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はじめに

　矯正治療は不正を正しくする治療ですから，正常な
状態を理解していないと何が不正であるかが不明確と
なります。また，不正な状態を把握しなければ何を処
置すべきかが不明確となります，E.H.アングルは具体
的に理想的な咬合関係の頭蓋骨を提示しました（図1）。
　 上 下 顎 歯 列 弓 間 の 関 係 と し て，Lawrence F. 
Andrewsは，「正常咬合の状態は，アングルにより説
明されたように，上顎第1大臼歯の近心頬側咬頭が下
顎第1大臼歯の近心-遠心頬側咬頭の間の溝と咬合す
る，上顎犬歯は，下顎犬歯および下顎第1小臼歯と咬
頭-鼓形空隙の関係を持つ，上顎犬歯の尖頭は辺縁隆
線より僅かに近心に位置する。上顎前歯は下顎前歯と
重なり，上下歯列弓の正中は一致する」と述べていま
す（Lawrence F. Andrews〔校閲：瀬端正之／監訳：古賀正忠〕

『ストレートワイヤー法 ── 基礎理論と装置』18頁，医学情報

社，1993年）。　

　「反対咬合とは連続する3歯以上の上顎前歯が下顎
前歯の舌側で咬合する不正咬合である」と『歯科医学
大事典』（第5巻2063頁，医歯薬出版，1998年3月15日）では
定義しています。
　乳歯列期の反対咬合は，歯性，骨格性，機能性に分
類されています（町田幸雄『乳歯列期から始めよう　咬合指

導』69頁，一世出版，2006年5月23日）。
　上下顎歯列弓間の形態的関係からは反対咬合の病態
は連続する3歯以上の前歯部の逆被蓋関係です。臼歯
の咬合関係からはアングルの1級であるか，上下顎の
犬歯間の位置関係に関しては上顎犬歯が下顎犬歯と下
顎第一小臼歯との間に位置しているかの点にも注視す
べきです。
　深町博臣は正常咬合と咬合異常の概念に関して，『不

正咬合』は，Angleスクールを卒業し帰国した寺木定芳
が1913年に『Malocclusion』（1899年E.H. Angle 提唱）の訳
語として“歯科矯正学綱領”の中で使用したことに端を
発する。『Mal』は，『不全』『不良』『異常』などを表わす
接頭語であるが，なぜ『不正』と訳したのであろうか。
与五沢は，「『不正』咬合という意味合いはむしろ『不
整』咬合であると述べ，疾病とは言い難い歯列の不揃
いや咬合の偏位を『異常』と訳すことに抵抗があった
のではないかと推察するとともに，『不正』という用語
を用いることで肉体の機能と結びつけて意義づけを行
なおうとしたからではないかと考察している」と記し
ています（与五沢文夫監修『矯正臨床の基礎』162頁，クイン

テッセンス出版，2008年12月20日）。
　不正を正す矯正学を形態の面からだけではなく，機
能の面からも捉えるべきです。
　反対咬合の不正咬合も単に形態から生じる咬合関係
の病態だけではありません。逆被蓋から生じる咀嚼機
能を抑制させる病態であると認識すべきです。上下顎
前歯がつねに逆被蓋で接する咬合関係は形態的な不正
咬合だけではなく，咀嚼運動である咬断運動の機能障
害を生じる不正咬合です。機能障害の結果として，上顎
骨や下顎骨の発育不全を引き起こすだけではなく，顎
顔面の筋の不活性を発症させます。不正咬合の治療は
形態の修復だけが治療対象ではありません。形態機能
の回復，顎顔面筋の活性化をはかることで正常な顎骨
の発達とよりよい顔貌の獲得へ導くことができます。
　医師が治すのではなく，あくまでも医師が患者さん
の免疫能力を向上させて治癒させる，保存的歯科治療
を重視すべきです。

1.		幼児期の反対咬合は自然治癒するの	
でしょうか

　疾患が発症するには発症させた原因があります。叢
生の疾患は歯周長と顎との不調和が発症原因ですか
ら，床矯正治療では床装置により顎を拡大するか，顎
を育成することで疾患を改善します。早期の叢生の
ケースでは自己改善としてバイオロジカルな生体反応
により顎が育成すれば自己免疫により叢生は治癒しま
す。機能性反対咬合であれば，反対咬合を発症させた
機能が改善されれば反対咬合も治癒します。
　特に乳幼児の反対咬合のケースでは，発症原因を解
消すれば自己免疫によりバイオロジカルに治癒しま

図1　�E.H.アングルが提示した理想の咬合関係としたオールドグローリー（星
条旗＝シンボル）の頭蓋骨です。後日この頭蓋骨が白人のものではない
と判明し，大変な問題になりました。
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2.�早期治療が基本です

す。臨床医としては「様子を見ましょう」と言いたく
なる心情もありますが，治療しなければ取り返しのつ
かない病態になります。
　町田幸雄東京歯科大学名誉教授の報告では，反対咬
合の発現率は1歳6ヵ月16.2%，2歳12.3%，3歳9.6%，5歳
5.7%と大きく減少する傾向を示しているとのことです

（町田幸雄，前掲書，67頁）。大竹らは，2歳児1867名のうち
13.39%に反対咬合が認められ，1年後の3歳児の追跡で
は約40%が自然に正常咬合を示したと報告しています

（大竹邦明ほか「乳歯列完成前後の総合咀嚼器官の発育変化　第

1報　前方交叉咬合いわゆる反対咬合について」小児歯誌 17（3）

309-395, 1979年）。
　各歯科大学で使用されている教科書ではターミナル
プレーンが垂直型で切歯のみが反対咬合の場合は，永
久歯交換期に自然治癒する場合があると記載されてい
ます（相馬邦道東京医科歯科大学名誉教授他4名『歯科矯正学

　第5版』248頁，医歯薬出版，2010年3月20日）。
　永原邦茂らは「乳歯反対咬合者の経過観察を行った
結果，ⅡA期からⅢA期までの変化では127名（男子31

名，女子96名）中10.24%の13名（男子0名，女子13名）がⅡ
A期に自然治癒し，ⅢA期にも引き続いた。ⅡA期に
自然治癒したが，ⅢA期に再び3.94%の5名（男子4名，

女子1名）が反対被蓋となった。ⅡA期には反対咬合で
あったがⅢA期に正常被蓋になったものは5.51%の7
名（男子3名，女子4名）であった。ⅡA期からⅢA期を通
して反対被蓋であったものは80.31%の102名（男子24

名，女子78名）であった」と報告しています（永原邦茂，飯

塚哲夫「乳歯反対咬合者の咬合の推移──乳歯反対咬合の自然

治癒を中心として──」 愛院大歯誌30（1）：223-229，1992年）。
　少なくとも反対咬合は自然治癒をする可能性を示唆
していることは確かですが，自然治癒しないケースの
ほうが多いことも事実です。
　確かに自然治癒するケースもありますが，自然治癒
しないケースのほうが多いのですから「自然に治るか
もしれません」と患者さんの保護者に説明するのは危

険であり，治療の機会を逃す結果ともなります。

2.	早期治療が基本です

　すべての疾患は早期治療が基本ですが，特に反対咬
合の病態は歯列だけの問題に止まらず，子どもが成長
していく過程での咬合不全から生じる機能障害が発現
します。機能障害から顎骨の発育障害を生じさせ，上
顎骨の劣成長，下顎骨の過成長などによる頭蓋を形成
する顎の骨格性変異に移行させます。
　反対咬合により生じる骨格性変異は患者さんの生
涯にわたる顔貌に不可逆的問題を引き起こし，残存さ
せる重要な病態です（図3-2）。また，反対咬合は形態的
変異だけではなく表情にも影響します。咀嚼機能など
の抑制により表情筋などの衰退を生じさせる結果とし
て，顔の表情表現を不活性化させ，表情豊かな顔を得
ることができなくなります。
　乳幼児の反対咬合は自己免疫により自然治癒をする
ケースもありますが，放置をすると取り返しのつかな
い病態になります。治療処置が遅れたために過成長し
た下顎骨，肥厚した下顎体や萎縮した上顎骨に対する
治療は外科的な処置以外にはありません。反対咬合を
歯列だけの問題と限局せずに，顎骨に関わる顔貌の問
題だと捉えるべきです。
　反対咬合は他の不正咬合と異なり一生の顔貌にかか
わる疾患です。どの疾患でも同様ですが，特に反対咬
合は早期治療の開始が一番必要とされる疾患です。
　人が初めて会うときの第一印象は顔です。子どもた
ちをよい顔に育成させるのは歯科医師の仕事です。

ターミナルプレーン

図2-1　�垂直型のターミナル�
プレーン

図2-2�　�近心階段型のターミナル�
プレーン

図2-3　遠心階段型のターミナルプレーン

図3-1　正常な顔貌 図3-2　下顎過成長の顔貌
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上顎左右中切歯が未萌出で確定はできませんが，下顎
前歯部切端と上顎骨の位置から想定すると，軽度のマ
イナスの状態です。
　下顎前歯は左右中切歯と側切歯が萌出しています
が，左側側切歯は乳犬歯の前に位置して軽度の叢生の
病態です。下顎前歯は唇側傾斜をしておらず，垂直な
歯軸です。
　反対咬合の家族歴はありません。
　顔貌は平常と考えますが，口唇は上唇より下唇がや
や肥大しています。

　上顎左側中切歯の口蓋側傾斜の改善は木のスティッ
クを使用した外力によるものかもしれません。あるいは
舌のポスチャー（姿勢位）による改善かもしれません。い
ずれにしても臨床医としては「様子を見る」という治療
拒否は避けるべきであり，何らかの努力をするといった
治療に対する姿勢が大切と考えます。
　また，上顎左右側切歯が萌出した時に歯列内の正しい
位置に配列しない場合は，歯列内の正しい位置に配列し
ないのではなく，歯列内の正しい位置に配列できないと
考えるべきです。ではなぜ正しい位置に側切歯が配列で
きないかを考えるべきです。本来，歯は口腔機能のバラ
ンスのとれた位置に結果として存在します。側切歯が正
しい位置関係に配列できない理由として，口腔内の内部
からの外力が機能していないと考えるべきです。それは
舌機能による口腔内の内部からの正のストレスの外力が
不足していることに起因していると考えるべきであり，
床矯正による前方移動処置などの機械的外力に頼るの
ではなく，まず第一に舌機能の改善が必要と考えます。

症 例

1-③
下顎の拡大処置により
反対咬合が治癒した
混合歯列期の患者さんです

生 年 月 日	 平成7年3月27日　　性別　男子
初 診 日	 平成14年10月19日
初診時年齢	 7歳6ヵ月	

【主訴】　�「乳歯の時は反対咬合でしたが，永久歯に生

え代わった時に前歯の咬み合わせはどうで

しょうか」と相談です。

【口腔内の写真と所見】

　上顎左右乳側切歯は逆被蓋であり，乳中切歯は脱落
していますが中切歯が萌出すれば逆被蓋になることが
想定されます。オーバーバイトは乳中切歯が脱落して
確定はできませんが，上顎乳側切歯の関係から判断す
ると浅い状態です。
　臼歯の咬合関係はアングルの1級です。左右の上顎
乳犬歯は下顎乳犬歯と第一乳臼歯の間に位置しており
側方歯群の咬合関係は正常です。オーバージェットは 顔貌の写真
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　切端咬合であった上顎左側中切歯の被蓋関係は正常
な被蓋関係に改善しています。なぜ，被蓋関係が改善
したのでしょうか。切端咬合位から中切歯を前方に押
し出す外力が生じた結果と考えられます。
　その外力はどこから生じたのでしょうか。
　その外力は舌による外力と考えられます。
　歯列は歯列に作用する正負のストレスの結果として
位置します。口腔機能による舌の外力が正のストレス
として歯列に作用すれば切端位にある前歯を正しい位
置にバイオロジカルに正します。
　反対咬合の患者さんは低位舌といわれていますが，
なぜ舌が挙上して上顎中切歯を押すようになったので
しょうか。
　1つの仮説ですが下顎床装置を装着することで下顎
の舌房は狭くなり，舌房が狭窄したことで舌が挙上し
たのではないでしょうか。その結果として低位舌が改
善した可能性はあります。

　装置を使用していない時の状態です。

平成15年6月

　下顎の拡大装置を臼歯部の保定と前歯部の歯軸を整
える目的の閉鎖型の床装置に交換しました。

【治療方針】

　反対咬合の処置に対しては上顎乳中切歯が脱落
し，床装置による前方移動処置はできません。初診
当時はパナシールドはなく，反対咬合の処置に対し
ては上顎中切歯が萌出してから施術することにしま
した。
　下顎前歯の叢生を解消するために側方拡大処置を行
うことにしました。

平成14年10月

　下顎の床矯正装置による側方拡大処置を開始しました。

平成15年1月

　上顎中切歯が萌出しました。右側中切歯は被蓋をし
ていますが，左側中切歯は切端咬合です。

平成15年3月

	下顎の側方拡大処置は1ヵ月に1ミリの拡大量が基本
です。5ヵ月で下顎の側方拡大処置が終了しました。

口唇の写真

パノラマX線の画像
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平成16年5月

　上顎左右中切歯は被蓋関係が得られましたが，被蓋
関係は浅く安定した状態ではありません。
　上顎左右側切歯が萌出しましたが右側側切歯は乳犬
歯の前にあり，軽度の叢生の病態です。
　その後上顎の側方拡大処置を施術して対応しまし
た。治療経過は省略します。
　装置を使用していない時の状態です。

平成18年7月

　2年2ヵ月が経過し左右犬歯が萌出してきました。上
顎左側犬歯の萌出スペース確保のため，同側の第二乳
臼歯の近心側を削合しました。

平成19年8月

　さらに1年1ヵ月が経過し，被蓋関係も深くなり安定
した状態です。正しい口腔機能が維持されれば正しい
形態にバイオロジカルに移行します。

		
　初診時の口腔内所見では上顎乳中切歯が脱落していま
すが，問診では乳歯列の時には反対咬合の歯列でした。
　反対咬合の多くの患者さんは低位舌です。下顎の
叢生の解消のために下顎に床装置を装着した結果，
下顎の舌房が狭くなり，低位舌だった舌が挙上され
た可能性があります。舌のポスチャー（姿勢位）が正
常な状態に改善され，正しい舌のポスチャーにより
舌が上顎前歯を外側に押す外力により正常咬合に改
善されたと推定されます。
　反対咬合は上下顎の前歯が逆被蓋になる病態です
が，単純に被蓋関係が逆になるだけではありません。
下顎の歯列は下顎体上に位置しますから，可動する
下顎体の位置により反対咬合は発症するでしょうし，
舌が歯列を押すことでも歯列は変化します。反対咬
合の患者さんの下顎体，歯列には舌をはじめとする
口腔機能によるトリガー（引きがね）が存在すること
を認識すべきです。
　自然治癒とは自己免疫により治癒することと考えま
すが，発症原因が改善されることが前提となります。
　子どもの反対咬合は自然治癒することも往々にし
てあるといわれていますが，上下顎の歯列関係の形
態だけではなく，反対咬合を発症させる発症原因で
あるトリガーが解消した結果としての治癒であり，
反対咬合を発症させた原因の解消がなければ治癒す
ることはないと考えます。
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6.混合歯列後期の反対咬合

症 例

6-① 11歳からの反対咬合

生 年 月 日	 平成9年11月1日　　性別　男子
初 診 日	 平成20年12月26日　
初診時年齢	 11歳1ヵ月

【主訴】　�「前歯の咬み合わせがおかしいので治してほ

しい」と来院しました。

【口腔内の写真と所見】

　上顎前歯3歯の反対咬合です。本来は上顎前歯4歯
の反対咬合なのでしょうが，下顎右側犬歯が舌側転位
をしているために見かけ上3歯の反対咬合になってい
ます。
　両親は正常な咬合関係ですが，母親の妹が反対咬合
という家族歴があります。
　臼歯の咬合関係は，左側はアングルの1級ですが右
側はやや3級傾向にあります。
　上顎犬歯は，左側は下顎犬歯と第一小臼歯の間にあ
りますが，右側はやや第一小臼歯側にあります。
　前歯の被蓋状態は，オーバーバイトはほぼ正常です
が，オーバージェットは逆被蓋関係です。
　上下顎ともに前歯は軽度の叢生があります。下顎右
側犬歯は舌側に転位しています。この舌側転位は上顎
右側側切歯が口蓋側に転位をし，その後萌出した下顎
右側犬歯が上顎右側側切歯を正しい位置として舌側に
転位萌出したものと考えられます。
　下顎前歯部の歯軸は唇側傾斜をして正常です。
　構成咬合位は維持できます。
　顔貌口唇はともに正常です。

　構成咬合位の状態です。
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【治療方針】

　前歯の被蓋状態は逆被蓋関係です。臼歯の咬合関係
がほぼアングルの1級関係ですから，下顎骨の過成長
ではなく上顎骨の劣成長と上顎前歯の内側転位が考
えられます。下顎体を後方に移動する筋系の訓練のた
めにタッチスティックを使用します。写真ではタッチ
スティックを前歯部でくわえた状態ですが，タッチス
ティックのスプーンに舌尖を乗せて切歯乳頭に接する
ようにし，舌背を口蓋に接するように指示しました。
　動的処置としては，犬歯が側切歯の前方に位置して
いないため上顎4前歯部を床装置により一括して前方
移動する処置を施術します。

　タッチスティックをくわえた状態です。

平成20年12月

　上顎の前方移動処置を開始しました。

平成21年10月

　床可動部を巻き戻し，即時重合レジンを添加して前
方移動処置を継続しました。

　装置を使用していない時の状態です。

パノラマX線の画像

顔貌の写真

口唇の写真

側方セファロX線の画像
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平成21年11月

　上顎の前方移動装置を閉鎖型の床装置に変更しました。

平成22年1月

　治療開始より約1年で前歯部の被蓋関係は改善され
ました。臼歯部の被蓋関係はアングルの1級で，上顎
犬歯は左右とも下顎犬歯と第一小臼歯の間に位置して
良好な状態です。
　顔貌も反対咬合様には変化せず，下唇は上唇より内
側に位置し，健康な状態で移行しました。
　ここからは前歯での咬断運動によるバイオロジカル
な上顎骨の育成が大切になります。

平成22年12月

　患者さんは13歳1ヵ月になりました。まだ第二次
成長期で身長も伸びている時期ですが，前歯部の被
蓋関係は安定しています。臼歯の咬合関係はアング
ルの1級で安定し，下顎前歯部の舌側傾斜は出現し
ていません。反対咬合に後戻りをする心配はありま
せん。

側方セファロX線の画像

側方セファロX線の画像に基づく角度分析の結果

初診時 動的治療後

Facial	angle 85.9 85.0	

A-B	plane 6.6 3.3

SNA 82.3 83.4

SNB 84.8 84.3

ANB −2.5 −0.9

Mandibular	pl.	to	SN 25.4 26.4

Interincisal	angle 123.9 132.0	

Occlusal	pl.	to	SN 12.2 11.8

顔貌の写真


