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抄録：矯正治療により獲得された咬合の安定を図る
ためには保定管理が重要である。本科では保定管理
時の長期に渡る通院を推奨しており，本科における
保定管理の一つである来院状況の実態を把握する目
的で動的治療を終了した保定患者の来院動向につい
て調査した。東京歯科大学水道橋病院矯正歯科にお
いて２００６年４月より２００７年３月までに動的治療が終
了し，保定管理に移行した患者１７１名について，そ
の後３年間の来院動向を評価した。除去後３年間に
おいて平均来院回数は４．５回，最高来院回数は１６回
であった。性別，年代別，使用リテーナー別の比較
では有意差は認められなかったが，症例区分別来院
回数において顎変形症群と唇顎口蓋裂群の間のみに
有意差が認められた。全来院回数の８％の予定外来
院があり，９０％以上がリテーナーに関するもので
あった。各症例区分の特性を理解した上で，使用リ
テーナーについての説明ならびに保定通院に関する
指導が必要であると考えられた。

緒 言

理想的な矯正治療は審美的かつ機能的な咬合の付
与に加え，長期安定性が求められる。そのためには
動的治療だけでなく，その後の保定管理が非常に重
要となってくる１，２）。東京歯科大学水道橋病院矯正歯

科では，臨床中心の病院として数多くの患者の矯正
治療に携わってきた。本科では動的治療終了後の咬
合の管理に加え，カリエスの早期発見や歯周疾患の
予防を目的とし，長期的に通院することを推奨して
いる。そのため保定管理として２０年以上通院を続け
ている患者がいる一方，動的治療終了（装置除去）後
すぐに来院が途絶える患者もおり，その患者動態を
把握しきれていなかった。そこで今回われわれは，
本科における保定管理の一つである来院状況の実態
を把握する目的で，動的治療終了後３年間の患者来
院動向について調査した。

対象および方法

本研究の対象者は，当科において２００６年４月より
２００７年３月の１年間にマルチブラケット装置による
動的治療を終了し保定管理に移行した１３歳から７１歳
までの患者１７１名とした。対象者の動的治療終了時
平均年齢は２５歳３ヶ月で，男５５名，女１１６名であっ
た。対象者の症例区分は，自費診療の一般症例群８１
名（平均年齢２４歳１１ヶ月）と，保険診療の顎変形症例
群６９名（平均年齢２７歳１１ヶ月），および特定疾患症例
を含む唇顎口蓋裂群２１名（平均年齢１７歳６ヶ月）で
あった。対象者には装置除去１ヶ月後，３ヶ月後，
６ヶ月後，１２ヶ月後の来院間隔の指導している。調
査項目としては，男女別，年代別，使用リテーナー
別，症例区分別における動的治療終了後３年間の来
院回数，および予定外来院回数である。

統計学的分析には PASW Statistics １８（SPSS Ja-
pan, Tokyo）および R version ３．０．０（The R Foun-
dation for Statistical Computing, Vienna, Austria）
を使用し，Mann-Whitney 検定および Steel-Dwass
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検定を行った。

結 果

動的治療終了から３年間の来院回数分布を図１に
示す。患者一人当たりの平均来院回数は４．５±２．８回
で，最小来院回数は０回，最多来院回数は１６回で
あった。３年間を通し１度も来院していない患者は
７名（４．１％），１年目のみ来院した患者６９名（４０．４％），
２年目まで来院した患者５０名（２９．２％），３年目まで
来院した患者は４５名（２６．３％）であった（図２）。

１．男女別の平均来院回数は，男性は４．８±３．０
回，女性は４．５±２．７回であった。両群の間に統計学
的に有意な差はなかった。

２．年代別の平均来院回数は，１０歳代が５．１±３．３

回，２０歳代が３．９±２．５回，３０歳代が５．１±２．７回，４０
歳代以上が５．５±１．８回であった。２０歳代の患者群が
他の群に比べ来院回数が最も少なかったが，全ての
群の間に統計学的に有意な差は認められなかった。

３．使用リテーナーに関しては，上顎は，ほとん
どの者（９９．４％）が可撤式リテーナーを使用してい
た。下顎では，可撤式リテーナー使用者が６１．４％，
固定式リテーナー使用者が３８．６％であった（図３）。
下顎の使用リテーナー別の平均来院回数は，可撤式
リテーナー使用者群が４．３±２．７回，固定式リテー
ナー使用者群が４．９±３．０回であった。固定式リテー
ナー使用者群の来院回数の方が多かったが，両群の
間に統計学的に有意な差は認められなかった。

図３ 上下顎別 使用リテーナーの割合

図２ 通院期間割合

図１ 来院回数分布
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４．症例区分別の平均来院回数は，一般症例群が
４．８±３．１回，顎変形症例群が３．９±２．３回，特定疾患
症例を含む唇顎口蓋裂群が５．９±２．７回であった。各
群の比較では，顎変形症群と唇顎口蓋裂群の間にの
み統計学的に有意な差が認められた（p＜０．０１）。

５．予定外来院回数は６２回で，全患者の保定時総
来院回数７７９回の８％であった。内訳は，固定式リ
テーナーの脱離（３８．７％）が最も多く，次いで可撤式
リテーナーの不具合（１９．４％），紛失（１７．７％），破損

（１４．５％）による来院であった。その他（９．７％）とし
ては，前歯がかけた，親知らずが痛い，レジン充填
がとれた，上顎前歯がグラグラする，右顎が痛い，
右側頬部が痛い等の理由による来院であり，９０％以
上がリテーナーに関するものであった（図４）。

考 察

当科の患者来院動向に関して，伊藤ら３）は１９９０年
～１９９９年度の１０年間で来院患者の７割が女性であっ
たことを報告している。また宮崎ら４）も２０００年度に
おける新規患者の性別来院状況が男性は２９．６％，女
性は７０．４％であることを報告しており，我々の調査
における男女比とほぼ同様の結果であった。

症例区分別比較では保険治療患者（顎変形症患者
＋唇顎口蓋裂患者）の割合が５２．６％と，一般治療患
者を上回っていた。２０００年度の宮崎ら４）の調査では，
一般治療患者が５７％，保険治療患者４３％であり，そ
の比率は逆転していた。その理由として，近年の矯
正歯科標榜医院の増加に伴い，一般治療患者はより
近医を選択し，当科には高次医療機関として専門性
の高い顎変形症例や唇顎口蓋裂などの先天性疾患症
例が集中するようになってきた結果ではないかと考
えている。

保定管理中の来院間隔に関して，当科ではマルチ
ブラケット装置除去１ヶ月後，３ヶ月後，６ヶ月
後，１２ヶ月後とその間隔を徐々に広げるものの，出
来るだけ長期的に通院することを推奨している。方
法に記述した間隔により，３年間経過すると本来は
５回来院となる。しかしながら，今回の調査におい
て約半数の者は３年間の来院回数が５回に満たな
かった。特に来院回数が３回未満の者は，装置除去
後２年目以降は来院していなかった。来院回数の減
少傾向と男女別，年代別において有意差が認められ

ないのは，女性の職場への進出や経済事情による共
働きが増加し，学校，仕事ともに週末休みが多いた
め，どの年代においても本院の診療時間内の通院が
難しくなってきているからではないかと考えられ
る。

リテーナーについては，上顎には特異的なケース
を除いて可撤式のベッグタイプを選択している。下
顎では可撤式のクリップタイプが最も多く，次いで
固定式のフィックスタイプ，可撤式のベッグタイプ
という順であった。そのため，ほとんどの患者が複
数のタイプのリテーナーを使用しているため，使用
リテーナー別の来院回数に有意差がみられなかった
と考えられる。可撤式のベッグタイプやクリップタ
イプは着脱の煩わしさ，発音や審美的問題があるも
のの比較的丈夫で，歯列の変化に対しても調整が可
能であるという特徴を持っている。一方，固定式の
フィックスタイプは，患者の使用に関する理解に依
存せず歯列の管理維持が可能だが，歯石沈着等のプ
ラークコントロールが難しいという欠点もある。
フィックスタイプは固定式のため，接着の劣化や咬
合による不慮の脱離等，患者がトラブルを認識しや
すく予定外の来院につながるものと思われる。また
可撤式リテーナーは動的治療後の経時的な患者自身
の矯正治療への関心の薄れとともに，装置の使用頻
度が落ち，不適合や紛失，破損といった問題が起こ
りうる。中には非常に勤勉に装置を使用し，歯冠修
復や補綴処置に伴う装置不適合等の調整を目的とし
来院する患者もおり，その来院動態は患者により
様々であった。

また症例区分別平均来院回数の比較においては，

図４ 保定管理時の予定外来院理由
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特定疾患症例を含む唇顎口蓋裂群が顎変形症群に比
べ平均来院回数が多かった。特定疾患症例を含む唇
顎口蓋裂群の患者は，生後数ヶ月より長期にわたり
複数の医療機関に通院する。したがって患者にとっ
ては疾病に対し永年的な医療機関受診は必須であ
り，咬合の改善のみが治療の終了とは考えてはおら
ず，保定管理のための通院に対する抵抗が低いので
はないかと思われた。一方で同じ保険診療であって
も，顎変形症例は術前矯正治療，顎外科手術，術後
矯正治療を経て保定管理に入るが，その動的治療期
間は２～３年と一般症例に比較しても長期ではな
い。従って，動的治療が終了し，実際に機能的，形
態的な問題がないうえに，保定の必要性を感じてい
ないのではないかと思われる。一般症例に関して
は，他の２群に比べ，年齢層も幅広く（１３歳から７１
歳），保定通院に対する抵抗感や保定の必要性の感
じ方を，うかがいしることは難しいが，この結果か
ら，各症例区分の特性を理解した上での保定通院に
関する指導も必要であると考えられる。

予定外来院の内訳をみると９０％以上がリテーナー
に関するものであり固定式リテーナーよりも可撤式
のリテーナーの不具合による来院が多くみられた。
可撤式リテーナーの使用頻度が高い現状を考える
と，特に可撤式リテーナーの特徴や，メインテナン
スの方法を十分に理解させる事が，予定外来院の減
少につながると思われる。

矯正治療によって獲得された個性正常咬合の長期
安定を図るために，各症例区分の特性を理解した上
で保定管理の重要性を説明し，定期的な通院につな
がるような工夫が必要である。また，予定外来院の
減少のためには使用リテーナーについての十分な説
明が重要であると考えられる。

結 論

今回われわれは，本科における保定管理の一つで
ある来院状況の実態を把握する目的で，患者の動向
調査を行なった。その結果，

１．動的治療後の来院回数において，患者一人当
たりの平均来院回数は４．５±２．８回で，最小来院回数
は０回，最多来院回数は１６回であった。性別，年代
別，使用リテーナー別の比較では，有意差は認めら
れなかったが，症例区分別では，一般症例群が４．８

±３．１回，顎変形症例群が３．９±２．３回，特定疾患症
例を含む唇顎口蓋裂群が５．９±２．７回であった。その
各群の比較では，顎変形症群と唇顎口蓋裂群の間に
のみ統計学的に有意差が認められた。

２．予定外来院の回数は６２回（全来院回数７７９回の
８％）であり，その理由は，９０％以上がリテーナー
に関するものであった。

以上のことから，使用リテーナーの特徴や取り扱
い方法の説明ならびに，各症例区分の特性を理解し
た上での保定通院に関する指導が必要であると考え
られた。

本論文の要旨は，第２９１回東京歯科大学学会例会
（２０１１年６月４日，千葉市）において発表し，座長推
薦を受けたものである。
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Follow-up Visits of Retention Patients to the orthodontic clinic of
Suidobashi Hospital, Tokyo Dental College.
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Key words : Orthodontic treatment, Retention, Behavior of the patient

To stabilize individual normal occlusion after orthodontic treatment，it is important to maintain reten-
tion． In our clinic，we advise patients to undergo long-term follow-up visits． However，some patients
discontinue such follow-up visits for various reasons． In this study，we assessed the clinic visits of pa-
tients after active treatment． We investigated the status of ３-year follow-up visits in １７１ patients who
had completed active treatment from April ２００６ through March ２００７． The mean number of follow-up
visits was ４．５（maximum :１６）． There were no significant differences in the gender，age or type of
retainer． Patients with cleft palate visited more frequently than those with jaw deformities． Eight
percent of all follow-up visits were unexpected，in which９０％ involved retainers． Thus，it is necessary
to understand the characteristics of each case be able to educate each patient on the proper use of retain-
ers，and promote regular visits． （The Shikwa Gakuho，１１３：５４１－５４５，２０１３）
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