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Abstract：The number of adult patients to seek orthodontic treatment tends to increase. However, 
there are some characteristics should be taken into consideration in an adult orthodontic treatment. 
First, orthodontists can not carry out the dentofacial orthopedic treatment to address the skeletal and 
dentoalveolar imbalance. Second, a treatment plan has many practical difficulties because a periodontal 
disease and tooth loss increase with age. Nevertheless, an adult orthodontic treatment is essential for a 
long term stability of intraoral health. For a treatment of adult patients, an interdisciplinary approach 
with a team of other specialists is demanded.
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１．はじめに

　近年，矯正歯科治療を希望して来院する成人患者が

増加している 1）。成人矯正歯科治療では成人患者特有の

様々な困難があり，治療計画の立案に際しては十分な配

慮が必要となる。本稿では成人矯正歯科治療の特徴を考

察し症例を通してその有用性を考えてみたい。

２．成人矯正歯科治療について

１．成人矯正歯科治療の特徴

　成人矯正歯科治療の特徴として矯正学的要因，歯科的

要因および社会的要因が挙げられる（図１）。矯正学的

な要因として顎骨の成長が利用できないことがある。そ

の結果，顎骨の成長促進，抑制および拡大ができないた

め，骨格的不正が大きい場合には抜歯もしくは外科的矯

正治療が必要となる。また，矯正力に対する組織反応が

若年者と比較して低いことも挙げられる。歯科的要因と

しては，処置歯や欠損歯の本数および歯周病等の歯科疾

患の罹患頻度の上昇により，最終的な治療目標の設定に

苦慮する場合がある。さらに，使用装置も含めた過度の

審美性への要求や，定期的・長期的な来院困難なども成

人矯正患者の特徴と思われる 2, 3）。そのため成人患者に

矯正歯科治療を行う場合，治療メカニクス，矯正力，固

図１　成人矯正歯科治療の特徴
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定源の確保などに配慮するだけでなく，治療方針の立案

の段階から複数の診療科専門医と連携することが重要で

ある 2-6）。

２．包括的歯科治療における矯正歯科医の役割

　包括的歯科治療とは「予防から健康増進，治療，リ

ハビリテーションを一貫した態勢で遂行する歯科医療

体制」といわれており，保存，歯内，歯周，外科，矯

正，補綴治療が有機的に組み合わされて治療が行われ

なければならない 6）。矯正歯科治療は患者自身の歯を移

動させて咬合を再構築するという点で，他の歯科診療

科との連携の必要性が高い 7）。歯周矯正治療はそのひと

つであり，その需要は近年増え続けている 8）。歯周疾患

の罹患により歯槽骨の吸収，歯肉退縮，歯の動揺が生

じ，それらの結果として歯の傾斜や挺出などの病的な歯

の移動（pathological tooth migration：PTM）による不正
咬合が出現する 9）。矯正歯科治療開始前に歯周治療を行

い，矯正歯科治療中に歯周組織の管理が十分であれば矯

正歯科治療は可能であり，良好な治療結果が報告されて

いる10-13）。歯周病患者に対し矯正歯科治療を行うことで，

審美性の改善だけでなく良好な口腔環境の獲得により歯

周病の再発を予防することが可能となる 13）。

　歯周矯正治療以外でも他科との連携による良好な治療

結果は多数報告されている。補綴治療を行う際に治療計

画の段階で矯正歯科医が参画することで骨格的な不正が

改善されたのち適切な補綴処置が施されたり 14, 15），多数

歯欠損症例で歯の移動により空隙をコントロールしたの

ち補綴処置を行うことで良好な咬合が得られたとの報告

がある 4）。以上のように，成人患者の歯科治療において

矯正歯科治療は，良好な咬合の確立，審美的改善，歯周

疾患の治療および予防の一助，補綴修復処置の前治療を

担当し 6），その意義は大きいと言える。

３．口腔機能と歯列の長期安定性

　8020達成者の咬合および顎顔面形態を分類した報告

では，8020達成者は比較的良好な咬合および顎顔面形

態を有しており，特に反対咬合および開咬はともに全く

認められなかった 16）。各種不正咬合の中でも，骨格性下

顎前突 17-19）と開咬 20, 21）は特徴的な機能異常を呈するこ

とが知られており，歯列の長期的な安定のためには矯正

歯科治療を含む咬合治療により，適切な咬合関係の確立

および顎口腔機能の改善が重要であると考えられる。初

診時年齢26歳９か月女性の前歯部開咬症例における治

療前後の口腔内写真および顎機能所見を示す（図２）。

矯正歯科治療の結果，アンテリアガイダンスの付与によ

り前方滑走運動路が適切となり，咬合接触面積の増加に

よる閉口筋活動の上昇を認めた。本症例より，矯正歯科

治療は形態のみならず機能の改善も期待できることか

ら，長期的に良好な口腔環境を獲得するためには成人に

対する矯正歯科治療は有用であると考えられる。

３．症　　例

　患者は初診時年齢24歳11か月の女性で，前歯部叢生

を主訴に来院した。矯正歯科治療の既往は無いが，叢生

改善のため下顎右側犬歯が抜去されており，下顎左側第

二小臼歯は先天性欠如していた。

顔貌，口腔内および模型分析所見：顔貌は対称的な長顔

型で，側貌は convex typeであった（図３Ａ）。下顎右側

図２　Ａ：初診時（26歳９か月）口腔内写真，下顎切歯点の限界運動路（mm）および
最大咬みしめ時の筋電図（μV）
Ｂ：動的治療終了時（29歳10か月）口腔内写真，下顎切歯点の限界動路（mm）
および最大咬みしめ時の筋電図（μV）
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犬歯は叢生解消のため抜去され，下顎左側第二小臼歯

は先天性欠如していた。Overjetは－2.5 mm，overbiteは
－2.5 mmで，上下顎前歯部に叢生を認め，上顎歯列正中
は顔面正中に一致するものの下顎歯列正中は4.5 mm右
方に偏位していた。第一大臼歯の近遠心的関係は両側ア

ングルⅢ級であった。Arch length discrepancyは上顎で
－20.5 mm，下顎で－7.6 mmであった（図３Ｂ）。
パノラマX線写真所見：上顎および下顎左側大臼歯は

近心傾斜していた（図３Ｃ）。

側面頭部X線規格写真所見：骨格系として上下顎骨の

前後的関係は∠ANB 5.7°より，skeletal Class Ⅱを示して
いた。垂直的には下顎下縁平面は著しく開大しており

（FMA＝41.1°），前顔面高（N－Me）および前下顔面高
（Me／NF）はともに＋4.0 S.D.を超えて大きかった。歯
系としてフランクフルト平面に対して上顎中切歯歯軸は

舌側傾斜を示し，下顎中切歯歯軸は下顎下縁平面に対し

ては－1.0 S.D.を超えて舌側傾斜していたがフランクフ
ルト平面に対しては標準範囲内だった（図４，表１）。

診断：下顎右側犬歯および下顎左側第二小臼歯欠損を

伴う叢生症例，skeletal Class Ⅱ，high mandibular plane 
angle case
治療方針および経過：上顎歯列は叢生改善のため上顎両

側第一小臼歯を抜去する。上顎切歯は唇舌的に初診時の

位置を維持し，上顎左側大臼歯を2.5 mm遠心に移動し，
両側1.5 mmの拡大を行うこととした。下顎歯列は大臼
歯を右側で2.0 mm，左側で5.0 mmのアップライトを含
む遠心移動を行うことで，両側ともアングルⅠ級を獲得

するとともに叢生改善のスペースを獲得することとし

た。下顎中切歯は唇舌的に初診時の位置を維持しつつ，

叢生と下顎歯列正中のずれの改善を図る。また，下顎犬

A B

C

図３　初診時（24歳11か月）Ａ：顔面写真，Ｂ：口腔内写真，Ｃ：パノラマ X線写真

図４　初診時（24歳11か月）側面頭部 X線規格写真お
よびプロフィログラム

表１　側面頭部 X線規格写真計測値
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歯が欠損していることから，下顎右側第一小臼歯を審美

性と anterior-ratioの改善を目的として下顎犬歯様に形態
修正することとした。

　上顎歯列にエッジワイズ装置（プリアジャステッド

ブラケット；0.018 inch slot）を装着しレベリングを開始
するとともに，大臼歯の遠心移動のため上下顎両側第三

大臼歯を抜去し，上顎左側犬歯－第一小臼歯間の頬側歯

槽部に直径1.6 mm，長さ6.0 mmの歯科矯正用アンカー
スクリューを，下顎両側臼後部にミニプレートをそれぞ

れ植立した。下顎左側大臼歯は６か月の牽引によりほぼ

アップライトを完了した（図５Ａ－Ｃ）。その後，上顎

左側および下顎両側大臼歯の遠心移動が終了し両側とも

アングルⅠ級が獲得されたのち，前歯部の排列を開始

した。細部調節を行い，緊密な咬合関係が得られたた

め，エッジワイズ装置および歯科矯正用アンカースク

リューを撤去し保定を開始した。動的治療期間は４年３

か月であった。保定には上下顎前歯部に舌側固定式装置

を装着し，上下顎歯列にラップアラウンドリテーナーを

使用した。

治療結果：側貌は依然 convex typeであり顔貌に大きな
変化はみられなかった（図６Ａ）。上下顎第一大臼歯の

近遠心的関係は両側ともアングルⅠ級となり緊密な咬合

関係が獲得された。Overjetは＋2.8 mm，overbiteは＋2.0 
mmで適切な被蓋関係が得られた。上下顎歯列正中は顔
面正中に一致した（図６Ｂ）。パノラマ X線写真より歯
根の平行性は良好だった（図６Ｃ）。骨格的には，上下

顎大臼歯のアップライトにより臼歯部の干渉が除去さ

れ，わずかに下顎骨の反時計回転を認めた。上顎切歯は

図５　動的治療中口腔内写真（動的治療開始後Ａ：３か月，Ｂ：４か月，Ｃ：６か月）

A B

C

図６　動的治療終了時（29歳６か月）Ａ：顔面写真，Ｂ：口腔内写真，Ｃ：パノラマ X線写真
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切縁の位置はほとんど変わらないものの，上顎中切歯

歯軸は9.2°唇側傾斜しており標準的な傾斜となった（図
７，８，表１）。

考察：本症例では skeletal anchorageの使用により，欠損
の放置による歯の傾斜を伴う下顎歯列の重度叢生を非抜

歯にて改善することができた。Skeletal anchorageにはス
クリュータイプとプレートタイプがあり，症例により選

択される。スクリュータイプの利点は患者への侵襲が少

ないことであるが，解剖学的に植立部位が限定される場

合がある。プレートタイプの利点は頬骨下稜や下顎骨体

部に固定するため歯の牽引方向の自由度が高いことであ

る。現在，臨床では歯科矯正用アンカースクリューがプ

レートタイプよりも多く使用されているが，複雑で大き

な歯の移動を必要とする症例においてはプレートタイプ

も使用されている 22）。本症例において，近心傾斜を呈す

る下顎左側第一および第二大臼歯のアップライトにはプ

レートタイプを使用することで遠心から直接大臼歯を牽

引することが可能となり，治療メカニクスは単純化され

た。成人患者では固定歯が喪失している場合も多く，特

に歯周病患者において複数の近心傾斜している臼歯を移

動させる場合にはプレートタイプが有効であると考えら

れる 7, 23, 24）。

　本症例は叢生改善の目的で当院初診時には既に下顎右

側犬歯が抜去されており，下顎左側第二小臼歯が先天性

欠如しているにも関わらず下顎左側第二乳臼歯が脱落し

たのちも放置していたため下顎左側大臼歯が著しく近心

に傾斜していた。このように適切な口腔管理がなされて

いない成人患者では，その後の矯正歯科治療が困難にな

図７　動的治療終了時（29歳６か月）側面頭部 X線規格写真およびプロフィログラム

図８　側面頭部 X線規格写真の重ね合わせ
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る場合が多い。矯正歯科治療を受けた20歳以上の患者

160名を調査した報告では，20歳から39歳を若年群，40

歳から59歳を中年群，60歳以上を高年群とすると，初

診時の喪失歯数は若年群0.43本，中年群1.54本，高年群
2.85本で各群間に有意差を認めた。ブリッジ装着歯数に
ついても，若年群0.17本，中年群1.34本，高年群3.10本
で，同様に各群間に有意差があり，経年的に喪失歯およ

び処置歯が増加していた 25）。その結果，中高年患者の矯

正歯科治療では若年者に比べ抜歯本数が少なく，治療部

位が限局的で，治療期間が限定的である傾向が示された

と報告されている 25）。また，今回ミニプレートの埋入と

下顎右側第一小臼歯の形態修正を専門の歯科医に依頼し

た。成人患者では処置歯や歯の欠損および歯周病などの

歯科疾患の罹患により治療上の制約が大きく，治療分野

が多岐にわたっていることから，成人矯正歯科治療を行

うにあたっては複数の診療科専門医による包括的アプ

ローチが必要不可欠である。本症例において矯正歯科治

療により審美的改善だけでなく，機能的改善ならびに口

腔内の清掃性の向上により良好な口腔環境が獲得できた

ことは，歯列の長期安定性に寄与するものと考えられ 
た。

４．おわりに

　成人矯正歯科治療には諸問題および治療上の制約はあ

るものの，良好な咬合関係の獲得は歯列の長期的な安定

のため重要であり，治療を行うにあたっては複数の診療

科の専門医による包括的アプローチが重要である。ま

た，歯の欠損や歯列不正を長期に放置したことにより，

そのままでは修復が困難となった成人患者に対し一口腔

単位の歯科治療を行うにあたり，矯正歯科医が貢献し得

ると推察される。今後，他科との相互理解を深めつつ，

中高年の患者に対する審美的かつ機能的な咬合の構築

に，矯正歯科医が果たす役割について考えて行きたい。
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