生じた．
Overbite, overjet は維持している．

矯正治療のゴールとしての咬合に関する私見［星］
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症例 2

下顎を意図して時計方向に回転させて治療

転，下顎下縁平面は時計回りに回転しⅢ級関係の改

した症例

善に寄与している．上下口唇は後退し顔貌の改善に

・初診時年令：35 歳 8 ヶ月（図 14）
・治療開始：35 歳 10 ヶ月

寄与している．（図 19，20，21）マルチブラケット
撤去後 18 ヶ月の保定中でも被蓋は維持している
（図 22）．

・治療方針
主訴は下突咬合の改善，患者は専業主婦で入院は
できないのでオペは希望せず，矯正単独での治療を
希望された．

・矯正治療の難易度
ここに提示した 2 症例は上下顎の前後的ズレが大
きい症例のため矯正治療の難易度は高いと考える．

治療目標は下突咬合，叢生歯列弓の改善．上顎左

症例 1 は上顎大臼歯の遠心移動が必須であったし，

右側第二小臼歯，下顎左右側第一小臼歯，下顎左右

症例 2 においても下顎第一大臼歯の歯冠は結果とし

側第二大臼歯の抜歯が必要と判断．

て遠心移動している．さらには 2 症例とも下顎骨の

Ⅲ級ゴムを使用し上顎大臼歯の近心移動と挺出を

回転を利用して不正咬合を改善している．症例 1 で

行う，同時に下顎前歯の後退，下顎大臼歯のアップ

は上顎大臼歯を圧下する事で下顎骨をオートロー

ライトの固定源とする．

テーションさせ，開咬合とⅡ級の臼歯関係の改善を

Ⅲ級ゴムにより咬合平面を反時計回りに，下顎下

行っている．ポゴニオンの前上方への移動は顔貌の

縁平面を時計回りに意図的に回転させ著しいⅢ級関

改善に寄与している．症例 2 では咬合平面を反時計

係を改善することとした．

回りに下顎下縁平面を時計回りに回転させ著しいⅢ
級関係を改善した．また，ポゴニオンの後下方への

・治療経過

移動は顔貌の改善に寄与している．これらの変化は

上下顎にマルチブラケットを装着（図 15）．3 ヶ

マルチブラケット装置による歯の移動だけによって

月後に下顎第三大臼歯にバンド装着．オーバーレイ

成し遂げられたものではない．症例 2 では顎間ゴム

（.016" × .022" TMA wire）にてレベリング開始．4 ヶ

の使用という患者の協力が，症例 1 では SAS の埋

月後上下顎 .016" round SS wire セット．下顎左側第

入と顎間ゴムの使用という患者の協力が不可欠で

二小臼歯と第三大臼歯間，下顎右側第一大臼歯と第

あった．

三大臼歯間にパワーチェーン装着．5 ヶ月後に下

患者の協力以外にも治療結果と治療期間に影響を

顎 .016" × .022" SS wire セットし，パワーチェーンを

及ぼす要因はある．患者の咬む力や，顎関節のコン

継続．7 ヶ月後からⅢ級ゴムを 24 時間の使用開始

ディション，患者が持つ習癖とその改善のし易さな

（図 16）．10 ヶ月後に下顎犬歯と第三大臼歯間にパ

ども影響を及ぼす．患者の協力は顎間ゴムの使用だ

ワーチェーン装着．20 ヶ月後に上顎 .018"×.025"

けでなく歯磨き，顎外固定装置の協力，また，来院

SS wire アイディアルアーチ，下顎に .017"×.025" SS

の頻度，キャンセルの有無等多岐にわたる．経験の

wire に V-loop を組み込んで装着（図 17）
．26 ヶ月

ある専門医は治療前のコンサルテーションを通じて

後に上顎第二大臼歯にバンドを装着し，バイパス

患者の協力度を予測し，習癖の改善を予測したうえ

セット．29 ヶ月後下顎 .017" × .025" SS アイディア

で改めて患者の希望を聞き治療目標を設定してい

ルアーチ装着（図 18）．U&D ゴム使用開始．治療

く．治療前の不正咬合の程度を表す指標は様々なも

期間 33 ヶ月にて動的治療終了．Ⅲ級ゴム 22 ヶ月，

1）
の が 提 唱 さ れ て い る．Discrepancy index（DI）
，

U&D ゴム 4 ヶ月使用．上顎ベッグタイプリテー

Dental Aesthetic index（DAI）3），Index of Treatment

ナー，下顎 3-3 fix で保定．

Need（IOTN）4）などがある．いずれも不正の状態を
数値として表現しているが治療の難易度は反映して

・治療結果
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いない．DI には anterior open bite や lateral open bite

上顎前歯は少し唇側に傾斜している．上顎大臼歯

の程度やセファロの情報も評価され，少しは治療の

は挺出しながら近心へ移動している．下顎前歯は挺

難易度が反映されていると考えるが患者の協力度や

出しながら舌側へ移動している．下顎大臼歯はアッ

機能，さらには習癖そして習癖の改善のしやすさな

プライトして，歯冠は数ミリ遠心へ移動している．

どは全く加味されていない．よってこれらを治療の

Ⅲ級ゴムの効果により咬合平面は反時計回りに回

難易度を表す指標として用いることは適切ではな
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図 14 症例 2

初診時 35 歳 8 ヶ月

矯正治療のゴールとしての咬合に関する私見［星］
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図 15 治療開始時

図 16 治療開始後 7 ヶ月

図 17 治療開始後 20 ヶ月

図 18 治療開始後 29 ヶ月
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図 19 動的治療終了時 38 歳 8 ヶ月

矯正治療のゴールとしての咬合に関する私見［星］
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図 20

治療前後の S-SN での重ね合わせ．
黒線は 35 歳 8 ヶ月，破線は 38 歳 8 ヶ月

図 21 治療前後の上下顎骨および軟組織の重ね合わせ．
黒線は 35 歳 8 ヶ月，破線は 38 歳 8 ヶ月

図 22 保定開始後 18 ヶ月
被蓋は維持している．下顎右側犬歯遠心にスペースが生じているが，患者さんは
今のところ再治療を希望していない．
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い．但し，患者の機能や協力度も加味した新たな指

しくお願い申し上げます．」と記述があった．上下歯

標を作ったとしても客観的に治療の難易度を表すこ

列のミッドラインは不一致．臼歯関係は左右側Ⅲ級，

とはできないと考えられる．それは，すべての物事

右側は著しいⅢ級で咬頭嵌合はなく，犬歯のガイドも

を網羅して数字に置き換えることはできないからで

ない．かろうじて overbite はプラスである（図 25）．

ある．数字で表せないものは厳然として存在する．

「大学卒業までに動的治療を終了して保定を開始して

臨床で扱う対象は人間という生ものである．すべて

ほしいとの希望により，平成○＋ 2 年 3 月 remove, RT

の事象を客観的に数字で表すことができるという呪

set しました．今後の保定についてご高診をよろしく

縛から自由になるべきである．経験のある専門医同

お願い申し上げます．」と依頼書に記載されている．

士であれば患者の資料を前にすればある程度，難易

参考のため治療継続依頼書の治療経過の項目も転載す

度についてコンセンサスが得られる．患者本人を目

る．

の前にすればさらに難易度に対する高度なコンセン

平 成 ○ 年 6 月： 治 療 方 針 決 定，non-ope の も と

サスが得られる．難易度を感じる能力は真摯な臨床

MEAW のワイヤーを用いて前歯部の開咬と下顎のシ

経験を通して獲得していくものと思われる．

フトを改善していく．
平成○年 9 月：上下マルチブラケット装置装着，レ

・私が治療目標を理解できない症例

ベリング開始
平成○＋ 1 年 1 月：マルチループワイヤー装着

・症例 3

平成○＋ 2 年 3 月：保定開始

初診時年令 19 歳 1 ヶ月，大学進学に伴う転居のた
めに，矯正治療の継続を A 歯科大学附属病院矯正歯

図 26 に保定中の顔面，口腔内写真を示す．初回の

科の助教より依頼された．上下顎にマルチブラケット

リテーナーチェック時には前歯部が開咬合となり矯正

装置が装着された状態で来院．臼歯関係は左側Ⅰ級，

治療前と変わらない状況となった．患者がその変化に

右側はややⅢ級気味，下顎の中切歯が 2 本欠損してい

対して不満を訴えたので資料を採取しコンサルテー

た．前医によれば，矯正治療開始時の主訴は上顎正中

ションを行った．初診時と同じ状態にリラプスしてい

離開，下顎に残存していた左右側乳中切歯を抜歯して

ること，私が治療を行うのであれば外科を併用する

マルチブラケットを装着したとのこと．臼歯がⅠ級で

か，小臼歯を 4 本抜歯して再治療を行い，その治療期

下顎の歯が上顎より 2 本少ない．いかにワイヤーにベ

間は外科併用で 1 年 6 ヶ月程度，矯正単独では 2 年

ンドをいれて上顎前歯を圧下したとしても臼歯関係が

6 ヶ月程度かかる，とお話しした．その後，数回コン

半咬頭以上Ⅲ級にならない限り中心咬合位で上下前歯

サルテーションを行ったが毎月の通院が困難であるこ

は接触せず，マルチブラケットを撤去すればいずれ歯

となどから再治療は断念された．その為，保定も終了

肉を咬むことは想像に難くない（図 24）．前医に確認

した．

したところ顎間ゴムを使えば適正な overjet まで持っ

この症例の問題点は多々ある．私の知識と経験から

て行けるとのことであった．当院で治療を行う際には

はこの症例は外科を併用せずに非抜歯で直せるとは思

上顎左右側第一小臼歯を抜歯するか．下顎前歯のス

わない．しかし，治療目標が少しでも overbite がつけ

ペースを確保し矯正治療後に 2 歯分の補綴を行うか，

ばよいというものであれば 1 年 9 ヶ月もかけずに治療

いずれかでないと上下顎前歯をきちんと咬ませる事が

は可能であるが，私自身はこの目標は取り得ない．百

できないと患者に伝えたところ当院での治療は希望さ

歩譲って，改善できると思っていたものが期間内に改

れなかった．

善できなかったのであれば，この旨を患者に説明し治
療の継続，さらにいえば治療方針の変更が必要であ

・症例 4
初診時年令 22 歳 11 ヶ月，新潟大学在職時の症例で

る．その説明を行った上で患者が治療の継続を希望せ
ず，そのまま装置を撤去してほしいと希望されたので

ある．大学卒業に伴う転居のため，B 大学歯学部附属

あればこの状態での保定への移行はあるかも知れな

病院矯正歯科より保定を依頼された．新潟大学初診の

い．但し，そのような説明はなかったとのことであっ

2 日前に前医にて上下マルチブラケット装置を撤去さ

た．

れたとのこと，前医からの治療継続依頼書には「動的

前医は二人とも，矯正臨床教育を行う現場に教育者

治療を終了しました．今後の保定につきご高診をよろ

として存在し，紹介という手段で治療の継続と保定と
矯正治療のゴールとしての咬合に関する私見［星］
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図 23 症例 3

44

当院初診時 18 歳 6 ヶ月
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図 24 症例 3

模型 Overjet

図 25 症例 4

新潟大学初診時

図 26 症例 4

保定中

いう責任の伴う行為を他人に託している．そしてその

がら，きちんと治すことが難しい症例が存在する事も

紹介状から判断して，その診断と仕上がりが容認でき

事実である．上下顎の前後的ズレが大きければ前歯の

るものと思っていると推察する．

歯軸は理想的な状態にはなり得ないなど，すべての症
例で満点の治療結果は得られない．また矯正治療を受

おわりに
最初に述べたように，1972 年当時から矯正治療の

ける患者は機械でなく生体であるため，保定中，保定
後にある程度の割合で再不正が生じることも事実であ
る．その際には再治療が必要となる．

ゴールとしての咬合のコンセンサスは存在し，現在ま

私は症例 1．2 の担当医となったが，違う選択をし

で引き継がれている．歯科矯正医はコンセンサスに

ていれば症例 3 の担当医となったかもしれない．ま

則った咬合が与えられるように診断し，装置撤去時に

た，時がたてば症例 4 の担当医になるかも知れない．

その咬合を一度は患者に与える義務がある．しかしな

臨床能力の向上について本田は以下の様に述べてい
矯正治療のゴールとしての咬合に関する私見［星］
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る5）．「個人の中での臨床の向上は無限のものではな
く，費やした努力に比例して結果がついてくる幸せな
時期は残念ながらそう永くは続きませんでした．それ
でも自らが辿り着いた地点から堕ちたくはないという
思いが自分を踏み止めさせています．上流に向かい，
流れに逆らって漕いでいるボートのように，気を抜け
ば下流へと押し流されてしまうことを私は畏れます」
最後は歯科矯正専門医の人間性が臨床の質を担保する
のは間違いないようである．山頂に押し上げたらまた
転がり落ちるとわかっている岩を何度も山頂に押し上
げるシシフォスのように臨床の質の向上を目指して
日々臨床を行っていきたい．
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