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矯正治療中のう蝕の予防に関する
注意義務
モデル裁判例　東京地判平成 15年 7月 10日判例集未登載

事　例

h
関係者 X：患者

Y：歯科医師

事例の概要

平成10年 2月13日
Xは、Yの医院を訪れた。Xの主訴は、上顎と下顎の前突が気になるというもので
あった。
Xは、Yとの間で、全顎（上下すべての歯）を矯正して上下顎前突を解消するための
治療を受ける旨の診療契約を締結した。

……同年3月1日～平成11年1月6日（動的矯正期間）
上下顎に動的矯正装置を取り付けて、歯および顎を移動させることを内容とする
動的矯正を行った。この動的矯正期間中、Yは、Xに対して、次のブラッシング指
導を行った。
⑴�平成 10年 3月1日、Yは、Xに対し、「矯正治療をはじめられる方へ」と題す
るパンフレットを手渡し、矯正治療を行っている間はしっかりと歯磨きをする
ようにと述べた。このパンフレットには、「歯ブラシを必ず使いましょう」とい
う見出しで、次の事項が記載されていた。
　・複雑な矯正装置を装着する場合、歯の清掃を怠るとう蝕等の原因となること
　・�食事の後は必ず歯ブラシを使用するか、うがいをするよう習慣づけなければな
らないこと

　・�Yの医院では、患者に適切な歯ブラシを手渡して、歯の清掃指導を行うなどす
る予定であること

⑵�平成10年3月13日、Yは、Xに対して、矯正装置を装着した歯の模型を使い、
歯と矯正装置との境目については食後に必ず磨くようにすること、歯磨きの際
には、歯ブラシを縦にして歯や歯間をブラッシングするという縦磨きの方法で
も磨くようにすることなどを説明し、指導した。

平成11年11月6日～平成14年1月8日（保定期間）
歯の裏側に固定式保定装置を取り付けて、動的矯正により移動させられた歯およ
び顎が後戻りをするのを防止するために歯を固定することを内容とする保定を
行った。Xに対する矯正治療は、全期間において順調に推移し、その目的を達成し
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1　はじめに
この事例は、モデル裁判例をアレンジして作成したものである。

2　患者側の主張
患者（X）は、歯科医師（Y）に対して、矯正治療費や慰謝料等と
して約 410 万円の支払いを求めた（民法 415 条、709 条）。Xは、
Yが十分にブラッシング指導を行うなど口腔内の衛生環境を良
好に管理すべき義務に違反し、それによって本件う蝕が発生し
たと主張した。

3　歯科医師側の主張
Xの主張に対して、Yは、次のように主張した。
Yは、保定期間中、しばしばXの歯磨き不良を指摘して、ブラッ
シング指導を行っていた。それゆえ、義務を尽くしていた。この
ことは、カルテの「Br」という記載からも明らかである。

4　裁判所の判断
裁判所は、本件う蝕発生の機序について、保定期間中、「固定式
保定装置の周辺部分（歯の中段付近）における歯と歯の間の部分
のブラッシングが十分でなかったために、その部分に歯垢が溜
まって、そのことが原因で発生した」と認定した。
この事実を前提に、裁判所は、一般論として、「歯の裏側に固定式
保定装置を装着して保定を行う」歯科医師は、「その保定を行う
に際して、当該患者に対し、同装置の周辺部分は歯垢が溜まりや
すく虫歯になりやすいことを十分に説明した上、その部分につ

事例解説

●

●

（債務不履行による損害賠
償）
民法415条
　➡　総論Ⅰ３

（不法行為による損害賠償）
民法709条
　➡　総論Ⅰ３

●

●

●

終了した。
この保定期間中、次の診療があった。
⑴�平成 11年 11月19日、Yは、Xの口腔内の写真を撮影した。なお、その写真
には、歯と歯ぐきの間や歯と歯の間等に歯垢が付着しているのが写っていた。Y
は、Xに対し、診療の際、今までと変わらず歯磨きをするようにと述べた。
⑵�平成12年 4月14日、Yは、Xの口腔内の写真を撮影した。なお、その写真に
は、歯と歯ぐきの間や歯と歯の間等に歯垢が付着しているのが写っていた。
⑶�平成13年 8月20日、XはYの医院において診察を受けた。この日が、Yの医
院の最終診療日（平成14年 1月8日）の直前の診療日となった。

平成14年1月9日
Xが他の歯科医院を受診したところ、左右上1番および左右上2番において、歯
の中段付近の歯と歯の隣接面に、象牙質にまで達するう蝕が進行しており、とりわ
け左上1歯の一部は歯根膜炎を発症していることが判明した（以下、上記4本の歯
のう蝕を「本件う蝕」という）。
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いて、歯と装置の間を横磨きの方法で磨いたり、歯と歯の間を縦
磨きや斜め磨きの方法で磨くなど、動的矯正期間におけるより
も一層丹念にブラッシングを行わなければならないことを十分
に指導すべき診療契約上の義務（債務）を負う」と判示した1）。
また、裁判所は、保定期間中の平成 11年 11月 19日と平成 12年
4月14日に撮影されたXの口腔内の写真には、「歯と歯ぐきの間
や歯と歯の間等に歯垢が付着しているのが写っていた」ことか
ら、Yは、「上記のような説明、指導をより一層十分に行うべき
義務を負っていたというべきである」と判示した。
ただ、裁判所によって認定された事実は、次の通りであった。
Yは、事例の概要の記載の限度でしか説明、指導を行わなかっ
た。特に保定期間中は、「平成11年 11月 19日の診療の際に今ま
でと変わらず歯磨きをするようにと述べた程度で、それ以上に
特にブラッシング指導を行うことはなかった」。Yは、Xが来院
した際には、しばしばブラッシング指導を行ってきたと主張し、
これを証明するため、カルテに「Br」という記載があることを指
摘した。しかし、裁判所は、かかる記載の信用性を認めず、Yの
主張するブラッシング指導の事実を認めなかった。
Yには、「保定期間中において、ブラッシング指導、とりわけ、
固定式保定装置の周辺部分における歯間のブラッシングを丹念
に行うようにとの指導を十分に行われなかったという診療契約
上の義務違反があった」ことを理由として、裁判所は、Yに対し
て、Xに生じた損害について、55万円の支払いを命じた 2）。

1　保定期間中の説明、指導義務
歯列矯正を目的として歯の裏側に固定式保定装置を装着すると
いう保定治療を行うことにより、同装置の周辺部分には歯垢が
溜まりやすくなる。同装置は、歯の裏側に装着されるため、患者
が確認しづらく、歯磨きの際に歯垢が十分に除去されないおそ
れがある。これらの事情から、同装置の周辺部分は、う蝕になり
やすい環境にある。
ある意味、う蝕になりやすい環境は、固定式保定装置の装着とい
う医療行為によって招来されたといえる。このことを踏まえて、
裁判所は、「同装置の周辺部分は歯垢が溜まりやすくう蝕になり
やすいことを十分に説明した上、その部分について、歯と装置の
間を横磨きの方法で磨いたり、歯と歯の間を縦磨きや斜め磨き

1） 後述の歯科医師の視点
にはこの裁判所の考えに反
論する記述あり。●

●

●

2） 損害の内訳は、慰謝料
50万円と弁護士費用5万円。

弁護士の視点

●

●



9 6 第5章　●　矯正・インプラント

の方法で磨くなど、動的矯正期間におけるよりも一層丹念にブ
ラッシングを行わなければならないことを十分に指導すべき」義
務を導き出した。
それゆえ、保定期間中は、矯正治療という本来の治療を行うだけ
では、歯科医師の診療としては不十分であることが明らかと
なった。歯科医師は、歯の裏側に固定式保定装置を装着するとい
う矯正治療を行う以上は、このような矯正治療に付随する義務
というかは別としても、う蝕の予防のために、う蝕の発生やその
危険性について診察し、患者の口腔内の状態を前提に適切な説
明、指導を行わなければならないことを強く認識すべきである。

2　カルテの信用性
⑴ カルテの信用性についての考え方
医療訴訟において、カルテは、歯科医師側の主張を支える重要な
証拠となることから、カルテの信用性が争われることがままあ
る。この点カルテの信用性は、原則として、肯定されると判断し
た裁判例（東京高判昭和 56年 9月 24日判タ 452 号 152 頁）がある。
この裁判例によれば、「診療録は、その他の補助記録とともに、
医師にとって患者の症状の把握と適切な診療上の基礎資料とし
て必要欠くべからざるものであり、また、医師の診療行為の適正
を確保するために、法的に診療の都度医師本人による作成が義
務づけられている」ことから、「診療録の記載内容は、それが後
日改変されたと認められる特段の事情がない限り、医師にとっ
ての診療上の必要性と右のような法的義務との両面によって、
その真実性が担保されている」。これは、医科の事案に関する裁
判例である。ただ、歯科に関しても、カルテには、診療上の必要
性と歯科医師の作成義務（歯科医師法 23条 1項）が認められるこ
とから、カルテの信用性について同様に考えることができる。

⑵ 本件事例における裁判所の判断
本件では、Yは、しばしばブラッシング指導を行っていたと主張
し、これをカルテの「Br」という記載によって明らかにしようと
した。確かに、カルテには、保定期間中の毎回の診察に関して
「Br」という記載があった。しかし、裁判所は、この記載の信用
性を認めなかった。次の①～③の事情を考慮し、「カルテの『Br』
の各記載は、後にまとめて書き加えられたものである疑いを払
拭することができ」ないと判断したためである。

　　①�Xは、「診療の際のカルテの置き場所について詳細に述べつ
つ、診療を受ける時カルテを見たが、その時には『Br』の記
載がなかったと供述し」た。

　　②�Y本人も「忙しくてカルテを書く暇がなかったこともあったか

●

●

東京高判昭和56年9月24
日　妊娠腎と診断されてい
た妊婦が急変し、重度の後遺
症が生じた事例である。浮腫
に関する母子手帳と診療録
の記載に相違があり、診療録
の記載の信用性について争
われた。裁判所は、本文中に
記載した通り、一般論として、
診療録の真実性担保の根拠
および条件について判断を
示した。

歯科医師法23条1項　歯科
医師は、診療をしたときは、
遅滞なく診療に関する事項
を診療録に記載しなければ
ならない。

●
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もしれない旨述べるとともに、平成 14 年 1月 8日の診療に関
する部分について、後にカルテを書き換えたところがあるこ
とを認める供述をし」た。

　　③�カルテの「Br」の各記載の体裁は、その都度記載されたにし
ては、不自然な面がある。
Yが専ら「Br」という略語を用いた記載があることしか主張し
ていなかったことからすると、カルテには、診療当時のブラッシ
ングに関する患者との具体的なやり取りが一切記載されていな
かったものと推測される。

⑶ カルテに記載する際の注意点
裁判所の「後にまとめて書き加えられたものである」等の疑いの
念を払拭するためには、歯科医師は、カルテに記載する際は、略
語の記載にとどめず、たとえば、「ブラッシング念入りに」といっ
た患者との間の具体的なやり取りを記載する必要がある。
この点、書込みや書換え等の編集の記録が修正履歴として残ら
ない仕組みの電子カルテを使用している歯科医院もあると聞く。
このような電子カルテを使用しているとなれば、略語を用いた
簡略な記載だけでは、裁判所の疑念を払拭することは、益々困難
となるだろう。このような電子カルテを使用する歯科医師は、特
に、診療当時の患者との具体的なやり取りを記載する必要があ
ることを肝に銘じるべきである。

⑷ カルテの改ざん
なお、カルテの改ざんについては、たとえば、次のような民事
上、行政上、および刑事上の責任を負う可能性がある。

　　・�民事上の責任：�カルテ改ざんそれ自体を理由とした損害賠償責
任（甲府地判平成16年1月20日判タ1177号218頁）。

　　・�行政上の責任：�戒告、歯科医業の停止などの行政処分（歯科医
師法 7条 2項）。

　　・�刑事上の責任：�診療録の記載・保存義務違反（歯科医師法 31条
の 2、23 条）や証拠隠滅罪（刑法 104 条）の成立
（東京地判平成 16年 3月 22日判例集未登載）。

このため、カルテの改ざんと疑われるおそれのある行動は、避け
るべきである。カルテの記載の修正や追記の必要があれば、たと
えば、元のカルテに直接書き込むのではなく、別の書面に訂正す
べき事項を記載するなどの方法をとることが適当であろう。

●

●

●

●

甲府地判平成16年1月20
日　出産後に母子ともに死
亡した事例である。母親の死
亡に関する医師の過失は否
定された。しかし、裁判所は、
医師による診療録の改ざん
を含む証明妨害行為によって
遺族が精神的損害を被った
として、慰謝料として1500
万円の支払いを命じた。

歯科医師法7条2項
　➡　総論Ⅰ３

歯科医師法31条の2　次の
各号のいずれかに該当する
者は、50万円以下の罰金に
処する。
一�　……第23条の規定に違
反した者

（証拠隠滅等）
刑法104条　他人の刑事事
件に関する証拠を隠滅し、偽
造し、若しくは変造し、又は
偽造若しくは変造の証拠を
使用した者は、3年以下の懲
役又は30万円以下の罰金に
処する。

東京地判平成16年3月22
日　被告人（医師）は、とも
に手術を担当した別の医師の
過失が疑われる状況におい
て、他の共犯者とともに、カ
ルテ類を書き換えたり、新た
に作成したり、その原本を持
ち去るなどした。裁判所は、
被告人について証拠隠滅罪
の成立を認め、有罪（懲役1
年、執行猶予3年）の判決を
下した（確定）。

●
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1　う蝕が発生した原因について
裁判では適切なブラッシング指導がなされたかどうか？が主な
争点とされているのがとても残念である。裁判所は「動的矯正期
間におけるよりも、保定期間は一層丹念にブラッシングを行わ
なければならないことを十分に指導すべき診療契約上の義務（債
務）を負うというべきである」「歯の裏側に装着するものであっ
て、この装置の周辺部分は外側から見えにくいことから、この部
分は虫歯になりやすい環境にある」と判示した。しかし、動的矯
正期間よりも保定期間の方がう蝕に罹患するリスクが高いとい
うのは筆者としては受け入れ難い。一般的に動的矯正期間はマ
ルチブラケットが歯に装着され、その形状や仕組みは保定装置
よりもかなり複雑でブラッシングの難易度は高い3）。保定期間に
装着する保定装置の形状は非常にシンプルでプラークの付着は
少なく、口蓋側であってもブラッシングの難易度は高くない4）。�

したがって保定期間の方が動的矯正期間の方がう蝕に罹患する
リスクは低いはずである。
それではなぜ、う蝕が発生したのであろうか？　細菌は歯ブラシ
だけで取り除くのは難しく、歯磨きをしていれば虫歯が防げる
という常識は現在では正しくないことが分かっている5）。さらに
生物医学的原因だけでなく、社会環境・生活環境の重要性が認
識されつつある。虫歯ができる個人の要因としては細菌（歯磨
き）、糖質（食生活）、歯の質（フッ化物）・唾液（pH緩衝能）など
が複雑に絡み合っている。おそらく保定期間に入ってから患者
Xの生活環境、特に食生活が大きく変化したのではないだろう
か？　動的矯正装置が外れることで食事が食べやすくなり、患者
の食生活が変化することは十分考えられる。ショ糖の摂取量や
間食が多ければ、唾液の緩衝能は低下し、う蝕発生リスクは大き
くなる。つまりう蝕の発生の原因はブラッシング不良ではなく、
食生活の変化にある可能性が高い。
よって患者自身の生活環境が原因でう蝕が発生したという論点
になれば、ブラッシングに対しての歯科医師Yの説明・指導義
務違反が認定されなかったかもしれない。たしかに、生活習慣の
悪化は患者責任であるかもしれないが、食生活の改善を説明・指
導する義務が歯科医師にはあるだろう。さらに、プラークの付着
状況などをみてう蝕発生リスクが高いと感じたならば、保定装置
を固定式から可撤式に変更することを患者に提案すべきであった

歯科医師の視点

●

動的矯正期間中に装着する
マルチブラケットは構造が複
雑であり、プラークは付着し
やすく、ブラッシングも難易
度が高い。

3）

保定期間中のリテーナー（保
定装置）は構造が単純でプ
ラークが付着しにくく、ブ
ラッシングの難易度は低い。
しかも口蓋側や舌側に装着
するため、唾液の自浄作用も
働きやすい。

4）

●

5）　東北大学大学院　歯学
研究科　口腔保健発育学講座　
国際歯科保健学分野　相田　
潤氏によると、虫歯というの
は細菌が糖質をもとに作り出
す酸によって歯を溶かすこと
で生じる。とくに細菌は歯ブ
ラシだけで取り除くのは難し
く、歯磨きをしていれば虫歯
が防げるという常識は現在で
は正しくないことが分かって
いる。さらに生物医学的原因
だけでなく、社会環境・生活
環境の重要性が認識されつ
つある。虫歯ができる個人の
要因としては細菌（歯磨き）、
糖質（食生活）、歯の質（フッ
化物）・唾液（pH緩衝能）な
どが複雑に絡み合っている。

●
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と筆者は考える6）。
2　カルテの改ざんについて
本件においてブラッシング指導をしていたかどうかがカルテに
記入されておらず、カルテに後から加筆した疑いがあると裁判
所は考え、証拠の信ぴょう性を認めなかった。カルテの改ざんに
ついては、民事上、行政上、および刑事上の責任を負う可能性が
あるため、決して行ってはいけない。日ごろから患者に指導した
内容は必ずカルテに記載することを心掛けねばならない。

取り外しのできる可撤式保定
装置なら食事中は外すことが
できるので、プラークは付着
しにくく、ブラッシング時も
外して行うので、ブラッシン
グは容易である。

6）

●

�◎歯列矯正を目的として、歯の裏側に固定式保定装置を装着するという保定治療を行っ
ている間は、同装置の周辺部分の状況について十分に診察し、必要に応じてう蝕防止の
ために適切な説明、指導を行うことも、歯科医師の診療契約上の義務である。
�◎説明、指導を行った場合には、カルテにその旨を記載しておく必要がある。その際、
「Br」等の略語の記載ではなく、診療当時の患者との具体的なやり取りを記載しておく
べきである。

事例のポイント

□保定期間に入っても動的矯正期間と同様にプラークの付着などを十分観察し、�
　虫歯の発生リスクのチェックを怠らない。�
□ブラッシング指導だけではなく、虫歯のリスクに応じて、カリエス発生の機序や�
　食生活の指導を行う。�
□ブラッシング指導などを行った場合は必ずカルテに記載する。�

今日からのルーティンワーク

〔松田育子・花田真也〕


