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は じ め に

矯正歯科医はいかに歯や顎を動かすか，いかに

歯を動かさないかという二つの相反する課題の中

にいる。初回からこれまで歯科矯正における最新

の診療技術が述べられてきたが，最終回は残され

た課題のひとつ，移動の終わった歯や顎の長期安

定性，すなわち保定後の安定性，特に下顎歯列に

ついて述べる。

長期安定性に関するこれまでの報告

理想的な矯正治療は，咬合の長期安定性を獲得

できるものであるべきである１，２）。しかし，過去４０

年に亘って保定後１０年以上の８００例を収集してき

ているワシントン大学の Little３）は下顎歯列弓に

ついて，�矯正治療後歯列弓長径は減少する，�
歯列弓幅径特に犬歯間幅径は拡大の有無に関わら

ず治療後減少する，�治療後下顎前歯の叢生は２０
代から４０代に継続して起こる，�第三大臼歯は存
在してもしなくても，埋伏していても完全萌出し

てもリラップスの頻度や量にはあまり影響しな

い，�保定後は変化に富み，その予測は不可能で
治療前の資料は予測にはあまり役に立たない，と

述べている。

Little に代表されるように，保定後の下顎前歯

の叢生に関する報告は数多く見られ，Kuijpers-

Jagtman ら４，５）は保定後１０年の１，０１６例（開始年齢

１２．０±３．１，保定後年齢２６．３±２．９）について PAR

Index を用いて評価した結果，治療の６７％しか保

持されず，全リラップス量の５０％が保定後最初の

２年間に起きており，一番大きな変化は下顎の前

歯で，保定後１０年では治療前より悪くなっていた

と報告している。また，Haruki ら６）は，混合歯列

期に開始した３６例と永久歯列で開始した４７例の抜

歯症例を比較し，保定後１０年の観察でほとんどの

症例に下顎の叢生を認めたとし，Canut ら７）は保

定後３年のClass� Division２の３０例について，
臼歯関係は安定していたが上下前歯は少なからず

叢生が認められたと報告している。さらにYavari

ら８）は保定後２年以上経過したClass� Division１
の irregularity index を用いた評価で，保定後５．２

年までは安定していたがその後は下顎前歯のリ

ラップスが増加したと報告している。このように

保定後の関心の多くは下顎歯列に向けられてお

り，理由として下顎が上顎のテンプレートである

という考えに基づいていること３），前歯は審美上

特に関心の高い部分であること，保定後，臼歯部

と比較して不安定であることなどが挙げられる。

図１は矯正治療後１４～２０年，保定後１１～１８年を

経過した症例の下顎前歯部の変化様相を示す。治

療前，症例１は叢生をともなう反対咬合，非抜

歯，症例２は上顎前突，第一小臼歯４本抜去，症

例３は空隙歯列弓，非抜歯にてそれぞれ治療を
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ａ．治療前 ９歳３ヵ月 ａ．治療前 １１歳４ヵ月

ｂ．動的矯正治療終了時（保定装置装着）１３歳３ヵ月 ｂ．動的矯正治療終了時 １３歳２ヵ月

ｃ．保定後 ２７歳０ヵ月 ｃ．保定後 ３４歳０ヵ月

症例１ 叢生をともなう反対咬合 症例２ 上顎前突
図１

５６４ 茂木，他：グローバル化する歯科矯正治療

― 2 ―



行った。

矯正治療を受けていない歯列の長期観察

Richardson９）は，治療後の長期安定性を評価す

る際には矯正治療を受けていない歯列の自然な変

化を考慮するべきであるとし，１２歳以降は叢生が

増え１８歳から２０歳代ではわずかとなるがそれ以降

はまた増加傾向を示すことを報告している。その

うち，１８歳から５０歳まで長期に歯列を観察した１６

例中１４例が０．２～２．５mmの下顎叢生の増加を認め

たと述べている１０）。高齢で多数歯を有するいわゆ

る８０２０達成者の歯列の観察１１）では，５５名のう

ち３mm以上の叢生が３８．２％に認められた（図

２）。Little３）は，下顎歯列弓の狭小化は治療の有

無にかかわらず生理的現象として起こるとしてお

り，これらから，下顎前歯の叢生は長期的には起

こりうる現象であると考えられる。

保定装置の長期使用の必要性

下顎前歯の叢生が起こりうる現象であるとする

と，叢生発現防止のため保定装置の装着は必須で

あり，Blake１），Durbin１２）らは，永久的な保定は矯

正治療結果の長期安定を保証する唯一の手段であ

るとすら述べている。しかし，これだけ必要性が

ありながら Pratelli ら１３）による患者の両親へのア

ンケートではリラップスについて認識していたの

は３分の１以下にとどまり，保定に関する意識の

低さ，情報伝達の不足が指摘されている。また

Thompson ら１４）は患者と患者の両親への保定の説

明には口頭だけでは不十分で説明書や図示が必要

であると述べており，患者の正しい理解と協力を

得るためには，術者側のアプローチに一層の努力

と工夫が必要と思われる。

図３は，初診時の情報から治療後の安定性を予

測する筆者の一試み１５）を示す。治療開始時から患

者さんに保定に関心を持ってもらうための図で，

治療前に叢生があれば治療後叢生の再発率は高

く，その分保定装置を使用する期間が長い方が望

ましいことを山の高さで示し，装着時間は山の断

面の面積で示す。例えば，先に示した症例１は，

初診時叢生があるので山は高く，保定装置装着期

間は長い方がいいことを示し，症例２は叢生はわ

ずかで山が低くなり，症例３は空隙であるので山

は０を示す。この図には，安定性に影響する因子

として他にカモフラージュ治療１６），ネガティブな

ａ．治療前 ２１歳１１ヵ月

ｂ．動的矯正治療終了時 ２３歳１０ヵ月

ｃ．保定後 ４２歳１１ヵ月

症例３ 空隙歯列弓
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成長発育，TMDを含めた筋機能の問題，気道の

問題等を加え，山が高ければ保定の必要性が高い

ことを示す。正確な予測は困難であるが，保定に

対し患者が興味を持つことになるのではないかと

思われる。

長期保定装置使用の注意点

保定装置を使用している限り叢生は防止出来

る。特に固定式保定装置は保定が確実なので年代

を問わず広く用いられている。しかし，叢生が生

理的現象とすると，固定式保定装置は叢生防止を

最優先にしているため，長期的には前歯にかかる

咬合圧が増し，骨植の不良を招くことが予想され

る１７）。固定式保定装置の長期使用は，可撤式保定

装置も同様であるが，出来るだけ適正な保定装

置１）を選択し，歯，歯周組織に対する配慮を含め

た定期検診が是非とも必要である。

保定後の対応

永久的な保定は矯正治療結果の長期安定を保証

する唯一の手段とする見解１８）もあるが，Kuijpers

－Jagtman１９）が保定後の下顎前歯の変化はリラッ

プスの結果と加齢変化の結果であると述べている

ように，長期安定性，即ち保定後まで含めて考え

る場合，加齢変化を加えて評価すべきであろう。

下顎前歯部叢生の出現に対しては，治すべきかど

うか疑問１８）とする矯正医もいるが，場合によって

は再治療が必要で，年齢や要求度により，必ずし

８３歳男性 ８３歳女性

８０歳男性 ８０歳女性

図２ 高齢で多数歯を有する下顎歯列弓
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も全顎ではなく部分的ないわゆるマイナーな矯正

治療などの選択肢が考えられる。リラップスを治

療後早期に起きる変化として長期安定性と区別

し，加齢変化への対応として矯正治療を行うとす

れば，矯正治療は必ずしも１回で済むものではな

いと考えられる。

安定性を得るための術式の工夫

Little３）は保定後の予測はできないとしながら

も，�出来るだけ妥協のないパーフェクトな仕上
げをすること，事実症例報告では長期安定例が報

告されている２０）。�下顎の拡大は交叉咬合ないし
狭い歯列弓の場合を除き避けること，�術前の歯
列弓形態を参考としてアーチをベンディングする

ことを挙げ，今後より正確な情報を得るために，

�出来るだけ長期間のフォローアップをするこ
と，�出来るだけ正確な資料を採得し，患者対応
の参考とすること，を推奨している。

また，治療後の安定性を主眼とした外科の併

用，例えば抜歯か非抜歯かのボーダーラインケー

スに本来小顎症や顎顔面非対称例などに用いられ

るディストラクションを応用するなどの報告２２）が

あり，より長期的評価が待たれるところである。

保定（retain，retention）から

メンテナンス（maintain，maintenance）へ

辞書を引くと，保定は保持，維持となっている

が，“メンテナンス”は維持のほか管理，補修が

記されている。初めて保定装置を装着した時は，

即ち動的矯正治療終了時は咬合の完成時で，新車

の購入時に例えられるであろう。購入後は車を長

持ちさせるように，丁寧に扱う（保定装置を指示

通り使用する，丁寧に歯磨きをする），定期点検（定

期検診に行く），車検もあり（レントゲンや模型な

ど定期資料採得），修理，あるいは部品の交換の

必要性があれば対応する（保定装置の再作成，あ

るいはマイナーなものを含む再治療）。車に限ら

ず質の良いものなら手入れ次第でかなり持つ。

我々は質が良い矯正治療を提供し，患者さんには

保定を例えば“メンテナンス”として説明したら

保定期間
→

叢生：４
カモフラージュ：１
治療 ←一日の保

定装置装
着時間

成長：３
筋：２
気道：１

症例１

保定期間
→

叢生：２
カモフラージュ：０
治療 ←一日の保

定装置装
着時間

成長：０
筋：０
気道：１

症例２

保定期間
→

叢生：０
カモフラージュ：０
治療 ←一日の保

定装置装
着時間

成長：０
筋：２
気道：１

症例３
図３ 安定性を予測する一試み
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より理解が得られるのではないだろうか。

終 わ り に

矯正装置除去時は咬合の完成時で，メンテナン

スのはじまりである。質の良さと丁寧なメンテナ

ンスはセットであり，“長持ち”の鍵である。メ

ンテナンスが歯の移動時と同等あるいはそれ以上

のプロフェッショナルケアーであることを術者患

者双方が認識し，治療においてよりよい協力関係

にあることが保定後への的確な対応へと繋がって

いくものと考える。
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