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はじめに
JSO 市民公開講座は 2010 年 11 月の新潟県上越市と
新潟市を皮切りに，その後 2015 年までに，北九州
市，新居浜市，松山市，前橋市，真岡市，松山市，伊
賀市，岡崎市，福島市，新居浜市と 10 都市において
12 回開催された．
その間の延参加人数は 1,200 人を数えるまでにな
り，矯正治療に関して悩みを抱えている人々が全国に
大勢いることを実感した．
公開講座では，参加者（一般の医療消費者や矯正治
療中の患者）にアンケート調査の協力を依頼してい
る．このたびは，その調査を基にして，参加した患者
や医療消費者が歯科矯正治療に対してどのようなイ
メージを抱いているのか，またどのような不安を抱え
ているのかについて，医療消費者，医療ジャーナリス
トの視点からまとめた．

第 4 回 2012 年 2 月 12 日
新居浜 80 人（大人 69 人，子供 11 人）
第 5 回 2012 年 5 月 28 日
松山市 43 人（大人 43 人）
第 6 回 2012 年 11 月 10 日
前橋市 121 人（大人 87 人，子供 34 人）
第 7 回 2012 年 11 月 11 日
真岡市 100 人（大人 78 人，子供 27 人）
第 8 回 2013 年 10 月 14 日
伊予郡砥部町 40 人（大人 30 人，子供 10 人）
第 9 回 2013 年 11 月 3 日
伊賀上野 85 人（大人 62 人，子供 23 人）
第 10 回 2013 年 12 月 1 日
岡崎市 90 人（大人 81 人、子供 39 人）
第 11 回 2014 年 11 月 16 日
福島 101 人（大人 72 人，子供 29 人）
第 12 回 2015 年 2 月 8 日
新居浜市 50 人（大人 43 人，子供 7 人）

「市民公開講座」全 12 回の道のり

総数 1,215 人

第 1 回 2010 年 11 月 20 日
上越市 126 人（大人：93 人，子供 33 人）
第 2 回 2010 年 11 月 21 日
新潟市 246 人（大人 113 人，子供 133 人）
第 3 回 2011 年 11 月 23 日
北九州 133 人（大人 94 人，子供 39 人）
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１．公開講座開催形式の変遷
初回の上越市では，前半に増田が「後悔しない歯科
矯正〜矯正で失敗したくないすべての人へ」の講演を
行ない，歯科矯正治療の現状と対処法（約 45 分間）

を話した．後半は，座談会形式として，司会進行は渡

回答を求める形式となった．

辺英美さん（新潟日報社上越支社長）が担当し，増
田，山縣知子さん（NPO 法人マミーズネット理事），
三瀬駿二先生が登壇して「知っておきたい矯正を始め

２．開催形式確定までの黎明期を振り返って

るときのポイント」というタイトルで治療開始時期に

初回開催地の上越市は人口約 20 万人（合併前の旧

テーマを絞って話し合い，登壇者だけでなく会場内の

上越市 12 万人，合併後の周辺町村 8 万）の地方都市

参加者からも積極的に質問を受けた（約 1 時間）．

で，子どもと老人は多いが成人が少ない．そのため幼

翌日の新潟市においては，星隆夫先生の講演「矯正

児，児童，生徒とその保護者，学校関係者（養護教諭

治療ってどんな治療？」，増田の講演「後悔しないク

など）にターゲットを絞り，市内全域の幼稚園，保育

リニック選び 5 つのポイント」と無料歯科矯正相談の

園，小学校，中学校の子ども全員にチラシを配布（約

3 部構成であった．専門医と第三者のジャーナリスト

2 万数千枚）し，地方新聞掲示板や情報誌にも開催案

の両方の視点から，歯科矯正治療の説明を行なうこと

内を掲載した．地域性も考慮して対象とテーマを絞っ

で，歯科矯正に対する理解を深めることを狙いとし

て構成したことで，一般の方にとって理解しやすかっ

た．また，相談会により具体的に個別の疑問に対し答

たと思われた．

えることを目標としたが，参加者全てに応じることが

会場（参加者）との一体感を高めるための座談会形

できなかったことから，参加者にはファックス質問用

式は好意的に受け止められ，ひとつの有効な手段であ

紙を配布し，後日質問に対し回答した（2 件）．

ることがわかったが，登壇者の人選が重要であると考

第 3 回北九州市では，前半（1 時間）は，三瀬先生

えられた．上越市では，司会進行役（新聞社女性支社

から「矯正専門医とは？」，澤端喜明先生から「歯科

長）や母親代表（子育て NPO），三瀬先生（専門医）

矯正ってどんな治療？」，増田から「後悔しないクリ

と増田（患者視点）とのバランスがよかった．専門的

ニック選び 5 つのポイント」と 3 題の講演を行った．

な講演が少なく，もっと詳しく聞きたかったという人

後半（1 時間）は，シンポジウム形式として「安心し

が何名かいたが，時間は全体で 2 時間が限度であり，

て矯正治療を受けるために

内容的に何を選択するか悩ましいところであった．

〜歯科矯正の疑問にお答

えします」というタイトルで，フリーアナウンサー岡

翌日の新潟市では，新潟市教育委員会の後援を得

裕子さんが総合司会を務めて，三瀬先生，澤端先生，

て，新潟市の中心部である合併前の旧新潟市（人口約

増田が登壇して討論し，会場からの質問にも答えた．

50 万人）地区の小学校全校に生徒数分のチラシを持

なお，上越，新潟会場では挙手質問が少なかったこと

ち込み配布．マンパワーの問題もあり，小学校のみの

から，事前に質問用紙を配布した結果 68 枚の質問が

配布となったが，混合歯列期に不正咬合に気づくこと

寄せられ予定時間を 15 分間延長した．

が多く，治療をすべきか悩む時期であることから，小

第 4 回新居浜市では，前半（1 時間）に澤端先生か

学校を中心とした広報活動はニーズに答えるという点

ら「歯科矯正ってどんな治療？」
，増田から「正しい

からもよかったのではないか．地方新聞やテレビ，ラ

矯正治療を受けるためのポイント」の講演二題を行っ

ジオなどマスメディアを通した広報活動も一定の効果

た．後半（1 時間）は，フリートークタイムとして

が得られた．

〜歯科矯正の疑

新潟市では，反響の大きさにある意味驚かされた．

問にお答えします」というタイトルで会場から講師へ

一般市民の歯科矯正治療に対する関心は高く，安心で

の質問・相談を受け付けた．フリーアナウンサーの伊

安全な矯正治療に関する情報を提供していくことの必

藤有希さんが総合司会を務めて，澤端先生，増田が登

要性を強く感じた．想像どおり一般市民には，歯科矯

壇して質問に答えた．

正専門医の存在が認知されていないことが確認でき，

「安心して矯正治療を受けるために

第 4 回までの経験を踏まえて講演会のスタイルがほ

さらに広報活動の大切さと有効性を実感できた．歯科

ぼ確立し，第 5 回松山会場以降は，前半 1 時間，後半

矯正治療に関して，専門医の視点と一般の代表ともい

1 時間の二部構成とし，前半は専門医からの矯正治療

えるジャーナリストの視点の両面から解説したこと

についての講演 30 分と増田から医療消費者の視点で

で，講演内容に説得力が出たのではとも思う．無料矯

の講演 30 分．前半終了後の休憩時間に事前配布した

正相談に時間が割かれた分，参加者全員からの質問や

質問用紙を回収し，テーマごとに分類したあとで，増

疑問を聞く時間がとれず，上越会場の座談会形式との

田が代表的な質問をピックアップして専門医の先生に

組み合わせを検討すべきと考えられた．また，今後も
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定期的に開催することが本当の意味での啓発活動にな

方，レイアウトを行なうことが望ましいと考えられた．

ると思う．
第 4 回以降も教育委員会，市などの公共機関の後援
をとり，開催地の小，中学校，保育園，幼稚園等での
チラシ配布を行った．公開講座の回数を重ねること
で，チラシ配布枚数と参加人数との関係が見え始め，
配布チラシの約 500 分の 1 の世帯数が参加し，参加者
数は世帯数× 2 が目安となることがわかってきた．実
際に第 11 回目の福島市では，チラシを 2 万 6 千枚配
付し，予想参加世帯数 52 に対し 57 世帯が参加，予想
参加者総数 104 に対し 101 名参加と，ほぼ予想どおり
の参加状況であった．

（新潟会場）

3. 参加者アンケートのまとめ
【質問 1】

第 3 回北九州市においては，北九州市教育委員会の

一般歯科や小児歯科などと一緒に「矯正歯科」の看

尽力もあり，市立小学校 130 校（約 3 万 4 千名）をは

板を出している医院がありますが，この矯正歯科の看

じめ，私立小学校，国立小学校（1,190 名），さらに各

板に関して講演前までどう思われていましたか？（表

市民センター（129 センター），役所での配布や関係

1）

団体（食や健康関連のボランティア団体，子供の集ま
る場所），担当課が実施するイベント（講演会等）

アンケート回答者 196 名
目，福島（複数回答可）

で，合計約 3 万 5 千枚（北九州市は人口約 100 万人）

表 1 矯正歯科の標榜について

のチラシを配布した．北九州市では，公開講座開催に
際し，患者さん誘導を目的としたイベントにしてはい
けないことを念頭において取り組んだが，質問の多く

140

に「専門医を紹介して欲しかった」との声もあり，患

120

者誘導と取られることのジレンマと市民公開講座の目

100

標とが相反することに矛盾を感じた．公開講座への参

80

加の有無はともかく，地域に 3 万 5 千部のチラシが配
布された効果は無視できない．少なくともチラシに公
開講座の開催趣旨の一部でも伝わるような言葉の選び

伊賀，岡崎，新居浜 2 回

60
40
20
その他
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方が便利
いくつもの診療科目が掲げられている
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どこでも同じような治療が受けられる

（北九州会場）

歯医者さんだと思っていた
矯正の治療法をきちんと身につけた

（人）

安心して矯正治療が受けられる

0

【質問 2】

表 4 認定矯正専門医のイメージ

法律上は，歯科医師ならば資格や技術を問わず誰で
も矯正治療ができ，「矯正歯科」の看板が出せます
が，この法律について知っていましたか？（表 2）
アンケート回答者

124 人

北九州，新居浜 1 回目

表 2 歯科医師ならば誰でも矯正治療ができること

その他

治療費が高そう

厳しくて怖そう

知っていた

94人

とそれ程変らないのではないか？
認定されているとはいえ他の歯医者

（人）

頼りになりそうだ

知らなかった

きちんとした治療をしてくれそうだ

30人

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

【質問 3】
法律上は，歯科医師ならば資格や技術を問わず誰で
も矯正治療ができ，「矯正歯科」の看板が出せます

【参加者からの自由意見】

が，この法律についてどのようにお考えですか？（表

各会場での事後アンケートから参加者の主な声を抜
粋した．

3）
アンケート回答者

434 人

全会場（複数選択可）
◯上越会場

表 3 歯科医師ならば誰でも矯正治療ができる制度について

・講師が共に印象的で説得力があった．今回は「始め
どき」という題で絞ってあり，わかりやすかった．具

15人

体的な治療法や実情など，もっと掘り下げた話も聞い
てみたい．無料託児所があってとても助かった．（20
代

良い

419人

良くない

専業主婦）

・8 歳の娘の矯正を考えての参加でした．3 歳ころか
ら虫歯のため，口コミで知った歯科に 5 年近く通いま
したが，矯正の件も含め説明が不十分であり，今後専

【質問 4】
講演を聞いて，認定された歯科矯正専門医に対して
どんなイメージをお持ちですか？（表 4）
アンケート回答者

434 人

全会場（複数選択可）

（上越会場）
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門医への通院を考えています．専門医と一般歯科の違

◯新居浜会場

いがわかりました．今後もさまざまな内容での講座の

・「歯を抜かない矯正のほうが本人の負担も軽く，治

開催があればと思います．（30 代

療費も安い．その方向もいいなー」と軽く考えていた

男性

会社員）

・子どもの矯正には本人の意思が必要なこと，少しお

が，歯科矯正専門医のほうがいいのが改めてよくわ

かしいからと焦らず，永久歯が生え揃うまで観察して

かった．

いくことも必要だとわかり，心に余裕が持てました．

・歯科医師なら誰でも矯正していいということはびっ

医者が違えば言うことが違う，と実感することがとき

くりした．患者なら医師なんだから信用してしまう．

どきありますが，医師を選ぶことの大切さがわかりま

・顎を拡大する装置の話がとても印象に残りました．

した．（30 代

自営業）

単に永久歯が生えてくるスペースがないから装置で広

・一般歯科と矯正歯科（専門）の違いを知らなかった

げれば OK と考えていたが，考えを改めさせられまし

がよくわかった，専門医にかからなくてはいけないこ

た．

とがよくわかった．（30 代

・歯科治療を始める年齢は早いほうがいいわけではな

女性

女性）

いこと．抜かずに治すは信じない．
◯新潟会場

・医者の選び方，医療の受け方などとても参考になり

・日本人の 7 〜 8 割に抜歯が必要なことに驚いた．治

ました．

療を早く始めれば，全ていいわけではないことがわ
かった．
・診療科の看板についての話は知らなかった．やった
ことのない診療科目も看板に出せるなんておかしい．
・子どもが 7 歳でどうしようか迷っていた時期だった
ので，受講できてよかった．
・間違った矯正を子どもに受けさせているので，時期
を見てやめる決心がつきました．
・初めて公開講座に参加しましたが，こんなに内容が
充実しているとは思いませんでした．
◯北九州会場
・矯正専門医が全国に 400 人程度しかいないのには驚

（新居浜会場）

きました．また，いつごろ始めたらよいか不安でした
が，先生方の話でまだいいとわかり，安心しました．

◯松山会場

・抜かない矯正，見えない矯正をと思っていたのに，

・矯正に対しての知識を得ることができてとてもよ

どちらもよくないとわかり本当によかった．

かったです．専門医を選ぶことの大切さを改めて考え

・矯正歯科を勉強してない先生でも看板があげられる

ました !

ことにびっくり．一生つき合っていく自分の歯を自分

・矯正専門医の資格を持っている歯科医師が少ないと

自身が知識を持ち，歯科選びをしなければと痛感しま

いうことにショックを受けました．よくわからないの

した．

に治療をするなんて怖いと思いました．

・矯正専門医がいること，一般の歯科と違うことを知

・子どもの床矯正を数年前にすすめられ，悩んだあげ

りませんでした．

くやりませんでしたが，判断が正しかったことがわか

・日本人の 8 割は，矯正の際，抜歯が必要だというこ

りました．患者の立場で知らされていないことが，た

と．一度，矯正歯科にかかった際，抜歯が必要だと言

くさんあるのが驚きでした．

われずっと不安でした．（子どもの周りは

・歯科医師の免許があれば，矯正治療をすることがで

抜かない矯正

拡げる，

が流行であるため）

きるという話に驚きました !!

専門医の重要性を感じ

・情報提供はありがたかったが，その後，患者がどう

ました．

いう行動を起こせばよいのかわからない．近くの専門

・矯正は自分が納得し，安心して受けられるよう，セ

医の情報も欲しい．

カンドオピニオンなどをとり入れて治療できるように

34
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したいと思いました．

・矯正のお金，期間，専門医，認定医の違いなど初め

・歯科矯正というものが，どのように治り，いつ始め

て聞いた話ばかりだった．専門医と認定医でこんなに

ればいいのかが詳しくわかってよかった．クリニック

も違いがあるのかと思いました．一般歯科で矯正をし

選びの 5 つのポイントもわかりやすくてよかった．

ている人に聞いてほしいと思いました．

・歯科矯正専門医の資格試験は，患者にとって必要．

・質問の中で，個人的な相談を強く希望した方が数名

素人には，こういう試験が名医を見分ける判断基準に

いたので，講演後に時間をとると，参加者は嬉しいと

なるからです．

思いました．

・患者は歯科医を信頼しているので，歯科医も安心で
きる治療のために努力すべきと思う．

（前橋会場）
◯真岡会場
・早く治療すればよいというわけではないことがわか
（松山会場）

り，よかった．
・近所の専門医を教えてくれるともっとよかった．

◯前橋会場

・矯正専門医というのを初めて知った．もっと認知さ

・子どもの矯正は早いほうがよいと思っていたので，

れるよう確立してほしい．

もう少し様子をみてもよいのだとわかった点がよかっ

・標榜は専門医のみ出してほしい．失敗して泣くのは

たです．

患者．歯科医師は心が痛まないのか．

・矯正の専門医師，専門歯科を紹介するわけにはいか

・経験がない歯科医師なのに，治療するのはサギ！

ないのだろうが，一番知りたかったのはそこかも．

・取りはずし矯正や歯を抜かない矯正に注意しなくて

・抜歯をすることが必要ということがわかった．あご

はならないことがわかりました．

が広がらないということがわかった．

・高額な上，心身に大きな影響のある矯正は，キチン

・普通の歯科医院でも矯正という看板を出せるという

と専門医の先生だけが診るべき．

ことを聞いてとても驚きました．私は小学生のころ，

・診てもらった歯科医がまさに悪い例で急いでやらな

歯科医院で床拡大矯正器を使って矯正をしたことがあ

くてよかったです．娘の矯正がまだ間に合うと思えて

りますが，自主的にやらなくてはいけない器具だった
ので，結局やめてしまいました．しかし，今回の講演
を聞いていたら，その器具を使用したために，上下が
正しくかみ合わなくなったり，顎関節症になったりと
いろいろな障害がでてしまった例を見てやめてよかっ
たと思いました．そのような誤った治療を防ぐために
も，法律を改善したほうがよいと思いました．
・ほとんどの人が看板を見て歯科に行くことが多いと
思うので，矯正を掲げてあるときちんとした矯正をし
てもらえると思ってしまう．
・何を基準に矯正する歯科医院を選べばよいのかわか
らないので，選ぶ側への道しるべになると思いました．

（真岡会場）
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安心しました．

的でした．

・質問用紙を用意して下さり，答えてくれるところも

・テレビで 3 歳から矯正治療ができると言っていたの

よかった．

で，子どもが 3 歳になったので行こうと思っていた．
・裏側矯正はよいと思っていたが，デメリットも多い

◯伊予郡砥部町会場

と聞いてビックリした．やはり多少目立ってもきちん

・娘（8 歳）が反対咬合で 1 年前から夜だけマウス

と矯正を受けられるほうがよいと思った．

ピースを入れています．近所の歯科で．が，いつまで

・拡大床矯正装置はダメだと聞いてびっくりした．

どうなるのか見通しがつかず，大変参考になりまし

ずっと子どもの歯（6 歳）のことで悩んでいたので，

た．

歯を抜かない矯正，早ければ早い方がいい…など，か

・ほとんど知識がなかった矯正治療のことがよくわか

かりつけ医から言われていることばかりでびっくりし

りました．急いで治療しなくてもいいということがわ

ました．

かりよかった．

・歯科医＝矯正専門だと思っていたことが間違いだっ

・専門医にかかる重要性がよくわかりました．

た．

・歯科医院も近くに通うのが便利というだけで選んで
いました．
・一般歯科と矯正専門医との違いがよくわかりまし
た．
・歯科衛生士をしています．矯正の相談を受けること
が多く，今日の講座は大変勉強になりました．特に多
いのが小学校（幼稚園からも）低学年で矯正したほう
がよいと紹介状を書かれたという例．「早いほうが安
い」「期間が短い」
「歯を抜かなくてよい」「顎を拡大
する」という噂もあり，どのように答えてよいのか
迷っていました．
・現在，一般歯科と矯正歯科の両方をしている歯科医

（伊賀上野会場）

院がとても多く，患者が悪い矯正歯科に出会う確率が
高いことにとても危機感を感じました．

◯岡崎会場

・歯科矯正にも専門医，認定医があることを知って驚

・抜くのは悪いことと思っていたが，そうでないこと

きました．

がよく理解できた．
・早く始めたほうがよいと聞いていたが，焦らず待と

◯伊賀上野会場

うと思います．

・矯正歯科の専門医の少なさ，選ぶ難しさが一番印象

・開始時期が気になっていた．子どもの意思を見なが
ら，時期を見てもよいかなと思った．
・専門医を探すべきだとよくわかりました．

（伊予郡砥部町会場）
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（岡崎会場）

・歯科医の人数に対しての矯正専門医の少なさ．早く

に，と後悔しています．知識がないと本当に損をしま

始めなければと思っていたが，そうでないケースが多

す．だいぶ昔のことですが，費用を返してほしいくら

いということ．

いです．

・
「焦る必要はない」「永久歯が生え揃ってから」「早

・後悔しない 5 つのポイントにより，どのようなクリ

い時期なら抜かずに済むとか，安い，は間違い」を知

ニックを見つければよいかわかった．

ることができて安心しました．
・7 歳の子どもがいますが，永久歯が生えるまで焦ら

◯新居浜会場

ず様子を見て，必要があれば専門医に行こうと思いま

・治療の時期が人によって違うこと，適切な時期や必

す．

要性を決めるためには専門医の先生に診てもらって決

・医師選びの大切さが改めて重要だと知りました．

めたほうがよい．
・専門医でないと安心して治療ができないことを聞け

◯福島会場

てよかった．早期に…と言われていたので，はっきり

・子どもの矯正治療で，虫歯の治療も一緒にできると

時期がわかってよかった．

ころを考えていましたが今日の話を聞いて，知識がな

・手遅れはないということ，専門医がきちんといると

いのは怖いと思った．

いうことがわかった．

・矯正歯科と看板をあげていても専門の医師ではない

・マウスピース矯正や裏側矯正に関心があったのです

ことがわかった．

が（仕事で営業をしているため），話を聞いてやはり

・矯正専門医は，一般歯科はしないということを初め

矯正するなら，きちんとした方法でやろうと思いまし

て知った．

た．

・成人になっても治療できる，きれいに並べるだけが

・歯のかみ合わせって，すごい大事なことなんだなと

矯正治療ではないことを知った．

改めて思いました．

・クリニック選びについての 5 つの注意点が印象深

・専門医の先生が少ないので，住んでいる場所等に

かった．

よっては，専門の先生にみてもらいたくても無理な場

・身長が止まる前にしないとダメといわれたことが

合があるのかなと思いました．

あったので，12 歳からでもよいというお話をきいて

・金額がかかるため，正しい知識，必要性，医師の見

ビックリした．

極めをするよい機会でした．

・今すぐやらなくていいことや，抜歯が大切であるこ
とがわかりました．
・私自身 10 代のころ，非抜歯矯正を受けたことがあ
り，結局きれいにならずに失敗した経験があります．
別な病院で治しましたが，時間と費用を無駄にしまし
た．もっと早く知っていたら無駄にならなかったの

（新居浜会場）
上記各会場の自由意見から，参加者に多い「悩みや
不安」は主に以下の 5 つに分類できた．
1）いつから始めればいいの？
2）どういうクリニック（医師）を選べばいいの？
（福島会場）

3）抜かない治療がいいと思っていたけれど…
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4）拡大矯正やマウスピース治療をすすめられたけれ

理解してもらうために，JSO 専門医の先生方とともに

ど…

情報発信していきたいと考える．

5）費用はいくらくらいかかるの？
早く始めたほうが安く済むと言われたが…
４．1,215 人の参加者と接して

謝辞にかえて
市民公開講座を開催してくださった JSO の先生方

医療消費者・患者が，歯科矯正治療について正しい

2010 年 11 月 20 日

上越市

原省司先生

情報を得られていない実態が明らかになった．さらに

2010 年 11 月 21 日

新潟市

深町博臣先生，池元太

現状では，患者側のみならず，医療提供者側，患者側

郎先生，森田修一先生

双方ともに矯正治療についての正しい理解が得られて

2011 年 11 月 23 日

いるとはいい難く，歯科医師から適切とはいえない指

淳先生，有松稔晃先生，妹尾葉子先生

導，治療が行われていることが浮き彫りになった．社

2012 年 2 月 12 日

新居浜市

会問題といってもいい．

2012 年 5 月 28 日

松山市

北九州市

藤田邦彦先生，大木
和島武毅先生

三瀬駿二先生

また，患者が望む治療をしてくれる専門医が少な

2012 年 11 月 10 日

前橋市

齋藤卓麻先生

く，かかりたくてもかかれない地域があるとの声も多

2012 年 11 月 11 日

真岡市

稲見佳大先生

く寄せられた．さらに，既に治療を開始し悩んでいる

2013 年 10 月 14 日

伊予郡砥部町

切実な質問も寄せられ，混乱する矯正治療の実態を実

三瀬泰先生

感し，安心で安全な歯科矯正に関する正しい情報を発

2013 年 11 月 3 日

伊賀上野市

信することの重要性を痛感した．

2013 年 12 月 1 日

岡崎市

このような現状の中，矯正被害者になったかもしれ

2014 年 11 月 16 日
2015 年 2 月 8 日

もった．参加者が家族，職場，地域のコミュニティ，

博先生，大石めぐみ先生

廣島邦泰先生

金井鐘秀先生

福島市

ない市民を少人数でも救えたのではないかとの思いも

三瀬駿二先生，

新居浜市

樋口育伸先生
和島武毅先生，松田充

友人にこの講座で得た情報を口コミで発信してくれる
ことを願う．草の根運動や啓発活動は，継続すること

講師

で大きなうねりを生む．今後も継続して情報提供する

星隆夫先生

ことで国民の声を味方にしたい．そして，国民の声，

グラフ作成協力

患者の声を国に届ける活動を行っていきたい．

誌面構成協力

歯科矯正治療が専門医のみによって行われているな
らば，専門医制度もガイドラインも本来不要なもので
あろう．しかし，さまざまなレベルの矯正治療が混在
するなかでは患者に信頼される専門医制度の確立を要
望するだけでなく，科学的な根拠に基づく診療ガイド
ラインが必要となる．そして，正しい情報を社会に広
く伝えていくことも，重要な役割と考える．
矯正治療は，早期に開始するメリットがある場合も
あるだろう．また，早期に開始するメリットがない患
者には，適切な時期まで待ってから開始することが当
然だ．しかし現状では，特に小児患者の保護者に対し
て，将来に対する不安を扇情することで，乳歯列や混
合歯列における不要な治療に誘導する例を散見する．
今後も，1. すべての症例に早期治療が必要なのでは
ない．2. 早期治療を行う症例に対しては，その治療目
標を明確に示すべき．この 2 点を多くの医療消費者に
38

THE JAPANESE JOURNAL OF ORTHODONTICS

澤端喜明先生，三瀬駿二先生，深町博臣先生，
池元太郎先生
深町博臣先生

