市民公開講座を経験して
Consideration derived from a lecture of orthodontic treatment open to public
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緒

言

当日の講演は，過去の開催にならい，前半の 1 時間
を講義に，後半の 1 時間を会場からの質問にお答えを

JSO の設立・活動理念の一つに「正しい矯正治療

するという構成で行った．講義は，JSO からの講師と

を，ごく当然のこととして受けられる社会環境の整

医療ジャーナリストの増田美加氏の 2 人によるもの

備」があり，この理念実現の方法として，矯正歯科治

で，JSO の講師から「矯正治療はどういう医療なの

療に関する市民公開講座の開催があげられる．2010

か」というテーマで，専門医の立場から歯科矯正治療

年に新潟県上越市にて第 1 回の開催以降，毎年継続的

の正しいあり方について説明がなされ，増田氏より

に開催されており，2013 年は愛媛県伊予郡，三重県

「後悔しないクリニック選び 5 つのポイント」と題し

伊賀市，愛知県岡崎市で開催され，岡崎市での開催で

て，医療ジャーナリストとして，また医療サービスを

のべ 10 回目の開催となった．

受ける側の代表としての立場から，どうすれば良質な

今回，愛知県岡崎市で開催された市民公開講座に参

矯正治療が受けられるかを，上手く行かなかった治療

加された方々より得られたアンケート調査の結果を中

例の紹介を交えて説明がなされた．後半は，事前に受

心に報告する．得られたアンケート調査の結果は，過

け付けた質問および前半の講義をお聞き頂いた後，質

去の実施におけるものとおおよそ同様な結果であり，

問用紙の記入をお願いし，集まった質問をその内容に

改めて，市民が持つ歯科矯正治療に関する情報の量的

より分類し，増田氏が JSO の講師に質問をするとい

質的不足を認識させるものであり，矯正治療に関する

う形式で行った．

正しい知識の普及には多くの改善と努力が必要とされ
ることが推察された．
市民公開講座実施について
市民公開講座実施の案内は，チラシ（図 1）を作製
し，教育委員会に依頼し，学校を経由し児童へ配布し

（図 2

緑の用紙が講演後の質問

白の用紙が閉演

後のアンケート用紙）

A：事前の質問
事前申し込みの際の，質問は以下の通り．
・子供の矯正が必要だと言われたため一度話を聞きた
い

た．今回は，矯正治療に最初に触れる機会が混合歯列

・子供の矯正治療の時期

前期つまり小学生の低学年であることが多く，歯列の

・小学 3 年生の上の前歯のすき間

拡大など無益なⅠ期治療が開始されるのも同時期であ

・通っている歯科医院は矯正の日が月に 1 度しかない

ることから，対象を小学生にしぼり，市内の 48 校，
約 2 万 3,000 名の小学児童への配布をお願いした．
実際の参加者数は，事前予約者と当日参加者を合わ
せ，大人 81 名，子供 39 名，計 120 名であった．
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…9 名

ため他で話を聞きたい
・乳歯で始める治療と永久歯で始める治療の違い
・治療方法の種類

…2 名

・治療方法に選択肢はあるのか

図 2 緑の用紙が講演後の質問 白の用紙が閉演後のアンケート
用紙

図 1 市民公開講座実地案内チラシ

・治療費

これらの質問は内容別に分類すると以下の様になる

…8 名

・前歯が当たっていないので前歯で物がかめない

と考えられる．（表 1）

・8 歳で骨格的に上下出っ歯と言われ口も閉じにくく

1- 矯正治療全般について

17 名

第一小臼歯の抜歯をすすめられたが，非抜歯治療を

2- 矯正治療開始時期について

選択した場合出っ歯と口の閉じにくさはどうなりま

3- 費用について

すか

4- 装置 ･ 方法について

・指しゃぶりによる影響
・永久歯が足りない
・本人の負担

5- 治療期間について

5名

1名

…2 名
表 1 事前の質問・内容別

…2 名

・矯正が必要と言われたが家でできるトレーニングや

2%

配慮すべきことはあるか

12%

・小学 6 年生からでは遅すぎるか

矯正治療全般について

・抜歯してまで矯正した方がよいのか
・病院選びの基準
・顎が小さい

11 名

8名

41%
19%

費用について

…2 名

装置・方法について

・失敗例もあるのか知りたい
・治療期間

開始時期について

治療期間について
26%

・抜歯と非抜歯の見分け方
・歯科医によってなぜ治療法に違いがあるのか
・反対の場合の治療時期
市民公開講座を経験して［金井］
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B：講演後の質問

るのか

前半の講演後に，記入・回収した質問は以下の通り

・歯並びは親の遺伝か

…2 名

・受け口は遺伝ですか

（表 2）
・検査をするには 3 万円かかると言われたがその前に

・就寝中の歯ぎしりの影響

…2 名

良いクリニックを選ぶにはどうしたら良いか．また

・乳歯を抜いたりすることも自費なのか

その資料を持って他のクリニックへ行くことはでき

・指しゃぶりによる影響

るのか

・永久歯がどうして足りないのか

・なぜ 7 〜 8 割もの人に抜歯の必要があるのか
・非抜歯のメリットとデメリット

…2 名

ら永久歯を抜いてしまえば顎におさまりずらす必要

・舌が押していることで出歯になる場合訓練は必要
か．またその訓練期間
・治療の開始時期

はなくなるのか
・永久歯が揃うまで待とうと思ったが一度診てもらっ

…6 名

た方が良いのか

・見た目がひどくない出歯や歯並びは治さずそのまま
にしておいても良いですか

…2 名

・本人への負担

…2 名

・TVCM で資料を送ってもらい受診してきたが専門

・専門医にもできない治療はあるのか

医学会と何が違うのか

・専門医の探し方

・歯科医によって治療方針が異なった場合の判断基準

・矯正治療中は虫歯になりやすいのか
・専門医のリストはあるか

・矯正は抜歯して歯をずらしていくみたいだが初めか

…7 名

…2 名

とは

・市内や県内に専門医はいるのか

・治療を始めるまでの観察期間も同じ医師に診ても
…5 名

らったほうが良いのか

・専門医のホームページはあるのか

・4 本抜歯への不安

・専門医に治療してもらえば大人になって再治療はし

・非抜歯にも成功例があるがそれについてはどうなのか

なくてもいいのか（母親に治療経験があるが元に

・矯正治療というのは何十年も進歩していない医療な

戻ってきている）

…3 名

のか．最新医療などはないのか

・他の歯科で第一小臼歯の大切さを書いた本を読ん
だ．今日聞いた話と正反対だった．奥歯から動かせ
ば非抜歯で出歯は治ると聞いたがどうなのか

これらの質問は内容別に分類すると以下の様になる
と考えられる．（表 2）

・どのくらいの痛みなのか

1- 矯正治療全般について

・早く始めた方が安く簡単な治療で済むのか

2- 専門医について

・乳歯で始める場合と永久歯で始める場合の違い

3- 装置・方法ついて

・成長によってすきっ歯は解消されるのか

4- 抜歯について

・歯のすき間

5- 開始時期について

・費用

…2 名

6- 費用について

…4 名

29 名

14 名
11 名

10 名
6名

6名

・なぜ歯科によって治療費にばらつきがあるのか

7- 治療期間について

・なぜ保険が適応されないのか

8- その他

2名

3名

・治療期間
表 2 講演後の質問・分類別

・通院日数
・装置のせいでからかわれたりいじめられたりしない

3%

か不安
・アメリカと違い日本の歯科クリニックは何でもして
くれるのはなぜか
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専門医について
装置・方法について
開始時期について
費用について

…7 名
…3 名

・寝ている間にマウスピースをはめるだけで本当に治
20

36%

7%
12%

・本人が抜歯を嫌がったらどうするのか
・予防矯正（マウスピース）はどうなのか

矯正治療全般について

抜歯について

・専門医にも腕に差はあるのか
・顎を広げる装置について

4%

7%

14%

治療期間について
17%

その他

C：講演終了後に市民公開講座を通じてのアンケート

よくわからなかった

…0 名

調査を行った．その結果は以下の通り．
表 5 装置について

1- 講演内容について理解，納得出来ましたか？（表 3,

0%

4, 5, 6）

11%

よくわかった

a. 矯正の開始時期について（表 3）
よくわかった

33%

まあまあわかった

…38 名

まあまあわかった

よくわからなかった
ところがある

…28 名

よくわからないところがある
よくわからなかった

…6 名

56%

…0 名

よくわからなかった

表 3 治療開始時期について

d. 矯正専門医と一般歯科医の違い（表 6）

0%

よくわかった

8%

39%

53%

…53 名

よくわかった

まあまあわかった

まあまあわかった

よくわからないところがある

よくわからなかった
ところがある

よくわからなかった

…18 名
…1 名

…0 名

表 6 矯正専門医と一般歯科医の違いについて

よくわからなかった

0%
2%
13%

よくわかった

b. 歯を抜いて矯正を行った方が良い場合があるとい

まあまあわかった

うこと（表 4）
よくわかった

…52 名

まあまあわかった

…19 名

よくわからないところがある
よくわからなかった

85%

…2 名

よくわからないとこ
ろがある
よくわからなかった

…0 名

表 4 治療にともなう抜歯について

◇上記回答へ書き添えられた意見
・装置の名称ではわからない，それぞれ紹介して欲し

0%

い

3%
よくわかった
26%

まあまあわかった

71%

よくわからなかった
ところがある
よくわからなかった

・専門医は本当にそんなに少ないのか？他の団体も専
門医というのを認定していると思うが，流派が違う
だけ？
・時間が短いため詳しい説明は難しいと思いますが，
いろんな種類があるのならば各々についての資料が
欲しかった
・大変わかりやすい説明ありがとうございました
・永久歯がはえそろってからの治療が良いと言われま

c. 矯正の装置について（表 5）
よくわかった

したが費用も多くなるようなので早いほうが良いと
も思いました

…20 名

まあまあわかった

…34 名

よくわからないところがある

…17 名
市民公開講座を経験して［金井］
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2- 一般歯科や小児歯科などと一緒に「歯科矯正」の
看板を出している医院がありますが，「歯科矯正」

・医者の考えによって，それぞれの治療法を提案して
いるのだと思った

の看板に関して，講演を聞く前まではどのように思
われていましたか？（表 7）

3- 法律上は歯科医師ならば誰でも矯正治療をするこ
とができ，看板も出せることになっています．この

・歯科矯正の看板があるので，安心して歯科矯正が受
けられると思っていた

法律についてどのようにお考えですか？（表 8）

…25 名
表 8 自由標榜制について

・矯正の治療法をきちんと身につけた歯科医師が看板
を出していると思った

…46 名

4% 3%

・歯科矯正の看板が出ていればどこでも同じような治
療が受けられると思っていた

…22 名

・いくつもの診療科目が掲げられている歯科医院の方
が便利だと思っていた
・その他

良い

…9 名

どちらとも
悪い

…10 名

表 7 講演前に ｢ 矯正歯科」の標榜からイメージしていたこと

9%
8%

22%

20%

41%

歯科矯正の看板があるので，
安心して歯科矯正が受けら
れると思っていた
矯正の治療法をきちんと身
につけた歯科医師が看板を
出していると思っていた
矯正歯科の看板が出ていれ
ばどこでも同じような治療
が受けられると思っていた
いくつもの診療科目が掲げ
られている歯科医院が便利
だと思っていた
その他

93%

◇良い

…3 名

・矯正をきちんと身につけた歯科医師だとわかる看板
を出して欲しい．（ちがいをつけた看板を出して欲
しい）
・法律だから仕方ない
・ただし一般の人からも専門医が分かるようにしてほ
しい
◇どちらとも

…2 名

◇上記回答へ書き添えられた意見

・患者さんも勉強しているから

・小さいときから診てもらっているのでその歯科医で

・自由診療ですからね…

いいと思った
・それだけたくさんの資格があり腕が良いと思ってい

◇悪い

…65 名

・誰でもできるのは新人歯科医でもできることになる
のでやめてほしい

た
・今日まで疑問に思っていた

・専門医との区別を明確にして欲しい

・不信感がありました

・意見がわからない

・まわりの方より専門の医院が良いと聞いていたが，

・一定の技量を見定める基準が不明確

その違いがどれくらいのものかわからなかった
・一般治療でさえ技術にバラつきのある歯科医院がた
くさんあるのに，超高額な矯正では絶対失敗したく
ない！！…と思っていましたがえらび方が分からな
いと思っていました
・全く知識はないですが，矯正歯科の看板があっても
安心して治療できるとは思えなかった
・あまり看板を気にしていなかった
・歯科医であればやりたかったら出来るのかなと思っ
ていました
・どこがいいかよくわからない
22
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・きちんと研修をした歯科医師のみが看板を出せるよ
うにしてほしい
・利益だけを考えている医師で矯正治療もまともにで
きない
・安心して治療を受けられないし患者側はわからない
・金儲けでやっている感じもして不信感
・法律を変えるべきではないですか？
・消費者側が正しく判断できない状態になっている．
きちんと矯正を学んだ者にしか看板を出すことや治
療が出来ないよう法改正すべきだと思う
・NG 矯正の話を聞いて怖くなった

・矯正治療の資格があった方が良い
・専門的な知識がないのに矯正治療を行うのは医師免
許がないのに手術をする人と同じでは…

・正しく安全な治療を受けるためにも充分な知識と経
験を持った医師のみが許可されるべきであると思う
・治療費が高額なのできちんと専門的な知識を持った

・高い治療費をかけてすることなので

医師に治療してもらいたい．誰でも看板が出せたら

・矯正はサービス業と違って体に大きな影響を及ぼす

判断するのにどうしたらいいのか

ため

・矯正も免許制にすべき

・差が出る

・適正な医療とは言えないから

・高額な治療なのにいい加減な基準で看板を出せるの

・分かりにくい

は困る．お金の問題だけではありませんが，お金目
的の不道徳な医者がいないとは限らないと考えてし
まいます
・治らないのは NG だと思う

・専門的に勉強し資格を持った人が出せるようにして
欲しい
・専門なら専門，違うなら違うと書いてくれないと一
般の人には分からない．選ぶことすらできない

・専門医の専門医療を受けたい

・まぎらわしく分かりにくい

・失敗した場合結局は患者側のデメリットになる．最

・患者の立場からはぜひ専門医に診て頂きたいので，

初からはっきりしていれば患者にも責任を持つこと
が出来る
・しっかり経験を積んでいない医師であると良い治療
が受けられないため
・別の資格として免許制にしてほしい

それが分かるようにして頂きたいです
・知識がないと惑わされる
・望みの矯正をしてもらえない可能性が高くなるので
即廃止するべき
・一般の人に矯正の知識を持っている人はほとんどい

・後悔する治療が多いのは問題

ないと思います．できるとうたっている歯科であれ

・誰でも安心して治療を受けられるように安易に看板

ば信じて治療をしてしまうのはおかしいですね．も

を出せないようにしてもらいたい
・失敗例をいくつも見せて頂き，専門の知識をきちん

う少し規定のある法律にして欲しいです
・実際は違うので

と持った（資格を持った）方のみ矯正治療を行うの

・看板を見て治療に行くので先生を信じてしまう

が望ましいと思う

・矯正のベテランだと思ってしまうのでダメだと言う

・同レベルの治療が受けられるべき
・専門性がわかる法律にしてもらいたい
・患者はどこでも一緒と思ってしまう

ことがよく分かりました
・治りますと言って治らない．悪くなるなんて看板を
出すべきではない

・失敗してしまうケースがあるのはダメ

・歯科医師ならば誰でも治療できることになるので

・治療内容の専門性についての認識が甘いと感じる

・専門医だけにして欲しい．存在すら知らなかったの

・特殊な治療なのできちんと専門に勉強を行った人の

で

みの方が良い
・歯並びは一生の問題なので，きちんと治療をさせた

4- 矯正治療の素晴らしさと，難しさ（専門性の高い

い．なので，気軽に看板を出せるというのは，治療

治療であること）をお話しさせていただきました

をさせたい私たちも混乱させる．できればきちんと

が，講演を聞いて，歯科矯正の専門医に対してはど

勉強をした人だけ看板を出してもらい治療をしても

のようなイメージをお持ちになりましたか？（表 9）

らいたい
・高いお金をかけて信じて矯正治療を始めてしまう

・きちんとした治療をしてくれそうだ

・怖いことだと思います．情報弱者は知らないまま

・頼りになりそうだ

NG 矯正になる可能性が高いの
・間違った治療をする場合があるため
・もっと専門性を法律でもたせ，医療ミスの減少に努
めて欲しい
・優秀な矯正医師にのみ看板を出していただかないと

…63 名

…38 名

・認定されているとはいえ他の歯医者さんたちとそれ
程変わらないのではないか？
・厳しくて怖そう

…1 名

・治療費が高そう

…28 名

・その他

…3 名

…3 名

私たちには判断ができないため
市民公開講座を経験して［金井］
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表 9 講演後の専門医のイメージについて
3%

きちんとした治療をして
くれそうだ

26%

1%

59%

3%
8%

・一般の人は矯正治療への知識もなく相談するところ
も信頼できるところもあまりないため
・知らないことも多く勉強になる
・参考になる

頼りになりそう

・知らないことが多い

認定されているとはいえ
他歯科医とかわらないの
では

・矯正に関する知識，情報不足．判断がしづらいため

厳しくて怖そう

・このような機会がないとなかなか聞けない

治療費が高そう

・色々な病院を回るだけでも費用がかかりなかなかい

その他

・この講座で知ったことがたくさんあったため

くつもの病院を選んで話を聞くことが難しいため
・初めて聞く事ばかりなので
・今までの常識が変わった．勉強することができて良
かった

◇その他の回答
・専門医でも自分で選ばなければいけないと思った

・治療を受ける側も知識を持つべき

・矯正の専門医でも治療方針は色々だろうから慎重に

・消費者が得られる専門的情報は限られているため

選ばないといけないと思った

・ためになった

・虫歯になったときに困惑しそう

・とても良い勉強になった
・知らないことを知ることができる

5- 今後このような公開講座を行う事についていかが
でしょうか？

・すごく勉強になった
・知らない人が多すぎるため
・分からないことは解決したい

a. 公開講座を行うことについては（表 10）
必要

…71 名

不要

…0 名

未回答

・色々な方法が世の中にはたくさんあるのでメリット
デメリットを公平に知りたい
・専門的な治療だとは思っていなかった

…1 名

・もっとみんなに知ってもらいたいから

表 10 市民公開講座の開催について

・一般の人は知識が乏しいため
・誰に聞いたらいいのか分からないから

0%
1%

・知らないことが詳しく分かるため大変良い
・どこに聞いたらいいか分からない．専門の先生の話
必要
不要
未回答

99%

を聞く機会を自分ではなかなか作れないため
・看板制度に関して疑問に思ったことがなかったので
先に知ることができて良かったです

6- 講演内容について，印象に残った講師の話の内容
についてお聞かせ下さい

◇上記回答へ書き添えられた意見
・このような機会がないと分からない，インターネッ
トでは限界

・失敗も多々あるということ．始める時期のこと，早
く始めた方が良い場合もある説明．これまでは早く
始めた方が安く，期間も短く済むと思っていた

・矯正のことなんてなかなか勉強できるところがない

・正しい矯正．専門医の選び方

・矯正について知らない部分がある人が多くいる

・治療を早くとせかす医者はよくない．専門医がこん

・このような講座がないと結局，行った医院の考え方
しか聞くことができない
・かかりつけの歯医者さんに何を質問したらいいのか
分からない
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なに少ないなんて
・急がなくても良いことが分かった
・矯正治療では治らないことがある
・専門医は一般治療をしないということは知りません

・日本人の矯正のケースでは情報が正確に充分に周知

でした
・歯科医は矯正の専門医ではないことに驚いた
・講師は色々な症例に対し丁寧な説明でとてもわかり

されていないということ
・ 品格

という言葉がありましたが，講師の話にそ

やすかった．増田さんは私たちの目線で話してくだ

れを感じた．長い付き合いになる歯科矯正，子供の

さりとてもためになった

成長をしっかり見ていただける医師を見つけたいで

・人によって抜かずに治せる．治療法が違い見極めも

す

難しい．場合によっては自然に治るという話に驚い

・こんな医師は要注意

た．抜かずに治せるならばそうしたい思いがあるの

・全体的に内容がわかりやすく聞きやすかった

で確かな目で見極めてもらう必要があると感じた

・非専門医による悪い治療の多さに驚いた

・一般歯科と専門医の違いがよく分かりました
・NG 治療が多いとは全く考えていなかった．講演を

・開始時期が気になっていた．子供の意思を見ながら
時期を見ても良いかなと思った
・講師の丁寧なわかりやすい説明が良かった．歯並び

聞いて良かった
・専門医を探すべきだとよく分かりました
・抜くのは悪いことだと思っていたが，そうでないこ
とがよく理解できた．永久歯が生えそろってからで

だけでなく口の筋肉など色々なからみがあっての矯
正だと言うことが分かりためになった
・矯正は急がずとも，永久歯が生えそろってからでも
良いということを知ることができよかった

も矯正は遅くないのか…
・専門の矯正医は抜歯すらしないということ

・フリートークがとても身近に感じ印象に残った

・専門医の存在，日本人の 8 割は抜歯治療，先生の経

・増田さんの話は患者側からのアプローチで話を聞く

験によるところが大きい

ことができて良かった

・歯科医の人数に対しての矯正専門医の少なさ．早く

・矯正に必要な 5 つの資料

始めなければと思っていたがそうでないケースも多

8- その他ご意見，ご感想

いと言うこと
・事例が多く取り上げられ，より理解しやすかった
・ 病的な変化

か

生理的な変化

かの見極めが必

・医師選びの大切さが改めて重要だと知りました．興

要なこと．患者側視点の増田さんの話は全般とても

味深い話がたくさんあり，今日は参加してよかった

参考になった
・信頼できる矯正医を探す．賢く知識を得る
・日本人の 8 割は抜歯治療を受けている
・専門医の先生の立場から矯正に対する心構えのよう
なものを伺ったような気がします
・医師の立場と患者の立場の両方から話を聞けてとて
も参考になりました
・増田様の矯正歯科，一般歯科の違いや選び方を詳し
く説明していただき大変参考になりました
・矯正の失敗例が多いと聞き驚きました

です．どうもありがとうございました
・このような講座を開催していただきありがとうござ
いました
・専門医院の数が非常に少ないことに驚きました．娘
の意志をしっかり聞いてすすめていきたいと思いま
した
・NG 矯正になったときのやり直しはどのような矯正
治療だったのか内容も知りたかったです
・本日この講座に参加でき本当に良かったです．あり
がとうございました

・抜いて良い歯といけない歯があることを知った

・市内の医師の話が聞きたかった

・明らかにおいしい話は気をつける．安い，見えない

・今日は本当に役立つ話をありがとうございました．

装置など都合の良い言葉にも気をつけます
・将来も見通してまだ開始しない
・NG 矯正，やりなおし（時間の経過が関係するとは
思わなかった）
・子どもと同じ年齢で同じような歯並びの子の治療さ
れた映像・お話がとても印象に残りました
・早く始めた方が良いと聞いていたが焦らず待とうと
思います

実際専門医にかかるのは難しいかもしれませんが，
かかりつけ医にもきちんと話ができると思います
・ありがとうございました
・漫画の本にカナを打ってほしい，子供が読めない
・専門医の所へ行ってみようと思います
・いろいろ勉強になりました．ありがとうございまし
た
・失敗後の矯正はどのような治療をして治したのか知
市民公開講座を経験して［金井］
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りたい
・本当にとても参考になりました．何でもかんでも矯
正というわけではなく，自然に整う場合もあるのだ
なと思いました
・講師の話と増田氏の話，治療する方とされる方，私
達の聞きたい事を増田さんがしてくれるフリートー

たと痛感しました．今 12 歳なので一度専門医を探
してみたいと思います．とても有意義な時間でし
た．ありがとうございました
・本日はありがとうございました．7 歳の子どもがい
ますが，永久歯が生えるまで焦らず様子を見て，必
要があれば専門医に行こうと思います

クタイムとてもよかったです．講師の話に今までの

・歯を動かす期間，留める期間があることを初めて知

歯科医師に対する嫌悪感がうすれました．どうもあ

りました．顔が小さいので歯がきれいに並ぶのは難

りがとうございました．司会が最後に言われた事，

しいかもしれないけれど，矯正する時期と歯科選び

その通りだと思いました．とても良い市民公開講座

はしっかりしてあげなければと思いました

だと思います

・知らないと言うことは一番いけないことだと思いま

・来て良かったです

した．JSO の先生，色々大変なことがあると思いま

・歯科矯正に対して不安，疑問，焦りがありました

すが，日本のこの現状を変えるために頑張ってくだ

が，今回このお話を聞いていろいろ知ることができ

さい！！誰かが立ち上がらないと変化は起きないで

本当に良かったです

すよね．本当にありがとうございました

・大変分かりやすい講演でした．すっきりしました．
写真を見て先生の治療の丁寧さが分かりました

・フリートーク時間をもっと多くして欲しい
・今日講座に参加できて良かった

・歯を抜かなくても OK という歯医者さんもあり，ど

・父親の顔立ちとそっくりな息子．将来矯正は逃げら

う判断して良いかわからない．あっちはあっちで違

れない…と覚悟しつつも，なるべくなら金銭的，肉

うことを言うし．抜かないと無理なのか？抜いて良

体的な負担を減らす方法はないのか．今何かをしな

いのか（機能的に）迷う

ければ後悔するのでは…と恐怖にも似た感覚でし
た．が，今日のお話を聞いてとてもスッキリした気

・フリートークが始まって：開始時期など質問の多く

分です．ありがとうございました

は先生が診断なしには答えられないもの．色々なと
ころでセカンドオピニオンを求めるべき話だと思い

・子どもの気持ち（嫌がったりする）を考えた方がい
いと言われ少し心が楽になりました

ました．困っている先生を司会の人が困らせている
感じもした

・講演者の方の本を頂いたので後に読むことができて

・歯科というと全ての歯科医が今回の講演で矯正と一

良いですが，講演の内容を箇条書きでもいいので資

般が違うことが詳しく分かりました．大変勉強にな

料を用意して頂けると聞く内容を書きとどめること

りました．ありがとうございました

に労力をかけずに，重要と思われる点を集中的に聞
きながら考えられるので良いと思われます

・質問コーナーがとてもよかったです
・すごく勉強になりよかったです．本，多数のプレゼ

・子供の矯正を考えていて，早ければ早いほど良いと
思っていたが，永久歯が生えそろってからでも良い

ントありがたく頂きます
・色々と参考になりました．ありがとうございました

と分かって今日の講演を聞いて良かったと思いまし

・「焦る必要はない」「永久歯がはえそろってから」

た

「早い時期なら抜かずに済む・安いは間違い」を知
ることができて安心しました
・子供（小学 3 年生）の矯正について迷っていたので

考

察

すが，まずは一般歯科で永久歯が生えそろうまで様

主にアンケート調査結果からの考察であるので，私

子を見ていればいいのだと思いました．ありがとう

見として述べさせていただく．上記に列挙した，ご意

ございました

見ご感想はおおよそ原文のままお示しをした．

・とてもよかった

開催場所の岡崎市は，人口が約 35 万人の愛知県の

・子供が小さい時から矯正に興味があり，一度見積も

中堅の都市で，経済的にも文化的にも平均的な地域と

りを出して頂きましたが，顎の骨を広げる治療とい

考えて差し支えないと考える．平均的な地方都市での

うことで子供の負担を心配し一歩が踏み出せません

結果は日本のおおよその現状を映し出していると考え

でした．でも今日のお話を聞いて踏み出さずよかっ

て良いのではないか，過去に開催された各地でのアン
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ケート調査の結果がほぼ同様の内容であったことはそ

なされており，矯正専門医により簡便に整理された矯

の推測を支持するものと考える．

正治療に関する知識を得るのは，多くの方にとって初

事前の質問内容を，前述のように 5 つに分類してみ

めての機会ではないかと想像されるが，Ⅰ期治療（混

た．「矯正治療全般」とは他 4 つ分類に当てはまらな

合歯列の治療），Ⅱ期治療（永久歯列の治療）を通じ

いもので，「一度話が聞きたい」「前歯が出てこない」

た総合的な治療計画についてその理由も含めて説明が

などがそれに該当する．ここに分類されるのは，将来

なされているため，このような結果を得たと考えられ

的には矯正治療の必要性を感じているものの，まだ具

る．

体的な指摘を受けたことはなく，すでに治療を経験し

かかりつけの歯科医や，検診等で矯正治療を勧めら

た子を持つ親やインターネットなどからの情報より漠

れたり，場合によっては「早くしないと手遅れにな

然としたイメージを持つにすぎない段階で，矯正歯科

る」などの指摘が治療開始時期に関する疑問の由来で

に接して生じた疑問というより，「矯正治療ってどう

あると想像されるが，講演後に 92％の方が理解した

なの？」「うちの子に関しては？」という問題意識段

というアンケート調査の結果（表 3）は，正しい情報

階の方たちの意見ではないかと思われる．その後，永

を提供すれば理解が得られること，またいかに正しい

久歯交換に伴い，視覚的に認識できる前歯部に叢生が

情報が不足しているかを示すものである．ここでい

生じたり，それに関し，定期検診などを通じ，かかり

う，正しい情報とは，決して各論的な治療の詳細に関

つけの一般歯科医からや，あるいは集団検診などで，

わることではなく，顎顔面頭蓋の成長による変化，永

個人的および具体的な矯正治療に関する指摘を受ける

久歯の萌出による歯列の変化，Ⅰ期治療，Ⅱ期治療と

などの機会を経ると，そのことが矯正治療受診の動機

いう治療ステージの概念を理解のうえ，変化していく

付けとなり，漠然としたイメージから指摘を受けた事

過程においてその患者が現在どこに位置しているかを

に関し，今持つ知識と照らし合わせることで具体的な

知らしめることだと考える．個々が生得的に持つ変化

問題意識に変化すると考えられる．提案された治療方

の中で，矯正治療が変えられるものとそうでないもの

針についての疑問の理解・納得を求めるようになり，

の区別を示し，変えられることすなわち矯正治療が対

その指摘が詳細になるとその理解，それに付随する疑

処出来ることをいつ，どのように行うことが良質で効

問も詳細なものになっていくと考えられる．その中で

率の良い治療であるかの理解を得ることができれば，

も，今回の事前の質問の結果から，小学生の子を持つ

自ずと治療開始時期に対する疑問は少なくなるのでは

親は「矯正治療の開始時期」に高い関心を持つことが

ないかと推測する．実際に講師の講義では短い時間な

わかった（表 1）．このことは，早く始めた方が良い

がら要点を押さえた正確な情報が提供されたため，ア

という指摘を受けたものの，そうではなかった治療経

ンケート調査結果にみられように多くの正しい理解を

験者からの話などを聞き及び生じた疑問と考えられ

得られたと考えている．

る．矯正歯科環境の混乱の一因に無益な早期治療があ

別の視点から考えるなら，アンケート調査の結果あ

ることは疑いの余地はなく，今回の対象者が小学生で

るいは講演後のご意見から，矯正治療に関する知識を

あることを考えると，Ⅰ期治療を含めた早期治療の是

得る今回の市民公開講座の様な機会は多くない．歯科

非に関しては正しい理解が望まれる重要な項目である

医療の啓蒙が浸透し，歯科医院には，歯が痛い時に行

と考えていた．

くという時代から，かかりつけの歯科医院に定期的な

治療開始時期については，前歯の叢生をどのように

管理を受けている方が多くなった現在，矯正治療に関

するかではなく，個々に相応しい矯正治療のゴールに

することを含め，歯科医療に関しての情報はかかりつ

向け，総合的な治療計画が考慮され決まることと考え

け歯科医より得ることが多くなると推測される．患者

るが，それに関して充分な説明がなく，さらに早期治

にとって信頼を寄せているであろうかかりつけ歯科医

療による抜歯が避けられるなどの説明を受けることに

からの指摘は重い意味を持つと想像する．それに対し

より疑問や混乱が生じていると推測された．

疑問を生じることは標榜に関するアンケート調査の結

前半の講演終了後の質問では，「開始時期」の疑問

果を合わせ考えると矯正治療を取り巻く環境の混乱の

が減少し，「専門医」「抜歯」などの新たな疑問が加

根深さを思わせると共に，問題解決の一助を示唆する

わっており，事前の質問に比較しより具体的なものに

結果だと考えられる．

なっていると考えられる（表 2）．前半の講演で，JSO

講演の理解は，開始時期に関する疑問の多くを解消

の講師から，矯正治療の正しいあり方について説明が

させたが，新たに抜歯や，専門医などの疑問を生じさ
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せた．今回の対象者を考えると治療開始時期について

費者に情報を提供することが我々の責務であったと考

は正しい理解を望むべき問題と捉えていたが，もう一

えられる．努力及ばず，本来目指していた制度を成就

つの理解が望まれた疑問として抜歯についてがあげら

するには至らなかったが，各団体が独自の制度で専門

れる．JSO の講師による説明があったとはいえ，一度

医を認可することとなり，JSO はその設立理念より，

の講演で多くの理解を得るのは困難なのではないかと

難度の高い試験を実施し専門医を輩出している．制度

考えていたが，92％の方が理解したというアンケート

の枠に関わらず，JSO より認定された専門医の臨床技

調査の結果は（表 4），同様に正しい情報を提供すれ

術は，良質な治療結果を提供できるものと自負する．

ば理解が得られることを示すとともに，すでに経験者

残念ながら，医療行政とともに広範に強い影響力を迅

からの話などから，知識として持ち合わせていたこと

速に及ぼす事は困難であるため，このように地域にお

が推測された．患者とすれば，本来望まないであろう

ける市民公開講座を実施し，良質な医療を受けて頂く

抜歯についても適切な説明がなされれば理解が得られ

ために必要な正しい情報を少しずつでも流布していく

たことは，患者は良質な治療結果を望み，そのために

ことは，矯正治療を取り巻く環境の混乱の改善のため

必要であれば抜歯も承知できることを示していると考

に極めて有益と考える．

えられる．JSO の講師が示した治療結果は，多くの患

また，講演後このように多くの理解を得られたの

者にとって始めて経験する良質な治療結果の供覧とそ

は，医療ジャーナリストの増田氏の講演の影響を忘れ

の説明であったと思われる．抜歯を伴う治療の経験者

てはならない．増田氏には，矯正治療に関し JSO の

の話などから，知識として持ち合わせていたところ

講師に追従する内容ではなく，良質な治療結果を得る

に，具体的な治療結果とその説明がなされたことによ

ために必要な知識を，上手くいかなかった症例を呈示

り抜歯についての多くの理解が得られたものと考えら

しながら説明をしていただいた．上手くいかなかった

れ，我々が日常臨床で考えている治療ゴールは，患者

症例とその理由は，上手く行った症例の呈示より強い

にとって望ましいものであることが示され，その判断

印象を与えたことが想像され，アンケートにも上手く

に抜歯を伴うことがあっても許容されることが明らか

行かないことがあることを知ったなどの意見が寄せら

となった．

れている．このことにより，正しい知識への欲求が高

治療開始時期と抜歯についての理解が得られたとす

まり講師の講演の理解をより深いものへと導いたので

るなら，残る疑問はどこで，誰の治療をうけるのが良

はないかと考えている．また，講演後に得られた質問

いのかという事になると考えられる．それについて矯

の講師との応答において，二人の専門家のやり取りと

正専門医と一般歯科医の違いや標榜についてのアン

いうよりは，来場者にとり，医療ジャーナリストが医

ケート調査の結果は，現状の混乱を如実に示す結果と

療消費者の疑問を代表して質問しているという形式で

なった．83％の方が，矯正歯科の標榜があれば，そこ

あったことが，質疑応答への信頼と安心を与えたので

で行われる矯正歯科医療に疑いを持っていなかったと

はないかとも考えている．講演後の感想に，増田氏へ

いう結果や，矯正歯科を専門とする歯科医院の存在を

の好意的な意見が多くよせられたことを付記し，日頃

知らなかったという意見（表 7, 8）は，混乱の最も大

より JSO の活動に御理解御協力を頂いたことに，心

きな原因であると考えられるのではないだろうか．医

より感謝申し上げる．

療消費者にとって，標榜は判断の大きなよりどころで
あると考えられるが，質の担保に関し何ら基準が設け
られていないことは標榜を通じ医療消費者が望む情報

後

記

を提供しているとは考えにくい．さらに多くの方が質

2013 年に愛知県岡崎市において開催された，市民

の担保に関し何ら基準が設けられていないことすら知

公開講座のアンケート調査の結果と，私見ながら考察

らなかったことは，標榜が体をなしその役割を果たし

として思うところを述べさせて頂いた．既述の通り，

ているとは言い難い．自由標榜の目的として矯正治療

今回得られた結果は，当開催地域に特有のものではな

の普及を考えたとき，その役割はすでに終わったと考

く，日本各地域における現状を示すことと推察され

えられるであろう．医療行政に対しては，社会情勢に

る．来場者から得たアンケート調査の結果や，頂戴し

合わせた柔軟な対応を強く望むところである．また，

たご意見などから，矯正治療を取り巻く環境の混乱の

標榜が公的なものとして信頼を得るのであれば，専門

原因は矯正治療に関する質的・量的情報の不足である

医制度というそれに準ずる制度の確立をもって医療消

ことが改めてうかがわれた．また，情報を提供するこ
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とで理解が得られることもわかった．正しい理解を得
るために，今後は提供される情報がより良質であるこ
とが望まれ，矯正歯科を取り巻く現状の社会情勢を考
えると，このような各地域における啓蒙活動が重要な
役割を果たし，多くの機会が持たれることが期待され
る．
矯正治療は何を治す医療であるか，決して前歯の排
列のみがその本態ではないことを迅速に周知する必要
があることを痛感するものである．
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