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Ⅰ．緒

（図 1）．

言

口腔内所見：Overjet：6.5mm，overbite：4.0mm，上

混合歯列期の症例において矯正治療を開始する時期

突咬合を呈していた．下顎切歯の萠出スペースが不足

に関しては，矯正医間でも意見のわかれるところであ

しており，右側側切歯が右側乳犬歯の舌側に萠出し，

る1）．発育期の矯正治療が個体の顎発育に影響を及ぼ

下顎歯列正中は右側へ偏位していた．臼歯咬合関係は

していることは疑う余地がなく

2 〜 4）

，積極的に顎発育

Angle Class II であった（図 1，図 5A）．

のコントロールを試みる方針を取る矯正医は多い．し

側方セファログラム所見：下顎骨体が短く，下顎が

かしながら，術者の意図するままに発育をコントロー

やや後方位にあり，上下顎骨の前後的位置関係にズレ

ルする方法は確立されておらず，混合歯列期の治療の

が認められた（ANB 8°）（図 1, 6）．

2 〜 13）

．私自身も混合歯

パノラマ X 線写真所見：下顎前歯部歯軸傾斜の乱

列期の多くの上突咬合症例に対して顎発育のコント

れ以外に特に異常な所見は認められなかった．上下顎

ロールを試みたが，意図するような結果を得られた症

左右側第三大臼歯の歯胚は確認できなかった（図 1）．

意義を疑問視する意見も多い

例は極めて少なかった ．そのような経験を通じて，
5）

混合歯列期に矯正治療を開始する症例は少なくなり，
永久歯列期において確実にコントロールする方針を取

２．初診時診断
面長な顔立ちで，下顎骨体が短いことなどから，上

ることが多くなった．
今回は，混合歯列期に来院し，永久歯列期まで経過

下顎骨の前後的位置関係のズレを下顎骨の前方発育を

観察を行った後に矯正治療を開始した症例を報告す

利用して改善できる症例には見えず，下顎歯列のス

る．

ペース不足が顕著であることからも永久歯列期におい
て抜歯を伴う矯正治療は避けられないと予測された．

Ⅱ．症

早期接触など早急に治療を要するような病的な咬合所

例

見もなかったことから，永久歯列期まで経過観察を行
う方針とした．

１．現症（初診時）
初診時年齢：7 歳 9 か月，女性．

３．現症（動的矯正治療開始時）

主訴：かみ合わせが悪い
初診時咬合分類：上突咬合，Angle Class II.

年齢：11 歳 1 か月．

顔貌所見：正貌はほぼ左右対称，側貌において下顎

咬合分類：上突咬合，Angle Class II

の後退感があり，閉唇時に口腔周囲筋の緊張を認めた

顔貌所見：初診時所見と大差はなく，正貌はほぼ左

経過観察後に治療を行った混合歯列期上突咬合症例［深町］
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図 1 初診時：7 歳 9 か月
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図 2 動的矯正治療開始時：11 歳 1 か月
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図 3 動的矯正治療終了時：13 歳 5 か月
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図 4 保定治療終了時：16 歳 1 か月
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A. 初診時：7 歳 9 か月

B. 動的矯正治療開始時：11 歳 1 か月

C. 動的矯正治療終了時：13 歳 5 か月

D. 保定治療終了時：16 歳 1 か月
図5
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模型写真

Superimposition on Sella-Nasion at Sella

7 歳 9 か月
11 歳 1 か月
13 歳 5 か月
16 歳 1 か月

Superimposition at ANS parallel to
palatal plane for maxillary changes

Superimposition at Menton parallel to
mandibular plane for mandibular changes

計測項目 初診時 治療前 治療後 保定後
SNA
80.0°
80.0°
79.0°
79.0°
SNB
72.0°
72.0°
71.0°
71.5°
ANB
8.0°
8.0°
8.0°
7.5°
FMA
27.0°
24.0°
31.0°
28.0°
IMPA
93.0°
99.0°
98.0° 105.0°
FMIA
60.0°
57.0°
51.0°
47.0°
U1-SN
96.0° 105.0° 91.0°
99.0°
OP
11.0°
10.0°
13.0°
13.0°
I.I.
132.0° 120.0° 138.0° 118.0°
Overjet
6.5mm 7.0mm 2.0mm 3.5mm
Overbite
4.0mm 3.5mm 2.0mm 3.0mm

Superimposition at nose tip parallel to
FH plane for soft tissue profile changes
図 6 セファロ重ね合わせ
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右対称，側貌において下顎の後退感があり，閉唇時に
口腔周囲筋の緊張を認めた（図 2）．

Class II ゴム：左右側 8 か月間，右側のみ：2 か月
間，Up & down

ゴム：8 か月間．

口腔内所見：Overjet：7.0mm，overbite：3.5mm，上
突咬合，臼歯咬合関係 Angle Class II．下顎歯列に叢生
を認めた（図 2，図 5B）．
側方セファログラム所見：上下顎骨の前後的位置関
係のズレは初診時と変化なかった（ANB 8°）．重ね合
わせにおいて，上下顎ともに前下方への成長が認めら
れた（図 2, 6）．
パノラマ X 線写真所見：上下顎ともに第二大臼歯
が萠出途上にあった．下顎左右側第三大臼歯の歯胚が
確認できた（図 2）．

６．治療結果
動的矯正治療期間：2 年 2 か月

動的治療終了時年

齢：13 歳 5 か月
顔貌所見：閉唇時の口腔周囲筋の緊張が緩和し，特
にオトガイ部から下唇にかけての緊張感が減少した
（図 3）．
口腔内所見：overjet：2.0mm，overbite：2.0mm．ほ
ぼ緊密な咬合状態を獲得した（図 3，図 5C）
．CO と
CR は一致し，anterior guidance も確立された．

４．治療方針
3 年 5 か月の経過観察期間中に下顎骨の前下方への

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．上下顎前歯は十
分に後退した（図 6）．

発育が見られたが，上顎骨も前下方へと発育しており

パノラマ X 線写真所見：上下顎ともに歯根の平行

上下顎骨の前後的なズレは変化なかった．今後の発育

性に大きな問題は無い．歯槽骨の状態，下顎頭の形態

においても下顎骨自体の発育は期待できるものの上顎

も初診時から目立った変化は無い．上顎左側第三大臼

骨の下方への発育も予測されたことから，顎発育を利

歯の歯胚が確認できた（図 3）．

用して上下歯列対向関係の近遠心的ズレを解消するこ
とは難しいと考えた．さらに，下顎歯列に叢生を認
め，閉唇時の口腔周囲筋の緊張も顕著であることか
ら，抜歯スペースを利用して上顎前歯の後退を図りな
がら歯列・咬合を整える必要があると判断した．抜歯
部位としては，上下顎左右側第一小臼歯を選択した．
５．治療経過の要約と特記事項
1）要

約

通法通り .018 × .025 standard edgewise 装置を装着し，
上下顎 .012 round wire にてレベリングを開始した．治

７．保定治療終了時の所見
保定期間：2 年 8 か月．保定終了時年齢：16 歳 1 か
月．
顔面所見：動的矯正治療終了時よりも鼻が高くなっ
た．その他，目立った変化はない．
口腔内所見：overjet：3.5mm，overbite：3.0mm．前
歯部 overjet が増え，臼歯部咬合はやや II 級傾向となっ
た（図 4）．
側 方 セ フ ァ ロ グ ラ ム 所 見： 動 的 矯 正 治 療 に よ り

療開始の翌月から上顎犬歯の遠心移動を開始し，治療

counter clockwise rotation が認められた下顎は保定期間

開始 2 か月時に上顎を .016 ラウンドワイヤー，3 か月

中に前方へ発育した．動的治療終了時よりも上下顎の

時に下顎を .016 ラウンドワイヤーとした．治療開始 4

臼歯はやや近心傾斜し，前歯は唇側傾斜していた（図

か月時から 2 か月間右側のみの II 級ゴム使用を指示

6）．

し，治療開始 5 か月時には下顎犬歯の遠心移動を開始

パノラマ X 線写真所見：上顎左側第三大臼歯およ

した．治療開始 8 か月時点で上下顎に vertical loop を

び下顎左右側第三大臼歯の歯胚の成長が認められた．

組 み 込 ん だ rectangular wire（ 上 顎：.018×.025 ， 下

その他，歯根，歯槽骨，下顎頭などの硬組織所見に異

顎：.017 × .025）を装着し，左右側 II 級ゴムの使用を

常は認められなかった（図 4）．

指示した．治療開始後 1 年 5 か月で下顎第二大臼歯に
バンド装着，その二か月後に上顎第二大臼歯にバンド
を 装 着 し た．Ideal arch wire の 装 着 は， 上 顎（.018
× .025），下顎（.017 × .025）とも治療開始 1 年 9 か月
時点であった．
顎間ゴムの種類と使用期間は以下の通り．
8
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８．保定終了後の所見
保定終了から半年後に下顎左側側切歯の舌側転位を
主訴に来院した（図 7）．
可撤式のプレートを 4 か月間使用した時点で歯列の
状態は改善した．その後保定装置として夜のみの使用

を指示した．

就職し来院が途絶えた．

再治療開始後 3 年強は半年ごとに来院していたが，

2011 年 3 月 11 日

2011 年 3 月 30 日 可撤式のプレート装着
図7

Ⅲ．考

2011 年 8 月 6 日

保定終了後半年における下顎左側側切歯の変化と対応

に急速に展開している治療に関する医療テクノロジー

察

アセスメントのプロジェクトであるコクラン共同計画
において採用されている矯正治療に関わるシステマ

１．混合歯列期症例の治療開始時期について

ティックレビューには，上顎前突，下顎前突，前歯部

矯正治療は，顎口腔領域の構造と機能に影響を与え

開咬合，過蓋咬合，臼歯部交叉咬合の早期治療の有効

る外部環境因子の一つとして成長発育に関与している

性を検証したものがあるが，いずれも「永久歯列期の

ことは疑う余地がない．しかしながら，発育期におけ

治療終了時点では，早期治療の効果は確認できない，

る矯正治療中の構造変化は，矯正治療による影響と矯

あるいはそのような研究が無いので検証できない．」

正治療を行なわなくても生じたであろう発育が組み合

との結論である7 〜 11）．さらに Proffit は，通常の II 級

わさった変化であることや，矯正力を解除した後に補

症例において，二段階治療と一段階治療では治療成績

償するような発育が生じる事など，複雑な要素が多

にほとんど差がないというデータがあり，早期治療を

く，客観的な把握が難しい．そのため，その理解形式

正当化するのは難しいとする報告は多いと述べてい

は矯正医の感性に委ねられているのが現状で，混合歯

る12, 14）．

列期の治療開始時期は矯正医により異なる．

当院において混合歯列期に治療を開始する症例とし

与五沢は，早期治療については，その頻度や取り組

ては，早期接触が認められ，歯周組織や顎関節への悪

みの姿勢によって積極派と消極派に分ける事ができ，

影響が懸念される症例や，早期治療により現状を改善

自らは後者であるとしている．また，早期治療に消極

しておくことで永久歯列期での治療が不要となる可能

的立場のものは，長年の矯正治療経験を持ち，その経

性が高い症例があげられる．それらの症例について

過を長きにわたって追跡した経験を持っている場合が

は，将来の予測を説明し納得を得た上で治療を開始す

多く，早期治療の効果を否定するものではなく，肯定

ることになる．その割合について 1999 年〜 2003 年に

的ではあるもののその限界を知った結果からくるもの

当院を受診した症例について統計調査した．来院した

であるとしている．すなわち，生体の思うに任せない

混合歯列期症例総数は 107 例で，そのうち 105 例が資

部分を矯正治療の限界として体験しているからで，同

料採取・診断を行い，105 例中 56 例が第一期治療を

時にそのような症例に対して永久歯列期において具体

開始し，経過観察症例は 49 例であった．第一期治療

的に対処できる技術や知識を持っている事も早期治療

後に未来院となった 18 例と経過観察中に未来院と

に消極的な理由として手伝っている，と述べている ．

なった 24 例を除き，最終資料採取まで管理できた 63

また大野は，早期矯正治療の意義を把握するために

例の治療転帰を図 8 に示した．当院においては，約 5

は，個々の患者を成長発育が終了するまで丁寧に見届

割が第一期治療を開始し，そのうちの約 1 割が第一期

けることを繰り返し，経験的な事実を積み重ね，そこ

治療のみで良好な治療結果を得ていた．

3）

から学ぶ以外に方法はない，と述べている6）．世界的
経過観察後に治療を行った混合歯列期上突咬合症例［深町］
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経過観察のみ

1%

2 期治療のみ
48%

1 期治療のみ
11%

1 期＆2 期
治療

40%

図8

混合歯列期症例 の治療転帰（1999 〜 2003 年初診来院症例）

２．本症例の治療開始時期について

保定終了後の下顎前歯部の再不整については，これ
までも多くの報告がある15 〜 18）．私自身は，2 年半程

混合歯列期の上突咬合症例において，早期に治療開

度を保定期間としているが，保定終了時に再不整が生

始を行う理由の一つに上顎切歯の外傷リスクの軽減が

じる可能性を話し，再不整への不安が強い患者には，

挙げられるが，本症例においては，前歯部 overjet が

下顎犬歯間のワイヤー固定を除去して可撤式の保定装

大きかったものの上顎中切歯の歯軸傾斜は標準的であ

置に変更することがある．その際には，就寝前に確認

り外傷のリスクは低いと思われた．また，上下顎の前

のために装着し，スムースに入るようならそのまま使

後的位置のズレが大きかったが，これまでの成長発育

わずに就寝することを勧めている．

において特に歪んだ発育をしてきたという明らかな兆
候が認められず，遺伝的な要素が大きく関与している
症例と推測され，今後の発育を利用することで顎の前

Ⅳ．まとめ

後的ズレを解消できるタイプとは思われなかった．さ

前歯部 overjet が 6.5mm の混合歯列期上突咬合症例

らに顎と歯の大きさの不調和も認められたことから，

の治験例を報告した．本症例においては，上顎切歯の

将来的に抜歯を伴う矯正治療を避けることはできない

傾斜角度は標準的で外傷リスクが少ないと思われたこ

と考えられた．また早期接触などの咬合異常所見も認

と，下顎骨の前方発育を利用して咬合改善できるタイ

められなかったことから，永久歯列期における一度の

プとは思われなかったこと，顎と歯の大きさの不調和

矯正治療で対処する方針を選択した．

が認められたこと，閉唇時に口腔周囲筋の緊張が認め
られたことなどから，永久歯列期における抜歯を伴う

３．治療結果について
動的矯正治療期間は 2 年 2 か月と標準的で，治療結
果も良好と思われた．保定期間中に，下顎骨は前方発
育したが，これは矯正治療の影響で下顎の発育方向が
本来発育したい方向よりも後方へと強いられていた状
態を補償するような変化が生じたのではないかと考え
ている．上下歯列の対向関係はやや後戻り傾向を示
し，前歯部 overjet が 1.5mm 増加し，臼歯咬合関係も
II 級傾向となったが，中心咬合位は安定しており，
anterior guidance も問題ない状態であった．
10
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矯正治療を避けることはできないと判断し，3 年 5 か
月間経過観察を行った後に上下顎第一小臼歯 4 本を抜
歯して矯正治療を行った．動的治療期間は 2 年 2 か
月，治療結果も良好と思われた．
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早期治療を行なった上突咬合の一治験例
A case of early treatment of protruding upper bite occlusion

和島

武毅

愛媛県 新居浜市

WAJIMA Takehiko

歯ならび矯正歯科医院

キーワード：上突咬合，小臼歯非抜歯，口腔周囲筋，早期治療，成長

Ⅰ．緒

言

下顎における水平的なズレは認められなかった（図
1）．脳頭蓋に対して下顎骨の付着位置は比較的に前方

上突咬合の治療に対しては小臼歯抜歯を行い，上顎

にあり，ナジオンーセラとセラーバジオンが閉じてい

前歯部の積極的な舌側移動を行うことが一般的である

る形態を示す．また下顎骨自体の形態において，下顎

が，成長期の患者において，オーバージェットが口唇

枝が全体のバランスの中で短いものの，比較的しっか

の突出や閉唇時の緊張を惹起していない場合には，小

りした形態であると判断した．

臼歯抜歯を回避して，成長発育を治療に取り込み，
オーバージェットやⅡ級関係の改善を図る場合があ

パノラマ X 線写真所見：上下左右側とも正常歯数
および，上下顎左右側とも第三大臼歯が認められた
（図 1）．

る．
今回，上突咬合に対して，早期治療としてヘッドギ
アを用い，第二大臼歯萌出前に大臼歯関係改善を行
い，その後マルチブラケット装置を用いて小臼歯非抜
歯にて治療を行った症例を報告する．

２．診

断

アングル分類Ⅱ級，上突咬合，上突歯列，下後退歯
列，叢生歯列弓と診断した．

Ⅱ．症

例
３．治療方針

１．現

症

初診時年齢：11 歳 8 か月，性別：男性

脳頭蓋に対して，下顎頭は前方に付着しており，上
下顎の前後的，垂直的な位置関係も問題なく，下顎骨

主訴：上顎前歯の突出感

体部もしっかりした形態をしていることから，I 期治

既往歴および家族歴：特記事項はない．

療としてヘッドギアを使用して主として上顎骨の前方

顔貌および口腔内写真所見：上顎前歯の突出があり

成長抑制と下顎骨の前方成長期を期待して，大臼歯関

下顎のスピーカーブが強くオーバージェットは 8.5mm

係の改善を試みる．II 期治療として上下顎小臼歯非抜

で，犬歯関係は左右側ともⅡ級，大臼歯関係は左右側

歯にて上下顎にマルチブラケットのエッジワイズ装置

ともⅡ級傾向である．口腔周囲の軟組織では，口もと

を用い，スピーカーブの除去と可及的に成長を利用

の後退感があり，口唇閉鎖時に口腔周囲筋に若干の緊

し，上下顎顎関係および咬合の改善を行うこととし

張が認められた（図 1）．

た．治療方針と異なる個体の成長が得られない場合

側面頭部 X 線規格写真所見：セファロにおいて，
SNA 78.0°，SNB 75.5°，ANB 2.5°，FMA 28.0°，IMPA
83.0°，下顎前歯が舌側傾斜しており，骨格系には上
12
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は，上顎第一小臼歯の片顎抜歯による第一大臼歯関係
アングルⅡ級仕上げなどで対応することとする．

SNA
SNA
ANB
FMA
IMPA
II
U1SN

78.0°
75.5°
2.5°
28.0°
83.0°
138.0°
103.0°

図 1 初診時：11 歳 8 か月

早期治療を行なった上突咬合の一治験例［和島］

13

図 2 Ⅰ期治療終了時：12 歳 6 か月
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４．治療経過

1) 第 I 期治療
I 期治療として上顎第一大臼歯にバンドを装着し，

被蓋が獲得された（図 8）．
パノラマレントゲン写真所見において，上下顎の歯
根はほぼパラレリングされているが，上顎左右側とも
第三大臼歯歯胚の存在が認められた（図 8）．

ヘッドギアを使用し，上下顎大臼歯関係の前後的改善
を行った．上下顎第一大臼歯の前後的な改善が行われ
たところで I 期治療を終了した．治療期間は 8 か月

６．治療結果（保定治療終了時所見）

で，使用時間は 1 日 8 から 10 時間であった．（図 2）．

保定装置は，上下顎ともベッグタイプのリテーナー

その後，1 年 2 か月後に上下大臼歯関係に留意しな

を使用した．保定終了時年齢は 17 歳 2 か月で，保定

がら上下左右第二大臼歯の萌出を待って，Ⅱ期治療を

期間は 24 か月であった．口腔内および顔貌所見に大

開始した．

きな変化は認められず，良好な状態を維持している
が，上顎左右側とも第三大臼歯が残存している（図

2) 第Ⅱ期治療

9）．

Ⅱ期治療開始時の顔貌および口腔内所見を示す（図
3）．顔貌および口腔内所見では初診時に比較し口唇閉
鎖時にオトガイ部の緊張が軽減されていた．第一大臼

Ⅲ.考

察

歯関係は左右側ともアングルⅠ級傾向であるが萌出し

上突咬合いわゆる上顎前突の患者に対してオーバー

た犬歯はⅡ級を呈し，オーバージェットは 6.0mm と

ジェットあるいは犬歯・大臼歯関係の改善には小臼歯

上顎前歯部の若干の唇側傾斜が認められた（図 3）．

抜歯を適用することが多い．特に閉唇時における上下

Ⅱ期治療として上下顎にマルチブラケットの .018"

口唇の突出感や口腔周囲筋の緊張を改善するために

× .025" のスタンダードエッジワイズ装置を装着し

は，有効な方法であることは，歯科矯正専門医であれ

た．上顎大臼歯近心移動を防止する .014" ニッケルチ

ば周知のことであろう．しかしながら，今回提示した

タンワイヤーにオフセットを組み込みレベリングし，

症例は，口腔周囲筋が非常に引き締まった感があり，

下顎は 014" ニッケルチタンワイヤーにてレベリング

口腔周囲筋の改善が不要であることから，まずは非抜

を行なった（図 4）．レベリング終了後，上顎は .016"

歯治療を選択した．本症例において，上下顎第一大臼

オーストラリアンワイヤーにベンドインループを付与

歯関係をアングルⅡ級からアングルⅠ級へと改善する

したストップループを組み込み大臼歯の近心移動を防

ためには上顎大臼歯の遠心移動あるいは下顎大臼歯の

止しつつパワーチェーンにて上顎前歯部のスペースク

近心移動が考えられる．しかしながら，上顎大臼歯の

ローズを行った．下顎は 016" オーストラリアンワイ

遠心移動は上顎の第二大臼歯の萌出スペースの確保あ

ヤーにてスピーカーブのレベリングを行なった．ま

るいは上顎第三大臼歯の萌出による将来的な咬合への

た，上下顎の前後的関係の改善を目的としてⅡ級エラ

影響を考慮するとその量には限界がある．そこで，成

スティックを使用した（図 5）．スペースクローズ後，

長発育を治療に取り込み臼歯関係の改善を図ることと

上顎は .018" × .025"，下顎は .017"×.025"SS ワイヤー

した．

にマルチループを組み込んだアイデアルアーチにて

頭蓋底の成長は，軟骨結合における成長，縫合部の

ディテーリングを行った（図 6，7）．ディテーリング

骨添加，頭蓋底内外面におけるリモデリングの 3 つの

時に前歯部の up & down ゴムを 12 か月間使用した．

要素により発育が生ずる1）．上顎骨を含む鼻上顎複合
体は，縫合性骨添加とともに前頭蓋底の前方成長と連

５．治療結果（Ⅱ期動的治療終了時所見）

携して前下方へと位置を変える．鼻上顎複合体は，12
歳頃まで成長が完了すると言われている．一方，下顎

Ⅱ期動的治療終了時年齢は 15 歳 2 か月で，動的治

頭は後頭蓋底を形成する側頭骨の関節窩に付着してい

療期間は 16 か月であった．患者の主訴であった上顎

るため，後頭蓋底軟骨性骨添加によりその位置は後方

前歯部の突出感は改善され，口腔周囲筋の緊張も改善

へと転位する．蝶後頭軟骨結合は後頭蓋底に位置し，

された．正中も一致し，犬歯，大臼歯関係はアングル

女子では 12 から 13 歳頃，男子では 14 から 15 歳頃に

Ⅰ級で緊密な咬合関係が得られた．オーバージェット

化骨が始まり 20 歳頃までに化骨が完了し，後頭蓋底

2.0mm，オーバーバイト 2.0mm で，良好な前歯部の

の後方への主導的な役割を果たしている．したがっ
早期治療を行なった上突咬合の一治験例［和島］
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図 3 Ⅱ期治療開始時：13 歳 8 か月
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図 4 Ⅱ期治療経過口腔内写真
APP set
2012 年 10 月 05 日

図 5 Ⅱ期治療経過口腔内写真
Upper 016 ss IA set
2012 年 12 月 27 日

早期治療を行なった上突咬合の一治験例［和島］
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図 6 Ⅱ期治療経過口腔内写真
Lower
017 × 025 ss MEAW set
2013 年 02 月 27 日

図 7 Ⅱ期治療経過口腔内写真
Upwwper
018 × 025 ss MEAW set
2013 年 03 月 29 日
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図 8 Ⅱ期治療終了時：15 歳 2 か月

早期治療を行なった上突咬合の一治験例［和島］
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図 9 保定治療終了時：17 歳 2 か月
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Superimposition on Sella-Nasion at Sella

初診時
Ⅰ期治療終了時
Ⅱ期治療開始時

'10-08-11 11Y8M
'11-05-25 12Y6M
'12-08-08 13Y8M

図 10 Ⅰ期治療重ね合せ

Superimposition at nose tip parallel to
R-Or plane for soft tissue profile change

Superimposition at ANS parallel to
palatal plane for maxillary change

Superimposition at Menton parallel to
mandibular plane for mandibular change

図 11 Ⅰ期治療重ね合せ
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Superimposition on Sella-Nasion at Sella

Ⅱ期治療開始時
治療終了時
保定終了時

'12-08-08
'14-02-28
'16-02-03

13Y8M
15Y2M
17Y2M

図 12 Ⅱ期治療重ね合せ

て，もともと下顎頭が後方に位置し，ナジオンーセラ

いて可及的にまず形態を理解し，その上で患者に最も

とセラーバジオンが開いた症例と比較し，本症例のよ

有効な時期に介入する治療方針の立案が重要ある．

うに下顎頭が前方に位置しナジオンーセラとセラーバ
ジオンが閉じている症例においては第二次成長期の下
顎骨の成長が前方への成長が期待される．また下顎枝

Ⅳ . まとめ

がやや短いものの，下顎骨自体の形態には問題ないと

上突咬合のうち，口もとが引き締まった感があり，

判断した．故に，本症例においては，第一大臼歯のア

口腔周囲筋の改善が不要は症例は非抜歯治療という選

ングルⅠ級化による小臼歯非抜歯でⅡ期治療を行うた

択肢が考えられる．特に成長期におけるそのような症

めに早期治療が効果的と判断した．今回，ヘッドギア

例においては，治療に成長発育を取り込むことが可能

の使用によって，上下顎大臼歯関係がアングルⅠ級へ

であるが，その場合は個体の持つ本来の成長発育パ

改善されたが，その変化は主に，上顎大臼歯の遠心傾

ターンと人為的な矯正力を加えた際の反応を予測する

斜と下顎骨の前方成長であり，上顎骨の下方への成長

ことが重要といえる．その見極めは極めて困難であ

から，骨格的な改善は予想より少ない結果となった

り，臨床経験の蓄積から導きだされるものである．今

（図 2，10，11）
．しかしながら，下顎骨の第二次成長

回早期の第一期治療を含めた，非抜歯治療が奏功した

期における十分な下顎骨の成長を治療に取り込むこと

が，この成果は適切な治療時期の選択だけではなく，

によって，上顎小臼歯抜歯により，適切な咬合の完全

生体の形態から得られる情報を十分把握することによ

を行うことができた（図 12）．

る．したがって，その個体についてまず形態を理解

早期治療を行う場合は，歯列の改善のみに終始する
ことなく骨格性の不正，軟組織の評価，機能障害及び

し，その上で患者に最も有効な時期に介入する治療方
針の立案が重要ある．

成長発育を含めた診査，診断および治療計画の立案

2）

が重要であるが，頭蓋底の成長発育には性差や成長

稿を終えるに臨み，歯ならび矯正歯科医院歯科衛生

量，成長停止年齢に個体差があるため，その個体につ

士鈴木瞳氏，歯科技工士桑原雄太氏，山内由貴子氏，
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徳永諒一氏には資料の採得，整理および作成に多大な
る協力を頂きましたことに心より感謝致します．

参考文献
1）Enlow, D.H.：Handbook of Facial Growth, WB Saunders Co.,
Philadelphia, 1975.
2）McNamara, J.A.：Orthodontic and Orthopedic Treatment in the
Mixed Dentition. Needham Press, 1993.

早期治療を行なった上突咬合の一治験例［和島］

23

成長期における上突咬合の一治験例
A case report of a growing patient with protruding upper bite

有松

稔晃

ARIMATSU Toshiaki

福岡県 北九州市

ありまつ矯正歯科医院

キーワード：上突咬合，成長期，上下口唇の突出と緊張，抜歯治療

Ⅰ．緒

言

顎骨の形態自体が，下顎枝の大きさは十分であるのに
対し，骨体部がやや大きさに欠けることから，ズレを

初診時年齢 12 歳 11 か月の男性であり，前歯が出て

解消できない．また上下前歯部の唇側傾斜が生じてい

いる，口が開いている，を主訴として来院した．閉唇

る．左右大臼歯咬合関係のズレは，上顎大臼歯の前後

時において，上下口唇の突出と緊張が認められ，臼歯

的位置のズレによる．

関係は左右側 Angle Ⅱ級であった．成長発育期という
ことで，非抜歯治療と抜歯治療に関して検討を行い，
患者と保護者に説明の上，抜歯治療を選択した症例を

パノラマ X 線写真所見：上下顎左右側第二，第三
大臼歯歯胚確認．
また，う蝕は認められない．

今回報告する．
特記事項：舌突出癖．左右で頬杖をつく．他に全身
Ⅱ．症

例

１. 初診時の状態（図１）
初診時年齢：12 歳 11 か月，男性．

状態に問題はなく，鼻閉も認められなかった．
２. 治療方針
本症例は，脳頭蓋に対して，上顎骨の前方位と下顎

主訴：前歯が出ている．口が開いている．

骨の後方位を呈しており，上下顎骨に前後的なズレを

治療開始時年齢：13 才 1 か月 .

生じている．また上下前歯部ともに，大きく唇側に前

診断：上突咬合，過蓋咬合，上突顎，下後退顎，両

傾しており，特に上顎前歯部の切端は口腔内から飛び

突歯列 ．
1）

出している．普段から口が開いているという点が主訴

顔貌所見：閉唇時において，上下口唇の突出と緊張

の一つであったが，特に鼻閉の症状は認められないこ

が認められる．また正貌においてオトガイ部はわずか

とから，この上顎前歯部の前突が口唇の閉鎖を困難に

に右側に偏位している．

していると推察した．次に顎関係の前後的なズレに対

口腔内所見：overjet 8mm，overbite 5mm．上突咬合

しては，現在の年齢と男性であることを考えると，今

かつ過蓋咬合を呈する．上顎前歯部，特に左右中切歯

後に成長発育の余地は残されている．上顎骨の前方成

の唇側傾斜が認められる．また，下顎歯列において

長抑制による相対的な下顎骨の前方成長を期待して，

は，前歯部の正中離開と curve of Spee が生じている．

夜間のみのヘッドギア使用がある程度効果的と思われ

上下顎歯列の正中は一致しているが，臼歯関係は左右

る．しかしながら，ヘッドギアの長期使用によって，

側 Angle Ⅱ級であり，その程度は左側にて顕著．

上顎骨に第一大臼歯を介して後方に力を作用させる

側方 X 線規格写真所見：骨格的に脳頭蓋に対して，

と，上顎骨の前部が下方回転するように働き，上顎歯

上顎骨の前方位と，下顎骨の後方位が認められる．下

列を介して下顎骨を時計方向に回転させる，いわゆる
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図 1 初診時（初診時年齢：12 歳 11 か月）
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図 2 動的矯正治療終了時（動的矯正治療終了時年齢：15 歳 5 か月）
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図 3 上顎保定治療終了時（上顎保定治療終了時年齢：17 歳 7 か月）

成長期における上突咬合の一治験例［有松］
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図 4 セファロ重ね合わせ
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2）
「つまずき現象」
が生じやすいことから，顎関係の改

善に繋がらない場合もある．また，脳頭蓋に対して，

４．治療結果（図 2, 4）

関節窩の位置が相対的に後方に位置している本症例に

動的矯正治療期間：2 年 6 ヵ月．

おいては，成長発育に伴い関節窩の位置も後方へ移動

動的矯正治療終了時年齢：15 歳 5 か月

する可能性があり3），下顎骨の成長発育量が全て前方

顔貌所見 : 治療後に，E- Line に対して後方位をとる

成長に結びつかない場合がある．そのために，下顎骨

ことはなかったが，上下口唇の位置は後退し，閉唇時

の前方成長は期待できるものの，骨格的なズレの改善

における口唇の緊張も解消した．なお母親によると日

による臼歯関係のⅠ級化は困難と予測した．また顎関

常生活において口が開いていることは，ほとんど認め

係がある程度改善されても，非抜歯治療を選択した場

られなくなったとのこと．

合，前歯の前突感と口唇閉鎖の状態がどこまで改善さ
れるか不明である．

口腔内所見：overjet2.0mm, overbite2.0mm，大臼歯関
係は左右ともに Angle Ⅰ級が獲得され，緊密な咬合が

日本人の調和のとれた側貌に関しては側貌シルエッ

得られた．また，機能的には前方運動時における切歯

トを利用して多くの報告がなされているが，程度の差

誘導と側方運動滑走時における犬歯誘導を賦与した．

はあれ，いずれも鼻の先端とオトガイ部の突出した部

頭部 X 線規格写真所見：成長発育に伴い上下顎と

分を結んだ Esthetic Line（E- Line）より後方が好まれる

もに前下方の成長発育が認められたが，関節窩の位置

傾向がある4-7）．抜歯治療においては，上下前歯部の

も後方に移動したことから，下顎骨自体の成長量が全

舌側移動に伴い口唇の後退が生じ，閉唇時における緊

て前方成長に結びつくことはなかった．また，上下前

張が緩和される．加えて，成長期において，積極的に

歯部ともに舌側移動が認められ，特に下顎前歯部の舌

下顎前歯部の舌側移動を行うことで，歯槽骨部分の基

側移動により，歯槽骨部分の基底骨に対するドリフトを

底骨に対するドリフトが生じ，オトガイ部を大きくす

生じさせたことで，オトガイ部の増大が認められた．

ることができる2）．治療後の上下口唇の状態，位置を

口腔内 X 線写真所見：上下顎歯列において，歯根

正確に予測することは困難であるが，抜歯治療を行う

の平行性に大きな問題は認められない．

ことで，少なくとも好まれる方向へと確実に変化す
る．
そこで，非抜歯治療と抜歯治療に関して上記の説明

４．保定治療結果（図 3, 4）

を行い，患者と保護者との話し合いの結果，上下顎左

動的治療終了後，直ちに上顎には circumferential type,

右第一小臼歯の抜歯を行い，その抜歯部位を利用して

下顎3-3fix typeによるリテーナーを用いて保定に入った．

上下前歯部を可及的に舌側に移動させ，かつ咬合の確

上顎リテーナーは保定治療開始から 25 か月後（17

立をおこなう方法を選択した．

歳 7 か月）に使用を終了．下顎 3-3fix type リテーナー
については，治療後の変化の可能性8）を説明し，継続

３．治療経過
小臼歯抜歯後 .018" × .025" サイズのスタンダードブ
ラケットを装着し .012" ラウンドワイヤによりレベリ
ングを開始した . その後，.014" から .016" までサイズ

して装着中．
顔貌所見：鼻部とオトガイ部の前方成長により，相
対的に上下口唇の位置が後退した．
口腔内所見：わずかに overjet と overbite が増加した
が，咬合に変化は認められない．

を上げた．その間パワーチェインによる上下顎犬歯の

頭部 X 線規格写真所見 : 動的矯正治療終了時（15

遠心移動を開始した．またレベリングにおける左右側

歳 5 か月）から上顎保定装置終了時（17 歳 7 か月）

切歯の唇側傾斜を防ぐために，治療開始からⅡ級ゴム

までに，成長発育が認められ，上顎骨の下方成長と，

使用を指示した．

下顎骨の前下方成長が認められた．また，上顎前歯部

治療開始 12 か月の時点で，上下顎に vertical loop を
組み込んだ rectangular wire（上下顎：.017×.025）を装
着した．またその際，3 か月Ⅲ級ゴムを使用した．治

の唇側傾斜，下顎前歯部の挺出が認められた．
口腔内 X 線写真所見：上下左右第三大臼歯歯胚の
成長が認められた．

療開始から，22 か月後に Ideal arch wire（上下顎 .018
× .025）を装着し，up&down ゴム使用を指示して仕
上げを行った．
成長期における上突咬合の一治験例［有松］
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Ⅲ．考

察

今回成長期における上突咬合者に対して，上下左右

JSO が作成し，Minds に掲載されている診療ガイドラ
インでは，『上顎前歯が前突した小児（7 歳から 11
歳）に対する早期矯正治療は有効か？』というクリニ

第一小臼歯抜歯を用いて，閉唇時における上下口唇状

カルクエスチョンに対して『上顎前歯が前突した小児

態と咬合の改善をおこない，良好な結果を得た．治療

（7 歳から 11 歳）に対し，早期矯正治療を行わないこ

に先立ち，成長発育を利用した非抜歯治療と，小臼歯

とを強く推奨する．』9）と述べられているが，患者とそ

抜歯治療に関して検討を加え，患者と保護者に説明し

の保護者が将来の抜歯治療を受け入れた場合は，早期

た．その際に，非抜歯治療と抜歯治療では治療後の状

治療は不要になることが多い．いずれにせよ，患者と

態が異なることをまず理解していだだき，主訴であ

その保護者に対しては，十分な情報提供を行った上で

る，「前歯が出ている」，「口が開いている」状態を，

治療を行うべきであろう．

高い予知性をもって，より良き状態に改善するために
は，上下左右第一小臼歯抜歯による治療が望ましいこ
とを説明したところ，同意を得て治療を行った．
治療期間を通じて，下顎骨の旺盛な成長が認められ
たが，関節窩の位置も後方に移動したことも併せて，

Ⅳ . まとめ
成長期における overjet 8mm の上突咬合症例の治験
例を報告した．

ANB の改善は 8° から 6° に留まった．一方，前歯部の

治療に際して，下顎骨の前方成長は見込めるもの

舌側移動に伴い，上下口唇は後退し，閉唇時の緊張は

の，非抜歯治療では大臼歯部のⅠ級化と，閉鎖時にお

解消した．特に下顎前歯部の舌側移動に伴い，歯槽骨

ける上下口唇の前突と緊張の緩和は困難であるとの判

部分の基底骨に対するドリフトが生じ，オトガイ部の

断で，患者と保護者の同意を得て，上下左右第一小臼

増大が認められた．これらの治療結果から翻って上下

歯抜歯をおこない，上下前歯部の後退と咬合の改善を

左右第一小臼歯抜歯治療は妥当な選択であったと考え

図った．動的治療期間は 2 年 6 か月で，良好な治療結

る．（図 1-4）

果が得られた．

治療法の選択には歯科医師自身の矯正治療に対する
フィロソフィーが反映され，一般的に歯科医師である
以上，可及的に抜歯を回避する心情は極めて健全と言
える．しかしながら治療結果の差異が，患者自身の顔
貌変化に帰結する可能性を孕む歯科矯正治療において
は，両方法の差異を説明する義務があると考える．歯
科医師が患者や保護者は抜歯治療を望んでいないと勝
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患者が知りたい医療情報とは？
What kind of medical information patients want to know?

山口

博弥

YAMAGUCHI Hiroya

読売新聞東京本社編集局医療部

キーワード：医療ルネサンス，医療情報，標準治療，専門医，ガイドライン，マスコミ

せ，現在も 20 人を超える記者・デスクが医療記事を

はじめに

発信している．日々の医療部の仕事を通して認識した

読売新聞の長期連載企画「医療ルネサンス」は，

〈患者が知りたい医療情報〉とは何かについて，ガイ

1992 年 9 月に始まった．当時，新聞紙面に掲載され

ドラインや医科の専門医の問題に触れつつ，述べてみ

る医療記事は，大学や研究機関などによる最先端の研

たい．

究段階の医療か，医療事故や医師による不正請求と
いった，いわば「普通じゃない」医療が題材だった．
しかし，読者（患者）が本当に知りたいのは，身近

１．患者が知りたい医療情報とは

で日常的な診療における医療情報である．そこで，患

1）様々な病気について，その症状や診断法，標準的

者さんの具体的な事例を通して，難解な医療情報を読

な治療法，最新の治療法，後遺症対策，予防法，費

者に分かりやすく伝え，「医療者と患者との橋渡し

用など

役」になろうと始まったのが，医療ルネサンスであ

自分や家族が病気になると，「どんな病気なのか」

る．今も月曜日から金曜日まで毎日掲載しており，す

「最善の治療を受けられるのか」「副作用や後遺症はな

でに連載は 6500 回を超えた．
1997 年には新聞社で初めて，編集局内に医療取材
に特化した「医療情報室」（現・医療部）を発足さ

いのか」といった心配が湧き起こってくる．その心配
を解消する最もいい方法は，主治医から直接，詳しい
説明を受けることである．
しかし，医師の説明が難しくて分からない，忙しそ
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図 1 医療部の歴史
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うな医師に遠慮して質問ができない，診察室では医師
の説明を理解したつもりでも家に帰ったらよく分かっ
ていないことに気づいた――など，不安や不満を抱え
たまま治療を受ける患者・家族は少なくない．
だからこそ，医療記事の存在意義がある．私たち
は，正確な情報を読者に伝えるべく，様々な専門医，
患者，厚生労働省，製薬会社などを取材する．当然，
医学書やネットなどでも十分に情報収集するわけだ
が，こうした時に有用なのが，学会などが作るガイド
ラインである．標準的な治療法を知る上で，これほど
便利なものはない．ガイドラインは，医療の均てん化
のみならず，私たちメディアにとっても「取材のガイ
ドライン」となるのである．

2）病院や診療所の治療実績や専門医の数などの「医
療機関の情報」
「この記事に載っている治療法を，私が住んでいる
○○県でも受けられるのでしょうか」
「私が住んでいる○○県で，この治療法の実績があ
る病院はどこですか」
弊紙「医療ルネサンス」を読んだ読者から，こんな
電話やメールをいただくことは多い．
患者・家族は，ただ治療を受けたいのではなく，
「いい治療」を受けたいのである．病気の情報だけで

1）なぜ新しい専門医制度が必要なのか
2011 年 10 月，厚生労働省に「専門医の在り方に関
する検討会」が設置された．
背景には，学会が乱立して認定基準が統一されてい
ない，専門医として有すべき能力について医師と国民
の間に捉え方のギャップがある，といった問題点が指
摘されていた．要は，「現在の専門医制度は国民に
とって分かりやすい仕組みなっていない」ということ
だ．
検討会では 17 回の会議を重ね，2013 年 4 月，最終

はなく，医療機関の情報が欲しい――．そんな読者の

報告書を公表した．ポイントは以下の通りである．

思いを我々は日ごとに感じるようになった．そこで

・ 専門医制度は 2 段階制とする（基本領域とサブスペ

2004 年 4 月から，読者の病院選びの参考にしてもら
おうと，「病院の実力」というアンケート企画を始め
た．毎月 1 回，全国の医療機関に治療件数や専門医の
数などを質問し，病気や治療法の解説記事とともに，
病院ごとの治療実績の一覧表を掲載している．
スタートした当初は，医師から「忙しいのに，なぜ
こんなアンケートに答える必要があるのか」といった
批判的な声も聞かれたが，今では「うちの病院はアン
ケートの対象病院（学会の研修認定施設など）ではな
いが，ぜひ回答させてほしい」などという要望も多
く，時代の変化を感じている．

シャルティ領域）
・ 専門医の認定は各学会ではなく，中立的第三者機関
で行う
・ 専門医育成は研修プログラムに従って行う．中立的
第三者機関では，研修プログラムの評価・認定，研
修施設のサイトビジットを行う
・ 総合診療専門医を基本領域の専門医に位置づける
専門医の研修プログラムは，地域の「研修施設群」
で実施する．期間は 3 年間．
たとえば，基幹病院である A 大学病院で 12 か月
間，必須の知識と診療技術を習得し，次に連携施設で
ある B 市民病院で 6 か月間，初期救急医療と地域医

２．医科における新専門医制度の混乱・迷走

療を経験する．そして今度は，別の連携施設である C
医療センターで 12 か月間，あらゆる疾患に対応する

前述したように，患者には「いい病院・診療所で，

経験を積み，最後に再び A 大学病院で 6 か月間，仕

いい治療を受けたい」という願いがある．その願いを

上げとして高度先進医療も含めたあらゆる疾患に対応

端的に言えば，「いい医師・歯科医師の治療を受けた

する，という具合だ．

い」ということにほかならない．しかし，普通の国民

最終報告書のもう一つのポイントは，単に専門医の

は，どこに優れた医師・歯科医師がいるのかを知るこ

質を担保すること以外に，地域の医療提供体制との関

とは不可能であり，いま診察室の目の前にいる人が優

係を考慮している点である．具体的には，以下のよう

れた医師・歯科医師なのかどうかを判断するのも至難

な記載がある．

の業である．

・ 医療提供体制全体の中で，医師の専門性の分布や地

こうした現状において，最も有力な判断材料の一つ
が，その医師・歯科医師が専門医の資格を持っている

域分布について，グランドデザインを作ることが重
要である

かどうか，と言ってもいいだろう．専門医であれば，

・ 新たな専門医の仕組みの構築にあたっては，少なく

おそらくその分野の専門的な知識と経験が豊富であ

とも，現在以上に医師が偏在することのないよう，

り，最善の治療を行う技術があるはずだからだ．

地域医療に十分配慮すべきである．

しかし，（歯科よりも進んでいるはずの）医科の新

現在の専門医制度が抱える問題点や今後あるべき方

しい専門医制度が，混乱・迷走している．今後，矯正

向性など，この最終報告書に書かれている内容は，う

歯科を含む歯科が他山の石とする意味も込めて，医科

なずけるものが多い．

における新専門医制度の混迷について述べたい．

そして 2014 年 5 月，日本医師会，日本医学会，全
国医学部長病院長会議で構成する中立的第三者機関
「日本専門医機構」が設立され，新たな専門医制度は
患者が知りたい医療情報とは？［山口］
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2017 年度からスタートすることになった．

構の池田康夫理事長が辞任し，7 月 4 日，地域医療振
興協会顧問の吉村博邦氏が新たな理事長として就任．

2）不協和音・反発
実は，日本専門医機構の設立当初から，不協和音は
あった．
もともと機構は，医学会とは距離を置いた第三者機

「拙速では混乱が起きる」と，新専門医制度の開始を
当初予定の 2017 年度から 2018 年度に 1 年延期した．
指摘されている問題点を含め，運営方法の見直しを議
論するという．

関として専門医を認定するはずだったのだが，あらゆ

医師の偏在には，地域の偏在だけでなく，「診療科

る学会が猛反発した．結局，基本領域の 18 学会が機

の偏在」も存在する．本来は，診療科ごとに適切な専

構に参加し，各学会が研修プログラムを作成すること

門医の数を決めることも重要である．機構に所属する

になった．

各学会には，自らの利益を度外視して，真に患者のた

このほか，構成メンバーが学会に偏っている点（各

めになる専門医制度を構築することを望みたい．

学会代表 18 人に対し，地域医療を担う団体の代表は
日本医師会と日本病院会の 2 人）や，意思決定過程の
透明性が不十分，事務局の体制が脆弱，財務状況が不
安定，といった問題点も指摘された．
また，研修プログラムを実施する基幹病院の認定基
準が厳しく，実質的には大学病院しか基幹病院になれ

3．正しい情報を伝えるために
専門医制度の確立については，もちろん，歯科でも
重要視している．
日本歯科医師会は，「歯科医療の専門性を確立する

ないため，指導医と専攻医（専門医になるため研修す

ための課題」として，以下の点を挙げている．

る医師）が大学病院に集中することになり，結果的に

・ 専門性の高い歯科医師の育成

連携施設（中小病院）の医師不足を招くのではない

・ 国民に見えやすい歯科専門性の確立

か，という懸念が各地域から湧き起こってしまった．

・ 各学会の認定基準等の見直し及び統一化

つまり，「新専門医制度は，医師の地域偏在を助長す
るのではないか」というのである．
一方，大学側は，新専門医制度のスタートを好機と
とらえる向きもある．
2004 年の新臨床研修制度の義務化で，大学医局に

さらに，厚生労働省「歯科医師の資質向上等に関す
る検討会」の「歯科医療の専門性に関するワーキング
グループ」では，以下の問題点を指摘している．
・ 専門医の認定基準は各学会が独自に認定しており，
養成される専門医のレベルが異なっている

若手医師が集まらなくなり，育てられなくなった．医

・ 専門医制度を運用する学会が多く，その専門性の内

局の人事権が弱まり，中小病院への派遣機能も低下し

容や水準が国民のみならず歯科医師にとっても判断

た．だから大学は「この新専門医制度を機に，また昔
のように強い医局を復活させたい」と考えているので
はないか，と指摘する関係者もいる．
このため，日本医師会と日本医学会は 2016 年 6 月

しづらいものがある
・ 各学会の専門医制度について，研修内容や専門医認
定にかかる客観的な評価方法，評価基準等を設定す
る必要がある

15 日，基本領域を担う学会理事長あてに「新専門医

・ 各学会の認定する専門医制度の評価は，第三者的組

制度をこのまま拙速に導入すると，（中略）地域医療

織によって行われるべきであるとの意見がある一方

の現場に大きな混乱をもたらす不安が大きい．（中

で，既存の団体によって速やかに取り組むべきとの

略）学会におかれては，一度立ち止まって，幅広い関

意見もあり，今後も議論が必要である

係者による新たな検討の場での集中的な精査を待っ

ここまで読めばお分かりのように，医科における専

て，対応方針を判断してくれるようお願いする」とす

門医制度の課題とほとんど変わらない．要は，歯科領

る文書を送付した．

域においても「質の高さが保証され，国民にとって分

また，塩崎厚労相も前日の記者会見で，「地域医療

かりやすい専門医制度が必要」ということだ．

に混乱をもたらすのではないか，との懸念を払拭する

残念ながら矯正歯科の分野では，統一した専門医制

ために一度立ち止まり，集中的に検討したうえで判断

度の構築への動きが挫折してしまったと聞く．しか

するよう求めたい．それなしに突っ走るということは

し，あきらめないでいただきたい．

いかがなものかと思う」と述べた．
こうした混乱のなか，6 月 27 日には日本専門医機
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たしかに矯正歯科は，その特殊性から標準治療を定
めにくいため，専門医の研修プログラムの作製にあ

たって難航することが予想される．

ある．

にもかかわらず，日本歯科矯正専門医学会が，エビ

それでも，高いお金と長い時間を費やして矯正治療

デンスに基づく診療ガイドラインを（一部とはいえ）

を受けたにもかかわらず，改善されずにつらい思いを

作成したことは，快挙と言っていいのではないか．も

していた患者が，優れた専門医の治療を受けた結果，

ちろん，日本歯科矯正専門医認定機構による専門医認

非常に満足のいく矯正ができた――といった事例など

定が，妥協を許さない厳格さを持つ点も称賛に値す

は，分かりやすく，かつ説得力がある．こうした事例

る．

を通して，ガイドラインや専門医制度の重要性を，メ

一般国民としては，こうした姿勢や取り組みが，一
部の団体だけにとどまらず矯正歯科全体に普及してほ

ディアや一般国民に繰り返し発信していくことが大切
だと考える．

しいと思うのは当然である．しかし現状は，「本来，

その手法としては，先述したニュースリリースや記

矯正医自らがやるべき矯正環境の整備や自浄作用を起

者会見のほか，ホームページやフェイスブックなどの

こさせる方法論は私には見いだせない」（与五沢文夫

SNS による情報発信もある．ホームページを作る場合

先生）という．

は，できればデザインや構成など，ユニークで印象に

ならば，どうするか．

残るものが望ましい．その方が，一般の患者さんだけ

私は，広く国民に情報を伝え，理解してもらうしか

でなく，メディアも関心を持つからである．また，情

ないと考える．つまり，メディア・マスコミ向け，一

報を発信するのは，必ずしも学会や歯科医だけでなく

般向けの広報戦略を強化することだ．

てもいい．JIO や JSO のシンパの患者が，自分の体験

たとえば，伝えたいニュースがあれば，各新聞社や

談を本音で語るサイトを開設すれば，専門医やガイド

テレビ局に直接ニュースリリースを送付したり，厚生

ラインの大切さが，より身近な感覚で一般の人々に伝

労働省記者クラブの幹事に相談して，ニュースリリー

わるかもしれない．

スを配布したり記者会見を開いたりするべきである．
その際，頭に入れておいた方がいいのは，マスコミ
の特徴だ．
その一つは，マスコミは「初めて」が好き，という
特徴である．

４．まとめ
患者が知りたい医療情報とは何か．その重要な情報
の一つである専門医の質を保証する制度を，医科では

ニュース（NEWS）は文字通り，新しい情報のこと

どう構築しようとしているのか．質の高い専門医やガ

である．私たち新聞記者も文字通り，「新しいことを

イドラインといった情報を，いかにして国民に伝える

聞いて記す者」である．新しいということは，「日本

か――について述べた．

で初めて」「歯科では初めて」という具合に，「初め
て」の情報は新しいということになる．矯正歯科の分
野で初めての取り組みなら，そこを前面に押し出して
訴えれば，マスコミも関心を持ちやすくなる．

日本の矯正歯科全体が，専門医の質を担保すべく，
一致団結して行動するのは難しいかもしれない．
しかし，良心的な団体が，たとえ少数派であって
も，患者やメディアと手を取り合い，「良い情報」を

もう一つの特徴は，マスコミは「具体的事例」が好

「工夫して」「頻繁に」発信していくことで，やがては

き，ということだ．マスコミは読者や視聴者に対し

その草の根的なムーブメントが，じわじわと多数派に

て，いかに分かりやすく伝えるかを重要視する．この

まで及ぶのではないだろうか．その日が来ることを

ため，分かりやすい事例や体験談があると喜ばれる．

願ってやまない．

できれば，広く一般国民の胸を打つストーリーもあれ
ばより好ましい．
ただし残念ながら，医療の中でも歯科は，マスコミ
の「食いつき」があまり良くない分野ではある．医科
のがんなどと異なり，歯科の多くは，人の「生き死
に」に直結しないからだ．中でも矯正歯科は不利かも
しれない．欧米人と違って日本人は歯並びの悪さに比
較的寛容なため，歯並びに悩む本人の苦しみを記事に
しても，そうでない人たちの共感を呼びにくい恐れも
患者が知りたい医療情報とは？［山口］
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診療ガイドライン世界の潮流と未来
Present and Future aspects of Clinical Practice Guidelines
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国際医療福祉大学臨床医学研究センター教授，日本医療機能評価機構 EBM 医療情報部（Minds）客員研究主幹

キーワード：診療ガイドライン，根拠に基づく医療（EBM），患者の希望

く，患者・市民の希望・意見・希望を取り入れる事，

１．診療ガイドラインとは何か？

さらに，益と害の損得・コスト効果も勘案して決定さ

2011 年 の 発 刊 の Robin Graham ら の 編 集 に よ る

れることが推奨されている．

Institute of Medicine. Clinical Practice Guidelines We Can

そして，臨床利用としては，EBM を実践するため

Trust によれば，「診療ガイドラインとは，エビデン

に用いられる資料の一つに，診療ガイドラインや臨床

スのシステマティックレビューによる情報と，それ以

研究報告があるとい位置づけになる．

1）

外の治療方法による利益と損害の評価との情報に基づ
いて，患者に最適な治療を提供することを目的とした
推奨が含まれた文書である」との記載がある．

２．診療ガイドライン作成の基本
前述の如く，診療ガイドラインは，根拠に基づく医

また，公益財団法人日本医療機能評価機構 EBM 医
療情報部 Medical Information Network Distribution service

療（EBM）を実践するための資料という位置づけで

（以下，Minds）発行の診療ガイドライン作成の手引き

あり，その作成も，EBM の手法に基づいて行われる

20142） では，「診療上の重要度の高い医療行為につい

べきである．作成方法の基本骨格は次の如くである．

て，エビデンスのシステマティックレビューとその総

⑴

作成基本方針

体評価，益と害のバランスなどを考量して，患者と医

①患者と医療者の意思決定を支援する資料として作
成する

療者の意思決定を支援するために最適と考えられる推

②患者の希望を組み入れる努力をする

奨を提示する文書」と定義されている（表 1）．
いずれにしても，診療ガイドラインの目的は，臨床

⑵

作成方法，記載内容

医療で患者医療者双方に参考とされ，患者に対して最

①システマティックレビュー（SR）が行われてい

適な医療を実践するための資料であると考えられてい

る（エビデンスを系統的に収集して，評価・統合

る．

する）

根拠に基づく診療ガイドラインは，作成方法として
は，基本的に利用可能な全てのエビデンス情報を記載
した上で，根拠のみが推奨診療を決定するのではな

②エビデンスの確実性と推奨の強さを提示する（オ
プションとなる治療方法との関連も例示する）
③適宜更新（改訂）する

表 1 診療ガイドラインの定義（文献 2 より引用）
診療上の重要度の高い医療行為について、エビデンスのシステマティックレビューとその
総体評価、益と害のバランスなどを考量して、患者と医療者の意思決定を支援するために
最適と考えられる推奨を提示する文書
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⑶

作成組織

イン作成に用いられた資金は，学会，研究会また

① COI が申告管理され，COI に十分対応する（作

は国のような公的機関から出資であって，企業資

成過程が明示的で透明性が高い）

金から独立している事を明示する必要がある．ま

②作成委員会は，各領域の専門家で組織される

た，作成委員各人の利益相反も明示することが重

作成団体は，当該領域において日本で中心的に活
動している学会・研究会・患者会等が協働して作
⑷

要となる．
②学術的（間接的）COI の申告と管理：作成組織

成する

や作成委員の持つ研究や学術的組織背景，専門性

出版形式と構成

に関係する利益相反を管理する必要がある．外科

① Web を用いた出版が推奨され，書籍出版も有用

系の医師であればおそらく手術を推奨するであろ

である

うとか，ある大学では，歴史的に一定の治療方針

②構成としては，「SR に基づく推奨」が提示される

で治療を進めることになっている，または個人的

ことが重要である

なキャリア形成を考慮して利益が相反する可能性

これに加え，作成組織の教育的・学術的な目的で

などである．

「疫学・病態等に関する疾患の基本的な特徴」を記

⑶

載することも可能であるが，この場合も，系統的検
索に基づくレビューを行うことが望ましい．

スコープ作成から CQ 作成へ

スコープは，診療ガイドラインの作成を開始する
前に，診療ガイドラインがカバーする範囲を明確に
するために作成される文書である．ガイドライン作

３．診療ガイドライン作成のポイント2,3）
診療ガイドラインはまず，エビデンスに基づいた，

成の「企画書」であり，スコープ作成に十分な時間
が費やされるべきである．スコープの中で最も重要
なものは，重要臨床課題の設定とクリニカルクエス

信頼性の高いガイドラインであることが基本となる

チョン設定である．

が，完成されたガイドラインといえるものは，実際に

ａ． 重要臨床課題：診療ガイドラインが取り上げる

ありえない．臨床医療の進化に合わせてガイドライン

課題を重要臨床課題（Key Clinical Issues）として

も進化していかなければ，臨床とかけはなれた内容に

記述する．患者アウトカムの改善が強く期待でき

なってしまうからである．診療ガイドラインには「作

るような重要な臨床課題を重点的に取り上げ，そ

成」，「普及」，「利用」，「評価」の 4 相が提唱されてお

の問題点を明確にする．重要臨床課題は，クリニ

り，さらに改訂されることで 4 相が連続することにな

カルクエスチョン設定の基礎となるものであり，

る ．

診療ガイドライン作成の中心的な骨格にあたる．

3）

１）作成方法
⑴

作成団体と作成委員
エビデンスは重要な要素ではありますが，単にエ

ｂ． クリニカルクエスチョン（CQ）:「重要臨床課
題」で取り上げられた課題を基に，患者にとって
重要なアウトカムを改善するために必要な問題を
CQ として設定する．

ビデンスだけをまとめた文章は，いわゆるエビデン

⑷

ス集に過ぎない．これに対し，診療ガイドラインは

ａ． 一つの CQ に対して， 患者にとって重要・重

エビデンスを基にした上に，今の日本の臨床を加味
し，当該領域に関係したあらゆる専門家の十分なコ
ンセンサスによって作成されることが望ましいとさ
れている．
⑵

資金源と利益相反
診療ガイドラインは，公平で信頼性の高い情報で

エビデンスの確かさの評価

大なアウトカム

を列挙する．

この中には，益のみでなく害（有害事象や合併
症）も含まれることが望ましい．
ｂ． CQ に対して収集した治療介入の研究結果を，
アウトカムごとに，かつ研究デザインごとに横断
的に統合し，エビデンスの評価を行う．診療ガイ

あるため，作成過程の透明化は極めて重要となる．

ドラインにおけるエビデンスの強さの判定は研究

作成委員会が，利益相反から無縁になることは難し

デザインのみで決定されるのではなく，報告内容

く，複雑に存在する利益相反をいかに管理して「偏

を詳細に評価し，①バイアスの程度，②非直接

りを減らす努力をしたか」が，重要と考えられる．

性，③非一貫性，④不精確性，⑤出版バイアスを

①経済的（直接的）COI の申告と管理：ガイドラ

検討し，場合によって，さらに統合解析を行う．
診療ガイドライン世界の潮流と未来［吉田］
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統合されたエビデンスを「エビデンス総体（Body

医療の質向上に役立つためには，ただ単にガイドライ

of evidence）」と呼び，系統的検索からエビデンス

ンを作るだけでは不十分であり，それをいかにして臨

統合の作業をシステマティックレビューと呼ぶ．

床に普及させるかという点が重要になる．

ｃ． 診療ガイドラインにおけるエビデンスの確かさ

無料，あるいは安価な資料（あるいは書籍）を作っ

とは，ある推奨診療を支えるために，そのエビデ

て配布する事や，インターネットで広く公開するな

ンスはどれだけ確かかということである．

ど，いろいろな工夫が必要となる．診療ガイドライン

エビデンスの強さは下記の 4 段階で表記される．

は，エビデンスとコンセンサスでまとめられた，その

・強いレベルのエビデンス（強く信頼できる）

時点で最良と考えられる診療方法を提示した資料であ

・中くらいのレベルのエビデンス（おおよそ信頼

り，あらゆる広報手段を使って日本全域に普及するよ

できる）
・弱いレベルのエビデンス（あまり信頼できない）
・非常に弱いレベルのエビデンス（ほとんど信頼
⑸

うな努力をすべきである．
なお，ガイドラインの作成団体は学会・協会・研究
会が主たるもので，完成した診療ガイドラインは学会

できない）

ホームページで公開することが推奨されます．また，

推奨文の作成と推奨の強さの決定

それをインターネットで広報する一つの手段として，

①推奨の決定に関しては，偏りのない決定方法・提

厚生労働省の委託事業として行われているものが

示方法を工夫する．推奨の強さを判定する 4 要素

Minds 事業であり，2016 年 10 月現在で約 170 疾患の

は，

診療ガイドラインを中心に，多くの医療情報が無料で

・重大なアウトカムに関するエビデンスの強さ，

公開されている．是非利用していただきたい（Minds

・望ましい効果と望ましくない効果のバランス，

ホームページ

・患者の価値観や希望，
・コストや資源の利用

http://minds.jcqhc.or.jp/）
（図 1）．

3）評価・改訂

であり，推奨診療案の解説文章作成にあったって

臨床医療が日々進歩してゆく一方，診療ガイドライ

も，推奨の強さを判定する 4 要素を加味して作成す

ンは，ひとたび出版された瞬間から時間に取り残され

る．

ていく宿命を持つ．このため，ガイドラインは利用，

②エビデンスが少ない場合のガイドライン作成方法

評価されて，定期的に改訂されなければ，臨床適応性

お勧めの診断，治療の度合い（推奨度）を決定す

が低下することになる．新しい治療法が次々と報告さ

る場合の問題点は，エビデンスのレベルにこだわり

れた場合，これまでの治療法が一変する場合があり，

すぎると，適正な推奨が難しくなる可能性があると

また，診断に関しても診断基準や判定基準，取り扱い

いう点である．特に，外科的な内容が多いガイドラ

規約が変わればガイドラインの内容も更新される必要

インの場合には，高いレベルの臨床研究報告が少な

がある．診療ガイドラインは，賞味期限付きの「生も

い場合がある．例えば癌の患者に対して手術治療を

の」といわれるのは，このような理由からである．一

行 う 群 と行 わ ない群 とい うランダム 化比較試験

方，新しいエビデンスを加えるのみで淡々と作成を繰

（RCT）は施行が難しいと考えられる．また，効く

り返すのみでは十分とはいえない．その時点の実臨床

ことがすでにわかっている治療方法について，その

において何が重要な臨床課題かを探し出す努力も同時

治療をやらないという選択肢を持った RCT を施行

に行う必要がある．

することはかなり難しいと考えられる．この問題点
に対し，現在の日本のガイドライン作成委員会で
は，①推奨度はエビデンスだけに頼らないこと，②

言うまでもなく，診療ガイドラインは法律ではな

委員会によるコンセンサスを重視すること，③コン

く，必ず従わなければならない規律でもない．診療ガ

センサスの結果によって，エビデンスは低くても推

イドラインの本文には「医療訴訟において，診療ガイ

奨度は高いという場合もありうるとして，推奨作成

ドラインは法的根拠にならない（法的根拠に用いられ

を行っている．

ることは本意ではない）」と記載されている．しか

2）普及推進
作成された診療ガイドラインが臨床医療に貢献し，
38
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し，このような記載とは関係なく，実際の裁判では存
在する資料はすべて利用されると思うべきである．ガ
イドラインの利用され方として，ガイドライン内容が

医療者を訴える資料にされる場合のみでなく，ガイド
ラインによって臨床医が守られる場合も想定される．
ガイドラインの内容と医療訴訟のかかわりとして
は，以下の二つがある．
⑴

終わりに
診療ガイドラインは医療を行うときの資料となるも
のですが，完成したものではなく常に更新されるべき
ものである．研究者によって日々膨大な臨床研究報告

実行できてしかるべきとされる内容と考えられる

がなされ，同時に臨床医療も継続的に進化してゆきま

可能性が高いこと．

す．診療ガイドラインは，研究と実臨床の双方の情報

⑵

ガイドラインに書いてある内容が，医師として

標準的な治療に関して説明する義務，説明範囲
としての内容がガイドラインの内容とされる可能
性が高いこと．

一方，診療ガイドラインや各エビデンス，その他適
応可能ないろいろな治療方法をきちんと患者さんに説

を集積して内容が適時加筆修正され，改訂進化してゆ
くものと考えられている．
ガ イ ド ラ イ ン 作 成 委 員 会， シ ス テ マ テ ィ ッ ク レ
ビュー担当者の日々の努力に心から敬意を表したいと
存じます．

明した上で，患者さんとの十分な相談の結果，ガイド
ラインの推奨と異なる治療が選択される事も可能であ
る．この場合，その経緯がカルテに記載されているこ
とが重要となる．
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指定されるのはおかしい」，「ガイドラインどおりに治
療すれば，患者が治るんですか？」のような誤った意
見である．ガイドラインを盾に治療方法を強要するよ
うな方法も誤った使用であり，注意するべきである．

2）臨床医は，さらに腕を磨く必要がある
診療ガイドラインがあると，若い医師は「頭でっか
ち」になり，地道な努力を怠る可能性がある，あるい
は型にはまって，新しい発想が出にくいのではないか
という誤解もある．
そもそも EBM は，「エビデンス」「患者の希望」に
加えて「臨床医の経験」を重要視し，三要素としてい
る．
担当医の技量は，専門性（expertise）という言葉で
表現されていますが，臨床医は自分の腕を磨き，経験
を積み，知識を蓄え，ガイドライン等を利用しなが
ら，患者さんの希望をなるべく反映するような治療の
施行を可能にすることが本来の形であると考えられる5）．
診療ガイドライン世界の潮流と未来［吉田］
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E d i t o r ' s

N o t e s

昨年当会が発表し，MINDS のホームページに掲載された「上顎前歯が前突した小児（7 歳から 11 歳）
に対する早期矯正治療は有効か？」というガイドラインは，歯科界のみならず一般社会にまで反響を
及ぼしたものとなりました．今回の学術雑誌はその点を受け，国際医療福祉大学臨床医学研究センター
教授

吉田雅博先生にガイドライン作成と意義に関して，読売新聞東京本社編集局医療部

山口博弥

氏に混乱した本邦の専門医制度の現状とその中で正しい情報を伝えるためのヒントについて，投稿し
ていただきました．併せて当会の会員の自主的な投稿による上突咬合者の治験例 3 編が掲載されて
います．
早期矯正治療の是非を含めて，歯科矯正を取り巻く状況は混迷し，様々な情報が無秩序に患者に伝
わっています．私たちは臨床に携わるものとして，質の高い治験例の蓄積から，患者ファーストの情
報を発信して行きたいと思います．
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