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はじめに
混合歯列期に矯正治療を行うべきかどうかを判断す
るのは非常に難しい．それは，これからの軟組織，硬

（Case1）
初診時年齢；16 歳 8 か月の女性．
主訴；歯並びが悪い．

組織の成長，乳歯から永久歯への交換，といった変化

矯正治療歴；小学校 3 年時，歯並びがでこぼこで近

の真只中にある患者に対しての予測が難しいというこ

医の小児歯科に相談．拡げる治療を勧められ治療開

とや，適応能力の高い成長期の治療効果は維持されに

始．その際に資料の採取はなかった．3 年間の拡大床

くくその適応能力の豊富さゆえに元の形に戻ってしま

の治療により叢生は改善したが徐々に歯並びが悪くな

う場合も多いからである．

り，再度拡大治療を勧められた．怖くなり当院に来

私の医院に転医されてくる患者の中には，混合歯列
期の時点での現症を改善することだけを目的に矯正治
療を受け，思春期の時点でその効果が維持されておら
ず，前医への信頼を損なわれた患者が多い．特に，前

院．
顔貌所見；顔面が長く，口唇閉鎖時における口唇の
突出感，緊張感が著しい．（図 1, 2）
咬合所見； Angle I 級の叢生歯列．上顎側切歯の舌

歯部の叢生以外にも問題があり，将来的に抜歯を伴う

側転位により CO-CR のずれが認められる．（図 1）模

矯正治療が必要と思われるケースに対しても，叢生歯

型の咬合面観では，上下ともに四角い歯列弓となって

列の予防と称して混合歯列期に治療を行う例が多く見

おり歯槽基底から歯列がはみだし気味なのがわかる．

受けられる．そこで，今回は，混合歯列期における叢
生歯列に対する矯正治療の是非について以下の項目で
検討したい．

（図 3）
レントゲン所見；セファロでは，下顎頭の位置が前
上方で下顎枝が短く，上顎は下方に位置しており，結
果として下顎は後下方に回転し，前顔面が長いのが特

1）転医症例の問題点

徴である．上下の切歯は前突し口唇閉鎖時の口唇の突

2）混合歯列期における下顎前歯部叢生の転帰

出感，緊張感が認められる．（図 4）

3）下顎犬歯間幅径

診断；中立咬合，両突歯列と診断．上下顎両側第一
小臼歯を抜去しスタンダードエッジワイズ装置にて治

1）転医症例の問題点
まず最初に，私の医院へ転医されたケースを提示
し，問題点を挙げてみたい．

療を行った．ワイヤーは歯槽基底を参考に曲げた．動
的治療期間は 2 年 8 か月，垂直ゴムを 11 か月使用し
た．
動的治療後，側貌が改善し口唇閉鎖時の緊張感や突
出感がなくなり緊密な咬合関係が得られている．（図
5, 6, 7）
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治療前後のセファロの重ね合わせでは，治療前に側

ロングフェイスの症例であり，切歯の前突に対し口唇

切歯の舌側転位により CO-CR のずれが認められたた

の過緊張が生じやすいケースである．無理な拡大治療

め，治療前後で下顎頭の位置にずれが生じている．ま

は切歯の前突を引き起こすことが多く，また転医時に

た，上顎切歯の後退に伴い下顎の時計方向への回転が

叢生が再発していることから，混合歯列期での拡大治

生じているが，口唇の緊張感は改善している．（図 8）

療は不適であったと思われる．また，拡大治療開始時

治療後の模型の咬合面観では，治療前に比べより自

に必要な検査が行われていないことも大きな問題であ

然に近いアーチフォームだと思われる．（図 9）

る．

問題点；この症例は下顎の回転を引き起こしやすい

図 1 初診時の口腔内写真

図 2 初診時の側貌のアップ写真
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図 3 初診時の模型の咬合面観
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図 4 初診時のセファロのトレース
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図 5 動的治療終了時の口腔内写真

図 6 動的治療終了時の側貌のアップ写真
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図 7 動的治療終了時のセファロのトレース

図 8 治療前後のトレースの重ね合わせ
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図 9 動的治療終了時の模型の咬合面観

た，このケースについても資料採取は行われておら

（Case2）

ず，早期治療を行ったことに対する効果の検証も行わ
れていないことが大きな問題である．

初診時年齢；11 歳 5 か月
主訴；隙間を閉じて綺麗に並べなおしたい
矯正治療歴；かかりつけの小児歯科医から，「この

以上の転医ケースに共通する問題点として，混合歯

ままだと歯並びがでこぼこになる」と言われ連続抜去

列期での叢生という現症にのみとらわれ，成長発育や

を行った．永久歯列になって残った隙間を閉じるため

生体の反応に関する予測が欠落していることがまず挙

矯正専門医に来院された．

げられる．また，資料採取をきちんと行っていないこ

口腔内所見；正中の偏位，左側犬歯のクロスバイ
ト，空隙歯列（図 10）

とは，現症の成因を正確に把握していないだけにとど
まらず，自分の立てた治療方針に対し，生体がどのよ

セファロ所見；口唇閉鎖時の口唇の緊張感，突出
感，下顎の左方偏位（図 11，12）

うに反応したのかを分析し，その結果を次の診断に生
かすといった矯正治療の学習サイクル（図 13）が働

診断；下顎の左方偏位を伴う，偏位咬合，両突歯
列．

かず，いわゆるやりっ放しの状態であり，治療を通し
ての術者の進歩がなく，同じ過ちを繰り返す結果と

問題点；混合歯列期に多少の叢生があったとして

なってしまうことも大きな問題と言える．

も，成長に伴い下顎の偏位が増悪する可能性もあり，

以上の事から，前歯部の叢生のケースに対し安易に

永久歯列期で下顎の成長が収まってくる頃に抜歯を伴

拡大治療や連続抜去を施すのではなく，きちんとした

う矯正治療を行うべき症例である．抜歯スペースのロ

診査を行い，資料を整えた上で適応かどうかを判断す

スを伴う不確実な連続抜去法は不適当と思われる．ま

る慎重な姿勢が術者には求められる．

図 10 初診時の口腔内写真
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図 11 初診時のトレース

図 12 初診時のトレース

図 13 矯正臨床学習サイクルの構図
Edgewise System Vol.I プラクシスアート1）より引用
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2）混合歯列期における下顎前歯部叢生の転帰
混合歯列期に認められる下顎前歯の叢生は，その時
点で拡大や連続抜去を行わなければどうなるのであろ

びがよくなる…と思っていましたが，それは違うと知
りびっくりです．顎を広げるということはもう難しい
のでしょうか．顎を広げて歯並びをよくするという考
え方が間違っているのでしょうか．」

うか．
日本歯科矯正専門医学会（JSO）が日本全国で行っ
ている市民公開講座において，どの会場でも必ず質問

（Case3）

され，一般市民の皆さんが不安に思っていることは，

一般歯科の先生から「このままだと歯並びがでこぼ

「本当に早期の治療が必要なのか？今やらないと手遅

こになる」と言われ，拡大装置をすすめられたケー

れになるのか？」ということである．実際の質問を抜

ス．セカンドオピニオンを得るために私の所に来院さ

き出すと，

れた．確かにこの時点では永久犬歯の萌出スペースが

「7 歳娘．現在定期的にみてもらっている歯医者さ
んに，永久歯の生えてくるすき間がないので，顎を広

若干不足しているが，本当に拡大が必要だろうか．
（図 14，15）

げる矯正をすすめられています．今した方がいいと言
われ半年くらい経っているので焦っていましたが，ま
ずどうしたら良いのでしょう．」

そもそも乳歯列期に，永久歯はかなりの叢生状態で
骨の中でスタンバイしている．この状態から顎骨の成

「6 才の娘がいます．3 才半健診のころより顎が小さ

長にあわせて順番に萌出してくるが，下顎前歯部が萌

いと言われてきました．歯科で拡大床矯正装置をすす

出する際には軽度の叢生になりやすいことがわかって

められました．ずっと早いうちから顎を広げれば歯並

いる．（図 16）

図 14 初診時の口腔内写真・パノラマ XP
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図 15 初診時のセファロのトレース

図 16 Development of the human dentition2）

Moorrees は3），第 1 大臼歯，中切歯，側切歯，犬歯

の犬歯間幅径の増加によりもたらされる．（図 18）

が萌出する際に利用出来るスペースの量を図 17 のよ
うに示している．例えば女性の下顎（左下の赤のグラ

また，プロフィトは5)，図 19 のような混合歯列期の

フ）を見ると側切歯 I2 が萌出する際はマイナス 2 ミ

下顎前歯の叢生を正常な叢生の状態と表現し，軽度の

リとスペース不足の状態で叢生になりやすく，犬歯萌

前歯の叢生は自然治癒するとしており，その仕組みと

出までに利用可能なスペースが増加し自然に前歯部の

して次の 3 つを挙げている．

叢生が改善する傾向にあることがわかる．このスペー
スの増加は，Moorrees の研究4）を見ると犬歯萌出まで

1，犬歯間幅径のわずかな増加（平均約 2mm）
叢生歯列の早期治療［池］
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2，中切歯・側切歯の僅かな唇側転位

患者の口腔内写真を見ると自然と徐々に叢生が改善さ

3，乳臼歯脱落後の永久犬歯の遠心移動

れていくのがわかる．（図 20）

私の医院に叢生を主訴に来院され，経過を観察した

このように拡大しなくても自然の成長変化で治るケー

図 17 切歯部の利用可能な空隙３）（上顎：

下顎：

）

図 19 正常な叢生状態
プロフィトの現代歯科矯正学から引用

図 18 犬歯間幅径の増齢的変化（Moorrees, C.F.A, 1959）
実線：男性 破線：女性
歯学生のための歯科矯正学（医歯薬出版社）より引用
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図 20 経過観察中の一連の口腔内写真

スや改善するケースは日本人にも多く認められる．

時のアーチレングスディスクレパンシーが -2.0 以上

日本人の混合歯列期の叢生の変化について調べた研

を正常歯列群，-2.5 以下を叢生歯列群として群分けし

究を見ると，葛西らは6），小学生児童 43 名の 1 年生

さらに比較検討した．その結果，下顎第一大臼歯間の

時から 6 年生時まで年 1 回採得した上下の模型を資料

幅径と変化量は，正常歯列群が叢生歯列群に比べ有意

とし，6 年生時の最終模型における下顎前歯のイレ

に大きく，下顎第一大臼歯の傾斜角の変化では正常歯

ギュラーインデックス（コンタクトポイント間の距離

列群は叢生歯列群と異なり，毎年頬側に傾斜し，下顎

の総和）の値が 1 年生時の値より減少している群を叢

犬歯間の幅径についてもやはり正常歯列群が叢生歯列

生改善群，増加している群を叢生増悪群に分類し比較

群に対し幅径と変化量が有意に大きい値を示すと報告

検討している．

している．

その結果，両群間でリーウェイスペースに有意な差

以上の二つの研究から，下顎前歯が叢生になりにく

は認められず，改善群の方が増悪群よりも多かった

い人は，下顎歯列の幅径の成長変化が大きく側方歯の

（改善群 27，増悪群 16）．改善群では乳臼歯脱落以

交換の際に犬歯・小臼歯が遠心に移動する傾向がある

降，大臼歯，小臼歯の幅径が増大し，犬歯，第一小臼

ことがわかる．

歯が遠心に移動する傾向が認められ，6 年生時におい

では，下顎歯列の幅径が大きくなる人の特徴は何で

て犬歯間，第一小臼歯間，第二小臼歯間，第一大臼歯

あろうか．平手らは8）下顎第一大臼歯の歯軸の成長変

間の幅径が改善群で有意に大きく，改善群では自然の

化と上顎大臼歯の歯軸変化や口蓋の変化を調べ，下顎

幅の成長と犬歯小臼歯の遠心移動が生じていると報告

大臼歯の頬側への傾斜が大きい場合，上顎大臼歯も頬

している．（図 21, 22）

側への傾斜が大きく口蓋の幅径も大きい傾向にあるこ

つまり，叢生がよくなっていく群では叢生が悪くな

とを報告している．また，口蓋高径の変化について

る群に比べて犬歯の頬側への成長と遠心への移動が大

は，下顎第一大臼歯の頬側への傾斜が少ない方が有意

きいこと，そして，臼歯部の頬側への成長も大きいこ

に大きく，歯列の幅の成長が少ない場合口蓋の縦方向

とがわかる．

の成長が大きい傾向が示されている．この研究より，

また，葛西らは 小学生児童 50 名の 1 年生時から

下顎大臼歯の幅径が増大するタイプは，上顎大臼歯の

6 年生時まで年 1 回採得した模型を資料にし，6 年生

幅径も協調して増大し，口蓋の幅も広がることから横

7）
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図 21 改善群と増悪群の下顎犬歯の座標変化

図 22 改善群と増悪群の下顎第一大臼歯の座標変化

への成長が優位なタイプであり，逆に下顎大臼歯の幅

面の配置などから推察することが可能であり，拡大治

径が増大しにくいタイプは口蓋高径が大きく縦への成

療が奏功するかどうかを判断する際に有効な指標とな

長が優位なタイプである傾向が示された．口蓋の成長

ると思われる．

が横に優位なのか縦に優位なのかは，顔の形，頭蓋顔

以上のように，下顎の叢生が改善するかどうかは，
叢生歯列の早期治療［池］
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個人の歯列の水平的・垂直的な成長パターンの差に左

をはじめ（図 23），義歯が安定するように義歯の内側

右されるため，すべての症例に対し歯列拡大が有効で

の舌と外側の口唇や頬からの圧が相殺されるニュート

はないことが示唆された．よって，下顎犬歯間の叢生

ラルゾーンに人工歯の配列を行うことが推奨されるの

の改善については，矯正治療が奏功するタイプかどう

も同様の考えからなる．つまり，安定する犬歯の位置

かを慎重に考える必要があり，患者の歯列に叢生を発

は叢生が生じないような私たちに都合のいい位置や幅

見したら闇雲に拡大を勧めるという姿勢には問題があ

ではなく，歯列を取り囲む筋肉からの力で決まると考

ると言わざるを得ない．また，混合歯列期における歯

えられる．

列の拡大治療の是非は，叢生の改善のみならず，咬合

このように，保定治療後の下顎犬歯の変化や諸説を

のズレの程度や前歯部の突出具合，口唇の状態などか

見ると，口腔領域の構造的な構成要素である骨，筋

ら総合的に判断しなければならず，さらなる慎重な判

肉，歯，などの中で，筋肉による影響を色濃く受けて

断が求められる．

いるようであるが，これらの構成要素の優劣はどのよ
うになっているのであろうか．顎顔面の成長からその
ヒントを探してみると，1962 年に Moss が発表した

3）下顎犬歯間幅径

Functional matrix theory14）では，下顎頭軟骨，上顎骨縫

混合歯列期の歯列拡大治療の長期的効果を調べた

合部のいずれも上下顎骨の成長を決定する要因ではな

，歯列弓長の不足している症例で，混合

く，顔の発育は機能（呼吸，栄養補給）の発達のため

歯列期に固定式もしくは可撤式装置を用いて歯列弓長

に起こり，その発育は上下顎骨を包み込んでいる軟組

を 1mm 以上拡大した 26 症例に対し，治療開始前，

織から伝達されるとし，1989 年にその考えを発展さ

動的治療終了時，保定終了後 6 年の模型を調べた．そ

せた Sperber は15）司令塔であるの脳の成長，重要な視

の結果，26 症例中 20 症例で治療開始前の計測値と比

覚である目の成長，呼吸や嗅覚として鼻の成長，嚥下

較して歯列弓長が減少し，23 症例で歯列弓幅径が保

や発音に関与する舌の成長が顎骨の成長を促すとして

定 終了後 に 減少 した結果， 保定終 了後 の模 型では

いる（図 24）．

Little らは

9, 10）

89％の症例が臨床上不満足な歯列の配列を示し，混合

また，下顎の成長では，幼児期に下顎頭を骨折した

歯列期に拡大を行った群は他の群（抜歯治療や連続抜

場合でも 80 〜 85％の事例ではほとんど本来の大きさ

去）と比べて後戻りの程度が大きいと報告している．

まで下顎骨は成長することから，下顎頭軟骨は下顎骨

日本において混合歯列期の床矯正装置による拡大治

の成長中心ではなく下顎骨の成長は筋肉や隣接軟組織

療の長期的な予後や効果について調べた報告は少ない

の成長変化に反応して起こると考えられている．つま

が，唯一，関崎は

自らの症例を詳細に検討してお

り，軟組織の成長で下顎が引っ張られ，下顎頭と関節

り，その報告によれば床拡大装置により下顎犬歯間の

窩との間に隙間ができ，その空間を埋めるために下顎

叢生の改善と安定を得るのは難しく犬歯間幅径が維持

頭が成長すると考えられている．

11）

できないと述べている．

以上のことから，顎骨が主に脳頭蓋の成長や顔の筋

また，エッジワイズ装置により治療し治療後犬歯間
幅径が拡大した症例の長期的な予後を観察した有松は
，その 85％の症例で下顎犬歯間幅径の縮小が認め

12）

られたと報告している．
このように，矯正治療により一時的に幅が拡大され
た下顎犬歯は，装置による力が排除されると幅が縮小
する方向で別の位置に移動する傾向があり，それによ
り前歯の叢生が生じていると思われる．
では，犬歯が安定する位置とはどのような位置なの
であろうか．
歯とその支持組織は当然隣接する筋肉の影響を受け
ている．歯列の外側からの口輪筋と頬筋，上咽頭収縮
筋の機能力が，内側からの舌の力と拮抗し歯列と咬合
の保持に関与しているとするバクシネータメカニズム
14
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図 23 バクシネータメカニズム

肉などの機能力に刺激を受けて成長が進むとしたら，

つためには構成要素に優先順位（ヒエラルキー秩序）

上下の顎骨の接点である歯も当然同じはずであり，成

が必要であるとしている（図 25）．下顎犬歯の矯正治

長変化から考えられる顎骨・歯といった硬組織と筋肉

療後の変化を与五沢の考え方で解釈すると，「矯正治

などの軟組織との優劣は軟組織の方がより上位にある

療（環境の変化）により生じた下顎犬歯間幅径の拡大

ことを物語っている．

変化が生体の柔軟性の範囲内であれば保定装置を外し

与五沢は ，人間を絶えず外界との交流を行いなが

た後も可逆的に縮小変化が生じる必要はないが，その

ら自己調節を行う有機体として捉え，有機体である人

変化が歯より上位の構成要素（筋）の適応の限界を超

間が環境の変化に順応し生きて行くためには，人間を

えていた場合は，再修正が必要となり下顎犬歯の幅の

構成している各要素に対し秩序（望ましい状態を保つ

縮小につながる．」となる．

1）

ための順序やきまり）が必要であるとし，さらに構成

以上のように，下顎の犬歯間の幅径に関しては，

要素が平等な存在では秩序が保てないので，秩序を保

我々が矯正装置により変えることが難しいため，犬歯

図 24 頭骨成長に関与する機能マトリックス15）
歯学生のための歯科矯正学（医歯薬出版株式会社）1992 より引用

図 25 生命のおかれた環境1）

叢生歯列の早期治療［池］

15

間幅径を保つような治療計画を立てることが望まし

9）Little R, Riedel R, Stein A：Mandibular arch length increase

く，歯列拡大による安易な叢生の改善はできる限り避

during the mixed dentition – Postretention evaluation of stability

けるべきであると思われる．

and relapse. Am J Orthod Dentofacial Orthop 97：393-404,
1990.

（まとめ）
混合歯列期に行う矯正治療，いわゆる早期治療が必
要かどうかの判断は非常に難しい．筆者は与五沢が1）
第一段階の治療の意義としてあげている 3 つの項目に
照らし合わせて吟味している．

10）Little R, Riedel R,Aetun J：An evaluation of changes in
mandibular anterior alignment from 10 to 20 years postretention.
Am J Orthod Dentofacial Orthop 93：423-428, 1988.
11）関崎和夫：咬合誘導−下顎歯列弓拡大を検証する．the
Quintessence Vol.28 No.3 〜 5：70-112. 2009.
12）有松稔晃：「矯正治療のその後」から第二報

主として

1，永久歯列での矯正治療を不要にする

犬歯間幅径の変化について．Monog. Clin. Orthod., 33：42-

2，永久歯列での矯正治療を容易にする

66, 2011.

3，永久歯列での矯正治療の際に抜歯数や抜歯部位
を変える

13）グレーバー歯科矯正学−理論と実際−〔上〕．医歯薬出
版株式会社，東京，1972.
14）Moss, M.L.：The functional matrix；functional cranial

混合歯列期における下顎前歯の叢生に対して治療を
行うかどうかについても，下顎の犬歯間の幅径は，
我々が矯正装置により変えることが難しいため，安易
に拡大治療に走るのではなく，個々のケースの状態を
きちんと診査した上で，治療の意義があるのかどうか
を判断し慎重に行うべきである．
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