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矯正歯科治療に対する社会的ニーズの広がりとと

もに，患者の要望も少しずつ変わり，できるだけ非

抜歯で矯正治療を受けたいと主張する。教室の副島

ら１）の調査によると，現在千葉病院における非抜歯

矯正治療の割合は約７０％になっている。そこで，今

後さらに進むと予想される治療法の改善をふまえ，

非抜歯矯正治療の現況について解説する。

１．矯正治療に期待することの移り変わり

外科的矯正治療が一般的に広く行われるようにな

り，患者の要望が歯列弓および咬合状態などの形態

的改善に加え，上下顎関係を含む顔貌の改善を強く

主張するようになってきた。特に，口元の前突感を

嫌い，できるだけ後退させて欲しいと主張する。日

本人は，コーカシアン系の欧米人と比べ，若干上下

顎前突気味であり，口唇を閉じていれば充分調和が

とれていると思われるが，患者の中には白人のよう

に下げて欲しいと訴える人もいる。その心理は，口

元が突出していると遅鈍に見え，下がっていると知

的で利口そうに見えるという先入観があるものと思

われる。確かに口元が突出し，口唇をぽかんと開

け，顔に生気がなく，顔の筋組織が緩んでぼけっと

している状態は，ひいきめに見ても利口そうには見

えない。しかし，典型正常咬合を教科書的に解釈す

れば，モンゴリアン系日本人には日本人にあった顔

貌があり，それは決して欧米人と同じものではない

ということである。それでも，前歯を前方へ拡大す

る治療法では，治療後に口元が突出しやすいので患

者は満足せず，抜歯して口元を後退させる治療法が

採られることが多いのである。

一方，歯は一生涯を通じて大切であるから，１本

たりとも抜きたくないと主張する患者がおり，特に

犬歯および小臼歯部は側方運動時の咬合誘導を行っ

ているので，治療上とはいえむやみに抜歯してはい

けないという歯科医がいる。両者ともまったく正し

い主張であると思われる。矯正治療においてもむや

みに抜歯しているわけではなく，治しやすいからと

いう理由だけで第一小臼歯を４本抜去しているわけ

でもない。診断の結果を患者に提示し，アーチレン

グスディスクレパンシーの量（Arch length discrep-

ancy＝歯列弓周長－歯冠幅径総和），咬合状態，顔

貌，口唇の突出感などを総合的に考え，抜歯した方

が治療上好ましいと判断した場合に抜歯治療が行わ

れているのである。そして，治療後には個性正常咬

合の獲得はもとより，機能正常咬合，調和のとれた

顔貌などの獲得を目標にし，前歯の位置や傾斜なら

びに大臼歯の位置と咬合状態に最大限の注意をは

らって治療が行われている。最近では，大臼歯を後

キーワード：非抜歯矯正治療，大臼歯遠心移動，個性正
常咬合，咬合保全

東京歯科大学歯科矯正学講座
（２００４年１月２９日受付）
（２００４年２月２０日受理）
別刷請求先：〒２６１‐８５０２ 千葉市美浜区真砂１－２－２

東京歯科大学歯科矯正学講座 山口秀晴

Hideharu YAMAGUCHI：Surging wave of orthodontic
treatment by non-extraction ―Aim at indivisual normal
occlusion―（Department of Orthodontics, Tokyo Dental
College）

歯学の進歩・現状

おしよせる非抜歯矯正治療の波
――個人の最適なゴ－ルを目指して――

山口秀晴

６９

― 69 ―



方へ移動する方法が新しく試みられ，好結果を得て

いる２）ので非抜歯で治す手段が広がってきた。

２．矯正歯科治療における非抜歯か抜歯治療かの

歴史的考察

２０世紀のはじめ，Angle は歯列の拡大装置を考案

して非抜歯矯正治療を推奨し，この影響を受けて非

抜歯矯正治療が主流となっていたようである。しか

し，Case らは咬合と顔貌の調和から抜歯の必要性

¨を主張し，抜歯治療を行っていた。Lundstrom は

顎骨および歯槽部の大きさは成長が止まると大きさ

は規定され，歯列拡大治療では歯列弓のみが拡大さ

れ，歯槽基底部は拡大されないという歯槽基底論

（１９２５）を発表し，拡大治療には限度があるとした。

Tweed は，Angle 学派のため最初歯列を拡大して

非抜歯治療を行っていたが，治療後には叢生や捻転

などの後戻りを多数経験し，また上下前歯の唇側傾

斜による前突様顔貌など口元の突出感が残ってしま

う症例があることに気づいた。そこで彼は，それら

の症例に対し第一小臼歯を抜去して再治療し，顔貌

の良好な均衡と調和を得たという。

近代矯正治療を体系化したTweed は，矯正歯科

治療の目標として

�顔貌線の最良の均衡と調和

図２ 抜歯・非抜歯治療の変遷

図１ Tweed 分析

FMA：フランクフルト平面と下顎下縁平面となす角
FMIA：フランクフルト平面と下顎前歯歯軸となす角
IMPA：下顎下縁平面と下顎前歯歯軸となす角

ｂ．フェイスボウ

ａ．頸部固定

図３ クローエン型ヘッドギア

山口：おしよせる非抜歯矯正治療の波７０
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�咬合と歯列弓の安定
�健康な口腔周囲組織
�能率的な咀嚼機能の確立

以上４項目を上げ，これらを達成するためには抜歯

治療はやむを得ないとした。そして，診断と分析に

もとづく治療方針を確立し（図１），下顎前歯の歯軸

にもとづく抜歯基準を公表した（１９４４）。さらに，抜

歯治療ステップを確立させ，抜歯治療がステップご

とにきちっと行われるようになった。

その後，Begg 法，Jarabak 法，Ricketts 法など

が相次いで発表され，２０世紀中・後期には，抜歯治

療が盛んに行われた。本邦においても，１９６０年代に

これらの治療法が導入され，我われの教室において

も１９７０年に Suyehiro ら４名によるエッジワイズ法

のタイポドント講習会が開かれて以来，抜歯治療が

盛んに行われてきた（図２）。しかし，健全な第一小

臼歯を４本抜くことに対する抵抗はそのときにもあ

り，ヘッドギア（顎外固定装置の一種）による上顎大

臼歯の遠心移動やⅡ級エラスティック（顎間ゴム）に

よる大臼歯咬合関係の改善が行われていた。しかし

ながら，側方拡大や前方拡大は比較的容易にできる

が，大臼歯の遠心移動を的確に行える装置はなく，

非抜歯治療はそれほど広まらなかった。

抜歯治療の利点は，抜歯してできた空隙の利用で

歯の排列が容易であること，大臼歯の正しい咬合状

態を得やすいこと，口唇部が後退して顔貌の改善が

得られることなどである。特に，患者の協力が不可

欠なヘッドギアによる大臼歯の固定や遠心移動に神

経を使わなくてすむことは，術者にとって大きな利

点である。一方欠点は，永久歯の本数が４本減少す

ること，抜歯するという精神的苦痛，将来抜歯部が

少し開くことがあることなどである。

ａ ｂ

図４ Ⅱ級叢生症例 治療前

ａ ｂ ｃ

図５ ペンジュラム装着

ａ．第一大臼歯の遠心移動
ｂ．パラタルバーで連結固定
ｃ．レベリング中
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３．非抜歯矯正治療を行うには

非抜歯で矯正治療するためには多くの場合歯列弓

を拡大する必要があり，前歯を唇側へ傾斜拡大させ

る場合もあるが，口元が突出してしまう場合には第

一大臼歯を遠心へ移動させる装置と側方へ拡大する

装置とが用いられる。最近１０数年あまりの間に拡大

にはいろいろな装置が考案され，従来のものと合わ

せると前者には，クローエン型ヘッドギアを応用し

たもの（図３），超弾性ワイヤーを用いるペンジュラ

ム，コイルスプリングによるディスタルジェット，

顎間固定を応用したジャスパージャンパーなどがあ

る。後者の歯列側方拡大には，拡大スクリューを用

いるハース型あるいはスケレトン型（ポーター型）上

顎急速側方拡大装置，クワドヘリックス（上顎），バ

イヘリックス（下顎）などがある。

最近，このような方法を駆使して，Greenfield が

９８％まで非抜歯で治療していると発表した。その考

えの中には，小児期に抜歯して矯正治療を行うと，

成人になると口元が後退しすぎてかえって気になる

という患者サイドの感想があるように聞いてい

る３，４）。上顎歯列の後方への拡大ができるようになっ

たので，下顎歯列弓のアーチレングスディスクレパ

ンシーが少なければ，上下顎ともに非抜歯で治療を

行うことができるようになった。

非抜歯矯正治療の利点は，すべての歯が存在して

いること，永久歯を抜歯するという不安感がないこ

と，咀嚼力および咬合力が分散されること，歯列弓

の連続性が保たれることなどである。一方欠点に

は，叢生症例で歯列弓を側方や前方へ拡大すると上

下顎前突になり易いこと，口唇の前突感が残りやす

いこと，後方大臼歯の萌出余地が不足しやすいこ

と，叢生が後戻りしやすいこと，歯肉の退縮が起こ

ることがあることなどがあげられる。

４．非抜歯矯正治療例

では，上顎大臼歯の遠心移動および上顎歯列弓の

側方拡大を実施し，非抜歯で矯正治療を行った症例

を呈示し，治療前後で比較してその変化を検討して

みよう。また，下顎大臼歯を後方移動させるために

オーソアンカー用インプラントを固定源として用

い，大臼歯および側方歯を遠心移動させて咬合関係

を改善し，非抜歯で治療した症例を呈示し，その変

化を検討してみよう。

� 上顎大臼歯の遠心移動

�ペンジュラムを用いた症例（症例１）
患者は，初診時９歳１１ヶ月，女児。主訴は，前歯

部の叢生，上顎犬歯の突出およびスペース不足で

あった（図４，ａ－ｂ）。上下とも第二乳臼歯は脱落

ａ ｂ

図６ 治療後，正常な咬合および歯列

図７ セファロ重ね合わせ

山口：おしよせる非抜歯矯正治療の波７２
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し，第二小臼歯が萌出中であった。側切歯は少し舌

側に転位し，犬歯の萌出スペースは３ｍｍ位しかな

かった。また，第一大臼歯の咬合はⅡ級であり，口

唇部の突出感もあった。

まず，上顎歯列弓の側方拡大と第一大臼歯の遠心

移動を行うことになり，拡大ねじつきのペンジュラ

ム２，５）を応用した。ペンジュラムは，小臼歯，犬歯な

いし前歯部を固定源とし，比較的太い超弾性ワイ

ヤーで第一大臼歯を遠心に移動させる装置である。

この症例には側方拡大も必要であったので，第一小

臼歯にバンドを用い，急速側方拡大の手法を応用し

た（図５，ａ）。遠心移動は順調に経過し，６ヶ月で

目的を達した。そこでペンジュラム装置をはずし，

両側第一大臼歯をパラタルバーで連結して維持を

図った（図５，ｂ）。その後，マルチブラケット装置

で小臼歯を遠心へ移動し，犬歯を歯列弓内へ誘導し

て正常な状態を得た（図５，ｃ）。

１２歳３ヶ月時に装置をはずし，保定に入った（図

６，ａ－ｂ）。動的治療期間は，２年３ヶ月であっ

た。犬歯の突出はなくなり，オーバージェット，

オーバーバイトは正常となり，正中線はほぼ一致し

て良好な状態となった。セファロの重ね合わせでみ

ると，上顎第一大臼歯は約１ｍｍ遠心移動し，前歯

は約２ｍｍ舌側へ入った（図７）。その間にオトガイ

部の前方成長が約５ｍｍあり，中顔面の前下方成長

もあり，顔貌も改善された。

�ディスタルジェットを用いた症例
患者は，１１歳９ヶ月，女児。上顎前突を主訴に来

院した。大臼歯の咬合状態はⅡ級で，オーバー

ジェットは１０ｍｍと大きかった（図８，ａ－ｄ）。側

方歯は，１歯対１歯で，典型的Angle Ⅱ級１類で

あり，上唇の突出感が著明であった。上顎歯列弓は

Ｖ字であり，下顎歯列弓は放物線形で整っていた。

まず，上顎第一大臼歯の遠心移動を行うことにな

り，ディスタルジェットを応用することにした。こ

の装置は，小臼歯を固定源とし，拡大ねじを用いて

ａ ｂ

ｃ ｄ

図８ Angle Ⅱ級１類症例 治療前
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第一大臼歯を遠心に移動させるもので，この症例で

は第二小臼歯にバンドをし，左右をレジン床で連結

して固定源とした（図９，ａ）。拡大ねじは，１回１

／４回転させ，約４ヶ月でほぼ遠心移動を終了し

た。移動した第一大臼歯の位置を保つためにパラタ

ルバーで連結し（図９，ｃ），その後マルチブラケッ

ト装置を装着して全体の治療を行った。

１５歳８ヶ月時に装置をはずし，保定に入った（図

１０，ａ－ｄ）。動的治療期間は，３年１０ヶ月であっ

た。大臼歯の咬合状態はⅠ級となり，オーバー

ａ ｂ ｃ

図９ ディスタルジェット装着

ａ．装置のセメント合着
ｂ．第一大臼歯の遠心移動中
ｃ．パラタルバーで連結固定

ａ ｂ

ｃ ｄ

図１０ 治療後，正常な咬合および歯列

山口：おしよせる非抜歯矯正治療の波７４
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ジェット，オーバーバイトは正常で，側方歯は１歯

対２歯の咬頭嵌合でほぼ良好な状態となった。セ

ファロの重ね合わせでみる（図１１）と，上顎第一大臼

歯は約２ｍｍ遠心移動し，下顎は約１ｍｍ後退し

た。その間にオトガイ部は，約６ｍｍ前下方成長が

あり，上顎Ａ点部の前方成長が少ないので顔貌は改

善された。

� 上顎歯列弓の側方拡大および下顎大臼歯の遠心

移動

�上顎急速側方拡大装置およびインプラントを用
いた症例

患者は，１４歳３ヶ月の男児。前歯部および側方部

の咬合不全を主訴に来院した。大臼歯部はⅢ級で，

前歯部は切端咬合であり，側方部は開咬であった

（図１２，ａ－ｅ）。上顎第二大臼歯は先欠であり，中

顔面部の陥凹がみられた。患者の希望は，顎矯正手

術はしたくないということであった。

そこで治療は，まず上顎歯列弓の側方拡大を急速

側方拡大装置（ポータータイプ）で行い，上顎歯列弓

のレベリングおよび上顎前方牽引を同時に行うこと

にした。側方拡大は期待どうりに進行した（図１３）

が，上顎前方牽引装置はあまり使ってもらえなかっ

た。そのため，大臼歯のⅠ級関係を得ることができ

図１１ セファロ重ね合わせ

ａ ｂ ｃ

ｄ ｅ

図１２ Ⅲ級切端咬合，側方部開咬症例 治療前
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ず，前歯部は切端咬合のままであった（図１４）。そこ

で，患者に了解を求め，下顎枝前縁に固定源として

インプラントを埋入することにした（図１５，ａ）。埋

入後インプラント体のオステオインテグレートのた

め半年待ち，インプラント上部からパワーエラス

ティックあるいは超弾性コイルスプリングで第一大

臼歯を遠心に移動させた（図１５，ｂ）。ほぼ８ヶ月で

目的を達成し，側方部の咬合状態を改善させること

ができた。仕上げの段階では，Ⅲ級エラスティック

スも用いた。

１９歳１ヶ月時に装置を撤去し，保定に入った（図

１６，ａ－ｅ）。大臼歯の咬合状態は，Ⅰ級となり，

オーバージェット，オーバーバイトは正常となり，

側方歯の咬合状態も改善された。セファロの重ね合

わせでみる（図１７）と，上顎第一大臼歯は約３ｍｍ前

下方へ移動し，前歯は約２ｍｍ唇側へ移動した。一

方，下顎大臼歯は約５ｍｍ遠心移動し，側方歯の咬

合状態改善に大きく寄与していた。その間にオトガ

イ部は，前下方へ約５ｍｍ成長していたが，中顔面

部の陥凹は目立たなくなり，調和のとれた顔貌と

なった。動的治療期間は，途中で治療法を変更した

ので，長くかかってしまったが，患者の希望どうり

に顎矯正手術を回避できたことは良かったと考えて

いる。この症例の保定２年８ヵ月後をみると，図１８

のとうりであり，咬合状態は安定している。

�クワドヘリックスおよびＫ－１インプラントを
用いた症例

患者は，２１歳，女子。上顎側切歯の舌側転位を主

訴に来院した。大臼歯の咬合状態は，左側はⅠ級で

あったが，右側はⅢ級気味であり，中切歯は切端咬

図１３ 急速側方拡大装置 図１４ 切端咬合

図１５－ａ 下顎枝前縁にインプラントを埋入 図１５－ｂ 第一，二大臼歯の遠心移動

図１５
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合であった（図１９，ａ－ｂ）。上顎犬歯部が狭窄し，

側切歯の空隙が不足していた。

治療では，まず上顎を側方拡大するためクワドヘ

リックス（QH・quad helix）を挿入し，側切歯の空隙

の確保につとめ（図２０，ａ），レベリングを行った

（図２０，ｂ）。拡大後，その足を切除し，咬合状態の

改善を図った。しかし，右側の大臼歯部がⅢ級のま

まであったので，下顎右側臼歯部にＫ－１タイプの

インプラント６）を挿入し，右側のみ大臼歯の遠心移

動を図った。治療は順調に経過し，良好な咬合状態

を得ることができた（図２１，ａ－ｂ）。動的治療期間

は，丁度２年であった。

ａ ｂ ｃ

ｄ ｅ

図１６ 治療後，正常な咬合および歯列

図１８ 保定２年８ヵ月後

図１７ セファロ重ね合わせ
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ａ ｂ

図１９ 上顎側切歯舌側転位症例 治療前

ａ．上顎クワドヘリックス装着 b．拡大後のレベリング

図２０ 上顎歯列側方拡大

ａ b

図２１ 治療後，正常な咬合および歯列
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５．個人の最適なゴールを目指して

これらの治療は，非抜歯矯正治療ではあるが，前

歯を唇側へ拡大することが少ないため，患者の前突

様顔貌になりたくないという要求に応え，顔貌の調

和を考えて咬合状態を改善することができる。この

ように，非抜歯矯正治療であっても顔貌の最良の均

衡と調和をはかりながら咬合状態を確立させ，口腔

内環境を改善できるようになってきた。そこで，こ

れらを総合的に考え，個人に最適なゴールを目指し

て治療方針をたて，それらの目標を達成することで

個性正常咬合の獲得ができるようになってきたとい

える。そのためには，目標を高く掲げ，治療前後の

模型を用いて評価するGottlieb’s Grading Analy-

sis７）の１０項目において高得点を得ること（表１），

Andrews の６keys を満たすこと（表２，図２２），さ

らに顔貌線の調和，咀嚼・嚥下および発音など機能

正常咬合の獲得，典型正常咬合の獲得，ならびに口

唇を閉鎖して鼻呼吸の励行，舌突出癖や吸唇癖など

口腔習癖の防止という口腔周囲筋の自然な姿勢位の

調和をはかっていく必要がある。形態，機能，姿勢

位による三位一体の調和のもとに，咬合保全力８）が

維持され（図２３），個人の正常咬合は長く保たれるも

のと考えている。

なお，症例には片田英憲助手，西井 康助手が担当したも
のがあります。また，ご協力下さいました歯科矯正学教室医

局員に感謝いたします。

表１ Gottlieb の治療評価項目

Gottlieb’s Grading Analysis

１）大臼歯咬合のⅠ級関係
２）犬歯咬合のⅠ級関係
３）咬頭嵌合
４）オーバージェット
５）オーバーバイト
６）正中線のズレ
７）捻転
８）叢生と空隙
９）上下歯列弓形態の調和
１０）歯根の整直，平行性

＊「治療前後の模型による治療評価」，％で表す

表２ Andrews の６keys

第１の鍵 臼歯関係
第２の鍵 歯冠の近遠心的な傾斜
第３の鍵 歯冠の唇舌的，頬舌的傾斜（トルク）
第４の鍵 捻転，回転……歯冠幅径の増加
第５の鍵 緊密な歯間接触……空隙歯列弓
第６の鍵 スピー彎曲……正常な比較的平坦な彎曲

図２２ Andrewsの６keys（一部改変）

正常な形態 正常な機能

咬合保全力

正しい

姿勢位

図２３ 正常咬合を維持する咬合保全力
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