
 

 

矯正治療をより 

身近にするために   
ー矯正医の立場から、ＧＰの立場から― 



 

 
ごあいさつ 

 本日は福岡歯科大学同窓会主催第33回Web学術講演会にご参加いただき誠に有り難うございます。以前より一般歯

科でも矯正治療は行われておりましたが、近年その需要がますます増えてきております。 

 そこで今回「矯正治療をより身近にするために」をメインテーマに講演会を企画いたしました。 最初に福岡歯科大学成

長発達歯学講座矯正歯科学分野教授の玉置幸雄先生に「矯正診断における治療リスクの考え方」をテーマに基調講演

をして頂き、そして北九州市でご開業の中島稔博先生と防府市でご開業の金成雅彦先生には一般歯科の立場から、福

岡市でご開業の下田哲也先生には矯正医の立場からご講演をいただきます。 

                                                                                  会 長 吉 永  修     

プログラム 

9：30～9：35                    開 会                 司会 鈴木宏樹 

 午前の部     

9：35～10：15 

座長 矢野尚一 

1【基調講演】 「矯正診断における治療リスクの考え方」 

福岡歯科大学成長発達歯学講座 

矯正歯科学分野 

教授 玉置幸雄 先生 

10：15～10：25 質疑 ・ 応答 

10：25～11：05 
２【講演】 「日常臨床と矯正治療の接点を求めて」 なかしま歯科クリニック 

院長 中島稔博 先生 

11：05～11：15 質疑 ・ 応答 

11:15～11：25 休憩 （企業動画広告） 

11：25～12：05 3【講演】 「混合歯列期における歯列育成」 
クリスタル歯科 

院長 金成雅彦 先生 

12：05～12：15 質疑 ・ 応答    

12：15～12：35  昼食中休み （企業動画広告） 

午後の部      

12：35～13：15 

座長 松永興昌 

4-1【講演】 「時代と共に変わる矯正治療のニーズとアプローチ」 

しもだ矯正歯科クリニック 

院長 下田哲也 先生 

13：15～13：25 質疑 ・ 応答  

13：25～13：35 休憩 （企業動画広告） 

13：35～14：15 4-2【講演】 「時代と共に変わる矯正治療のニーズとアプローチ」 
しもだ矯正歯科クリニック 

院長 下田哲也 先生 

14：15～14：25 質疑 ・ 応答  

14：25～14：35                 総括 閉会              副会長 上田秀朗 
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矯正治療には顎口腔領域の機能の向上

や顔貌の改善などの様々なメリットがあります。このため、矯正歯

科の専門領域だけでなく一般的な歯科臨床においても矯正治

療が広く行われるようになっています。矯正治療の特殊な点とし

て、治療後の咬合や顔貌の大きな変化、数年以上を必要とする

治療期間、歯軸や叢生の改善のために行う便宜的な歯の抜去、

装置装着に伴う痛みや不快感などの治療ストレス、保定による

治療結果の維持の必要性などがあげられます。 

矯正患者の多くは、このような治療の特殊性を受け入れ、数

年後の治療結果が良いものとなることを信じ、治療目標に向

かって引き返せない治療の道のりを進むことに同意する必要が

あります。一方、術者の観点からは、治療途中のさまざまなファク

ターが治療結果に影響するため、事前に治療結果を保証するこ

とは困難です。しかしながら、治療開始にあたり、非可逆性の高

い治療を行うこと対する同意を得る必要があり、治療を完遂しな

ければなりません。このような状況から、患者の期待する結果と

実際の治療結果とのギャップが納得できなければ、クレームの元

になることもあります。 

矯正診断を行う場合、診察・検査・分析やシミュレーションによ

る治療結果の予測を多く行いますが、これらは治療ゴールを明

確にするだけでなく、患者要因で生じるリスクや治療要因で生じ

るリスクを考える機会にもなります。最終的には、患者と歯科医

師とで矯正治療のメリットとリスクとを天秤にかけ、これらについ

て納得が得られるまで説明し、複数の治療計画の中から１つを

選ぶことが重要です。さらに、リスクをどの程度まで説明するか

の問題もあります。 

このようなことは全ての医療に共通するところではありますが、

矯正診断においてどのようなリスクを想定しておく必要があるか

について、あらためて考えてみたいと思います。  

基調講演『矯正診断における治療リスクの考え方』   

福岡歯科大学成長発達歯学講座矯正歯科学分野 

 教 授  玉 置 幸 雄 先生 

  【略 歴】 
1997年3月 福岡歯科大学歯学部歯学科卒業 

2002年3月 福岡歯科大学大学院歯学研究科歯学専攻博士課程修了 

2003年4月 福岡歯科大学成長発達歯学講座矯正歯科学分野助手 

2006年2月 福岡歯科大学成長発達歯学講座矯正歯科学分野講師 

2017年6月 福岡歯科大学成長発達歯学講座矯正歯科学分野教授 

 【認定医等】 

日本矯正歯科学会認定医 

日本矯正歯科学会管理指導医 

日本矯正歯科学会学術委員会委員・医療問題検討委員会委員 
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日常臨床と矯正治療の接点を考える 

  患者は様々な主訴で歯科医院に来院するが、その主訴の原

因が歯列不正や、咬合関係に起因している場合も臨床的には

少なくない。例えば、歯周病によってダメージを受けた歯に、負

担過重を引き起こすような要素などが存在する場合、罹患歯に

２次性咬合性外傷を引き起こし、さらに歯槽骨の吸収を助長し

たり、骨縁下欠損を引き起こしたりする可能性もある。また、下顎

の叢生によりプラークコントロールが困難となり、歯周病進行の

原因となることに加えて、前方、側方運動時に干渉となることに

より、選択的にその部位に骨吸収を惹起したり、対合歯の咬合

性外傷を引き起こす原因ともなりうる。さらに、歯列不正は、顎関

節症の原因の一因となったり、補綴治療に対する弊害を招来す

ることもしばしばある。このように歯列不正が、日常臨床に何ら

かの影響を及ぼすことは、よく経験するところであり、そのような

症例に対して治療計画を立案する際、矯正治療を組み入れるこ

とで、さらなる改善が期待できるだけでなく、より良い口腔内環

境を再構築できる可能性がある。そこで今回は、矯正治療を応

用した全顎的治療例をとおして、日常臨床における矯正治療の

役割と、その実際について考えてみたい。 

『日常臨床と矯正治療の接点を求めて』   

なかしま歯科クリニック 院長 中 島 稔 博 先生 

【略歴】 

1995年3月 福岡歯科大学卒業 

1995年4月 北九州市小倉北区 ヤマヂ歯科クリニック勤務 

1999年4月 福岡県行橋市 さかきデンタルクリニック勤務 

2002年1月 北九州市若松区にて開業 

2016年４月 福岡歯科大学 総合歯科学講座臨床准教授就任 

3

 【所属】 

日本顎咬合学会指導医 

日本歯周病学会会員 

日本臨床歯周病学会認定医 

日本口腔インプラント学会 

日本包括歯科臨床学会 

Osseointegration Study Club of Japan正会員 

日本審美歯科協会会員 

JACD会員 

北九州歯学研究会会員 

上田塾会員 

歯科臨床追究会 白石組会員 



 

 
  

 

 

 

 

  

『混合歯列期における歯列育成』   

クリスタル歯科医院 院長 金 成 雅 彦 先生 

 【略歴】 

平成３年     九州歯科大学卒 

平成３年     山口市の鳥羽歯科医院勤務 

平成７年     防府市にてクリスタル歯科開業 

平成２３年   日大松戸歯学部にて歯学博士取得 
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 永久歯における不正咬合は、審美性のみならず齲蝕の発生や

歯周病の悪化に大きく関与している。咬合機能さえも低下させ、

将来的な残存歯数と歯列不正の関係性は、統計学的にも報告

されている。混合歯列期における矯正治療の目的の一つとして、

後継永久歯の歯列不正を予防することが挙げられる。それには、

永久歯の萌出スペースの獲得が大きな目標となる。矯正装置に

よる対応のみならず、永久歯の萌出順序を考慮に入れた萌出誘

導法も重要となる。また、活発な成長期であるために、骨格的改

善を可能にできる時期でもある。永久歯の萌出スペースの獲得

と共に、骨格的改善を達成し、可能な限り正常な永久歯の萌出

を誘導し、不正永久歯列の予防と、悪化を防止することが、混合

歯列期における矯正治療の目的となる。 

 混合歯列期の矯正装置としては、多種多様に存在する。ブラ

ケットを活用した固定式装置やバイオネーター、バイトジャンピン

グアプライアンス、ダイナミックアプライアンス等の可徹式装置な

どである。これらの装置の適応症と治療経過に関しても今回の

講演にて供覧させていただきたい。混合歯列期の矯正治療は、

特に患者自身は無論のこと、その保護者の協力無くしては成功

しないと考えています。幼少期に将来的な歯列不正の予測を立

て、保護者に矯正治療に対するモチベーションを感じていただく

のも、長期に渡る矯正治療をスムーズに進める一つのコツかもし

れません。今回の講演にて、先生方の日常臨床に少しでもお役

に立てれば幸いと考えています。 

 【所属】 

 九州歯科大学非常勤講師 

 奥羽歯科大学非常勤講師 

 近未来オステオインプラント学会指導医 

 日本臨床歯周病学会専門医 

 日本口腔インプラント学会専門医 

 米国歯周病学会（AAP)会員 

 米国インプラント学会（ AO)会員 

 OJ副会長 

 JUC副会長 

 日本審美歯科協会会員 



 

 

  

 

 

 

『時代と共に変わる矯正治療のニーズとアプローチ』 

しもだ矯正歯科クリニック 院長 下 田 哲 也 先生 

 【略歴】 

1990年 福岡歯科大学卒業 同大学矯正学講座 

1992年 福岡歯科大学大学院入学 

1996年 福岡歯科大学院卒業 学位記 

1998年 しもだ矯正歯科クリニック開院 

2014年 SMILES矯正歯科開院 
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  「マウスピース型矯正装置」（以下、アライナー）は歯科矯正治

療を提供するための手段として、手軽で簡便であるように見える

ため、多くの歯科医が興味を持ち、または既に導入されている治

療法ではないだろうか。アライナーは何故これだけ普及したの

か？患者側の利便性ならびに簡便性はもちろんのこと、最たるも

のとしてCAD/CAMとIoTの技術革新に最も早く適応できた、ま

たは適応させやすかったからである。元々アライナーの歴史は古

く、1945年にKeslingがトゥースポジショナーを開発し、その後

Essix等により行われてきた。しかしながらそれらはあまり普及し

なかった。理由は毎回印象採得を必要とし、模型を手作業で動

かさなければならず、技工操作の一貫性に欠けていたからであ

る。それを180°変えたのがCAD/CAMである。スキャンデータを

CAD上で目的の位置まで移動し、CAMで再現すれば、正確に

複数のアライナーが即座に製作できるのである。それによりアラ

イナーは瞬く間に時代の波に乗り、世界中に広がった。そして今

後AIがより深く関わってくるであろう。それにより矯正歯科医が

長年築いてきた知識、技術、経験からなるマルチブラケット法か

ら取って代わり、アライナーは矯正治療の転換点に差し掛かって

いるのではとの声を聞く。しかしながら、装置や治療システムはあ

くまでもツールであり、それらを使いこなす歯科医師の知識、技

術、経験をもとに最適な装置を選択し治療を行うことで高い治

療結果をもたらすわけである。装置やシステムが勝手に治してく

れるわけでは無いと言うことを理解しなければならない。私は長

年にわたり、矯正歯科の中でもより審美面を追求した舌側矯正

に携わっている。舌側矯正は1974年に世界に先駆けて日本の

藤田先生により開発された治療システムである。しかしながら

エッジワイズ矯正は複雑なワイヤーベンディングが必要でアライ

ナー矯正ほど簡便ではない。それがラビアル矯正、特にリンガル

矯正の普及の妨げになっていると言える。今回ワイヤーベンディ

ングを最小限にするZERO TUBEを考案した。これは従来の

エッジワイズ矯正で必須であったブラケットベースを無くし、ブラ

ケットポジショニングを見直した新しい概念である。そしてそれに

最適化させたZERO BRACKETSをデザインした。このZERO 

SYSTEMは、矯正治療をより効率良く、かつ効果的に、そして安

定して治療がおこなえる。今回はアライナーを含め、ZERO 

SYSTEMを用いて治療した症例を供覧させて頂き、その革新的

なエッジワイズ矯正治療の進化を見て頂きたい。 

【所属】 

1995年 日本矯正歯科学会 (JOS) 認定医 

2004年 ヨーロッパ舌側矯正歯科学会 (ESLO) 認定医 

2006年 世界舌側矯正歯科学会 (WSLO) 認定医 

2008年 日本矯正歯科学会 (JOS) 専門医 

2010年 日本舌側矯正歯科学会 (JLOA) 認定医 

2011年 世界舌側矯正歯科学会 (WBLO) 専門医 



 

 

 

株式会社 オルソアドバンス 

株式会社 ジーシーオルソリー 

東和ハイシステム 株式会社 

株式会社 ギコウ 

株式会社 トミーインターナショナル 

株式会社 ジーシー 

アサヒプリテック 株式会社 

カボデンタルシステムズ 株式会社 

オーコムジャパンカボデンタル 

         システムズ 株式会社 

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 

有限会社 八代歯材 

福岡デンタル販売 株式会社 

スリーエムジャパン 株式会社 

株式会社 カイマンデンタル  

デンツプライシロナ 株式会社 

株式会社 愛歯 

株式会社 バイオデント 

ノーベル・バイオケア・ジャパン 株式会社 

インビザライン 株式会社 

福岡歯科大学同窓会 福岡市早良区田村２丁目１５－１  
〒814-0093 ☎(092) 863-2966 dousoukai@college.fdcnet.ac.jp 

http://www.fdcnet.ac.jp/col/collink/alumnus/index.html 
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この度は、福岡歯科大学同窓会主催、第33回WEB学術講演会にご参加いただきました事、心より感謝

申し上げます。また、講演会に際しご協力いただいきました協賛業者の方々、本当に有難うございまし

た。本来であれば、2020年2月に開催予定であったのですが、新型コロナウルスの感染拡大の為、やむを

得ず延期と致しました。今回は初めてのリモートでの講演会となり、なにぶん不行届きの事もあったと思

いますがご容赦お願いいたします。 

副 会 長 上田 秀朗 

学術委員長 松永 興昌 

【ご協力企業様一覧】 


