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始めに

歯列矯正の分野では、今、種々のブラケットが開発され、テクニックの講習が華やかである。一般に矯正治

療というと歯牙歯列の不正を思い浮かべるようであるが、実際には呼吸の不都合とともに生じる、身体と上下

顎骨の成長不良や片寄り、捻れが原因で、多くの不正咬合という結果が生じている。この身体も含めた不正成

長・歪み・呼吸の問題を解決しなければ、矯正治療の成功は望めず、保定装置を装着し続けることとなる。い

くら歯をきれいに並べても、原因が治療除去されなければ、その歯はいずれまた動いて、ガタガタになってく

るものである。このことを理解せず、方法論に走ることは大変危険である。まず、このことを十分に理解して

いただきたい。

筆者は、当初、小児の咬合誘導と補綴前処置として限局矯正を行っていたが、その後、より確かなものへと

マルチブラケットによる本格矯正を学んだ。しかし、歯牙の移動と顎の動態に何かしっくりしないものを感じ、

成長発育と咬合機能や舌の有り様を、できるだけ調和させる装置方法はないかと、思案していたところに

出会ったのがFacial Orthotropicsであった。

Dr. John Mewにより創始されたFacial Orthotropics(＝Natural Growth Guidance）はすでに 30 年以上の歴史

があり、不正成長を考慮に入れた治療法としては、原因療法に一番近い方法といわれている。この中で、顎顔

面のより良い発育と、きれいで安定した噛み合わせをつくるために必要な条件として、Dr. Mewは次の三つ（成

長の前提条件：Tropic premises）を表している。それは安静時に

A．口唇が緊張せず、常に軽く閉じていること。

B．舌は口蓋に接していること。

C．上下の歯は接近し、あるいは軽く接触するくらいの状態にあること。

というものである。

A は鼻呼吸を楽にしていることを示し、口輪筋の機能が正しいことをいっている。また、表情筋のバランス
も暗示的に表している。B は舌が口蓋を内側から支えていて、同時に下顎が前上方に持ち上げられて頬の緊張
がないことを示す。上下の顎が一つのユニットになっている状態を表しており、舌が口蓋に正しく付いていな

いとこれが崩れ、上下が別々の成長を始めてしまう。さらに C は顎の挙上筋に余計な緊張がなく、口唇や舌を
はさむような癖もなく、バランスがよいことを示している。

Bio-Balanced Facial Growth



- 2/10 -

口蓋に付いた舌が歯を内側から支えつつ、さらに鼻を通して息をする、ということから上顎の成長が促され

るようになる。逆にいつも口が開いている人は、舌が下がっているだけでなく顎も下に落ちるため、平坦で間

延びした顔つきになり、姿勢の崩れと共に種々の不定愁訴を抱えるようになっていく。

この三条件は歯が安定して良く並んでいるだけでなく、姿勢を良く保つためのとても重要なポイントでもあ

る。もし口がぽかんと開いていて A の条件

さえ満足にできないようであれば、B ／ C

の条件はとても無理な話となってしまう。『口

を閉めなさい』という躾はまさに的を射たも

のといえよう。

この治療法を生体のバランスを土台として

より日本人にあったものとして発展させ、生

体の構造機能から力学的バランスを整えるよ

うに改良を行った。結果、頭蓋に対する顎骨

のあり方をも考慮に入れた成長誘導の治療哲

学といえるものとなってきた。本稿は、そこ

から導かれたBio-Balanced Facial Growth

コンセプトの基本的な部分の紹介である。

Ⅰ 適応性としての成長コントロール

土台となる遺伝的成長と出

生後の環境による変化とは微

妙な関係にある。顔面に限ら

ず遺伝的支配というものは絶

対ではなく、どのような適応

メカニズムも極めてデリケー

トであり、持続的なやさしい

力に対して敏感である（図 1）。

日本人は単一民族との主張

もあるが実際は４～５種の混

血であり、主に南方系東洋人

と北方系東洋人の特徴を持ち、人によりその現れ方が異なる。近年のミトコンドリア DNA 研究によって、これ

は更に強化され、日本人は 20数種のハプログループに分かれることが分かってきた。まさに極東の吹き溜まり

と言えよう。

この特徴がさらに成長期において、癖や習慣など環境の影響を受け、修飾されて種々の変化（歪み）を示す

ため、それぞれ個性的な顔立ちとなる。表 1はその概略である。

１）顎骨の成長に影響する因子

1, 食生活の変化は文明の発達と関連し、顎骨の大きさに影響する。さらに近年のインスタント食品に代表さ

れるソフトフードの中には、咀嚼することを忘れさせ、発育に対し負に作用するものすら出ている。
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2, 口を閉じ噛むことにより、顎が刺激されるのと同時に唾液の分泌

が起こり、この食塊と唾液を飲むことにより、舌が口蓋に押しつけ

られて歯列の拡大が起こる（図 2）。さらに、咀嚼筋の発達が良好で

あれば、舌を挙上する吊性筋群の作用は強化される。裏返すと、咀

嚼が弱く舌とともにその支持が働かないと、上顎骨は本来の成長を

発揮するのが難しくなる。上顎骨の発育障害はそのまま中顔面の形

成に影響するので、Cheek Lineの評価が大きな意味を持つ（図 3）。

Angle分類では見えてこない部分である。

3, 鼻腔気道の狭小化は、生理学的、形態学的、さらに

骨格的な一連の変化に複合して生じ、原因とも結果と

も考えられる。

a ：大気汚染

b ：アトピー

c ：鼻粘膜の充血

d ：扁桃組織の肥厚

e ：梨状口の狭小

f ：口呼吸

g ：頭位前方位（頭部後方回転） etc.

２）筋機能の影響

不正咬合はしばしば軟組織の形態と機能の異常を伴

う。形態と機能の関係は多くの専門家の認めるところ

であるが、どちらが初発因子であるかの共通認識はま

だない。しかしながら、片寄った機能による前後的左

右的な成長の歪みは、臨床上よく見られることである

（図 4）。もちろん、遺伝上のあるいは先天的な課題

もあるが、それぞれに機能との関連が見られるもので

ある。

筋肉の活動性とその時のポスチャーが重要な因子で

あることが、今ではわかっている。だが、安静状態の

筋の活動性は、頭位や精神状態によりたやすく変化し

てしまうので、計測が難しい。臨床上の観察に基づく

総合的な判断が必要な所以である。

口腔筋機能は単に舌運動に留まらず、口唇、口輪筋、頬筋、表情筋、顎位、頭位や体の姿勢保持、習慣性動

作などが係わってくる。古くは遊びや躾の中で為されてきたことであるが、家庭での躾が期待できなくなって

きた現状では、トレーニングとしての筋機能療法（Myo-Functional Therapy：MFT）も有効である。ただし、BBFG
が MFT に求めているのは成長発育とともにある機能で有り、抜歯による歯列矯正のためのものではないことに
留意されたい。方向性が違うのである。

成長のための MFT を行う際は、顎の拡大や誘導によりそのポスチャーを改善し、舌のスペースを確保してか

ら行うのがよい。これはやり方を覚えるだけでなく、日々の立ち居振る舞いに習慣とすることが求められるの
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で根気が必要である。

近年、「噛まない」「飲み込めな

い」から「噛めない」子どもとい

う表現がよくされるが、これら子

どもたちに共通することは、日常

的に口を開けて口呼吸することで

ある。口呼吸が続くことで舌が落

ち込み（図 5）、挙上筋も弛緩し下

顎が垂れ下がった状態になってい

る。この状態がいかに悪いかは既

に述べたとおりである。『よく噛ん

で』という表現も耳にするが、食

事で筋肉を使うのは長く見積もっ

ても、１日に１時間程度であろう。

普段、口をポカンとさせて正しく使っていなければ、さあ食事となった時に筋肉はうまく働かない。残された

多くの時間を、いかによい状態に保つかが重要である。

いつも口を閉じ、歯を合わせるようにして挙上筋を使うようにする。これによって口輪筋が働き、さらにス

ポットを意識させると舌の挙上がしやすくなり、口蓋に付くようになる。嚥下等の動作は筋の付着を通して下

顎を前上方へと引き上げ保持することでもあり、気道の拡大と内臓系の構造安定につながる。一連の動作によ

り舌に口蓋を支持される上顎の成長が促され、歯列も内側から支えられるようになる。上下の歯は頬粘膜と口

輪筋、舌によってバランスのとれた位置に保持されるようになる。

歯を合わせるという動作について一言注意を促しておくと、従来よく言われてきた『奥歯でしっかり噛みな

さい』という指示は、あまり好ましくないと考えている。奧噛みをするために下顎を後方へ引き込むことにつ

ながり、結果、下顎の前方成長が抑制され、過蓋咬合やさらに頭位前方位を誘発した例をよく目にする。それ

らは、舌のスポット保持がおろそかで TMJ に対してもリスクである。何より、図 5－ 1 や 2A であれば、口を

閉じて前歯を合わせれば無理なく臼歯が当たってくる、そんなニュートラルな関係を求めるからである。

Ⅱ 上顎拡大

１）拡大の意義とそれによる動き

理想的な上顎歯列弓の形態は、歯と舌、口唇、頬の正しい接触圧に

よると考えられる。特に口唇と舌の接触の意義は大きく、舌背部の形

が口蓋の形になり、低位舌や口呼吸による接触の不足は歯列弓の崩壊

を引き起こす（図 5、6）。

上顎にかかわる中顔面の突出度は縄文系（南方系）と弥生系（北方

系）とでは多少異なる（表 1）が、その顔面に於けるバランスでは共

通するものがある(図 7)。ほとんどの不正咬合を観察するに、この中

顔面の明らかな発育不足を認める。これは顔の奧に引き込んでいるか、

過度に狭窄した上顎骨によって引き起こされる。旧来の上下の歯の関係に基づく上顎後方牽引では、上気道や

顔面骨格にダメージを与えかねない。中顔面のバランスが崩れ平坦でのっぺりとした頬であれば、この上顎基

Bio-Balanced Facial Growth
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底部が狭く後退していることを疑うべきである（図 7）。

生理的に無理なく上顎を拡大するには、１週間に１ mm

という“セミラピッド”な拡大が、不快感なく歯の動揺も引

き起こさずに、正中口蓋縫合の離開を引き起こせる。１週

間に３～４ mm の“ラピッド”拡大では骨膜や縫合に無理

な力を掛け、後戻りや口蓋軟組織の変形が少なくないため、

非生理的と考えられる。

セミラピッドによる拡大は３ヶ月で 10 ～ 12mm もの拡大

を可能にする。この過程で図 8 － A に示す頭蓋との骨縫合

の関係から、上顎骨は前方に２ mm 前後押し出されるよう

に出てくることとなり、上部気道が拡大され鼻呼吸がしやす

くなる。

セミラピッドな拡大による骨基底部と歯槽部の変化を正確

に見分けることは不可能であり、臨床的には以下の点を目安にするとよいだろう。

a ：８歳までの拡大のおよそ 2/3は縫合で、さらに 1/3は歯槽部で起こる。

b ：８歳から思春期前１年までの縫合部では、 1/2の拡大になる。

c ：思春期以降年長者の拡大は歯の傾斜が多くなるので、縫合の拡大は 1/3程度に減少する。

２）治療開始時期

上顎骨の成長は、永久歯の萌出に合わせて、５歳頃から

活発な時期となる。一般に不正咬合は、永久前歯が萌出し

始めて、空隙不足が明らかとなってから問題とされる傾向

にある。空隙が不足しているからといって、乳犬歯を削合、

あるいは抜去して叢生を一時的に解消することは、単に問

題の先送りに過ぎない。

発育不足の改善のため、顎骨の拡大に適した時期を考え

るならば、おおむね７歳までが妥当であろう（図 9）。これ

Bio-Balanced Facial Growth
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より後では、次の側方歯の交換も視野に入れて全体を仕上げるよう計画すべきである。軽度な症例で第二乳臼

歯が十分に堅固であれば、混合歯列期の後半で遅くなっても拡大治療は可能である。しかし、シビアな症例や

反対咬合においては、乳歯列期の間に拡大治療を行って、Postureの改善を優先しておくのが望ましい。

既に側方歯の交換が始まっている場合は、第一小臼歯の萌出を待って十分なアンカレッジを得てから拡大治

療を行うのがよいだろう。

３）V状狭窄歯列について

口輪筋や口角下制筋等の異常緊張があると歯列前方部に対す

る圧迫要因となり、犬歯部狭窄や歯牙の舌側傾斜を引き起こす。

また、習癖として行う頬杖や俯せ寝も持続的な圧迫であり、同

様に狭窄を引き起こす。よって習癖の改善を図るよう気づきを

促しながら治療を行う必要がある。

さらに加えるなら、この状況では前上顎骨の発育が抑制され

ているおそれがあり、その部の十分な成長誘導が必要となる。

そのため、全体の狭窄を改善しながらの前方部のより大きな拡

大が求められ、図 8－ Bにある切歯縫合が閉じる前に拡大治療を始めたい。

ANIMATO Applianceはこの上顎の落下と前上顎骨の狭窄に対応するために開発された装置である（図 10）。

４）顎外牽引

ヘッドギアによる後方牽引は、上顎骨本来の前方成長を抑制してしまい、

その後方にある気道の狭窄を招くので望ましくない。むしろ前方牽引が「三

日月様顔貌」に対して必要とされる。上顎骨の前方成長を補助するために

フェイシャルマスクがよく用いられるが、エラスティックが口唇を通る

ことから牽引が前下方になる欠点があった。それを改良した新型マスク装

置としての RAMPA が、三谷により 2007 年発表された。HiPPs（図 11）

の発表は 2012年に IAO日本大会と、睡眠歯科学会で清水によりなされた。

一般に前方牽引マスクは AngleⅢ級によく使われるが、RAMPAや HiPPs

では顔貌の改善が目的となるので、Ⅱ級であっても上顎骨の発育が不良で

あれば積極的に使いたい。

５）咬合平面のありよう

本来の成長発育である良い形成がなさ

れると、中顔面の前方側方への発育がよ

くなるため、Cheek Lineの角度も良好と

なり、咬合平面は緩やかとなる。成長期

にあっては、発育は早いか遅いかである。

過成長とは成長も終わりに近づいてから

の、結果に対する判定であるから、充分

い吟味してからの判断が望ましい。

骨に対する支持が弱いために、上顎（の

特に前方）が落下すると、咬合平面は急

傾斜し、中顔面は間延びしたような状態

Bio-Balanced Facial Growth
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を呈し、いわゆる Long Face Syndromeや Gammy Faceとなる。

たとえ顎骨の前後長径が大きくなろうと

も、落下しているのであれば顔貌所見は平

坦となり、狭窄した歯列を誘発する（図 12）。

急な咬合平面は下顎を後方へ押しやり、逆

に後ろ下がりの平面は下顎を前方に押し出

す。また、頭蓋顔面の構造バランスにも影

響し、頭位姿勢の変化を惹起する。

Spee 彎曲はアボリジニの咬耗した歯列か

ら導かれたもので、成長期の咬耗してない

歯列に当てはめるべきでない。次に述べる

下顎のスムーズな発育と運動を達成するた

めにも、咬合平面は緩やかとなっていることが望ましい(図 13)。

Ⅲ 下顎誘導

１）特徴的な成長

下顎骨は長管骨であり、その主な成長は基本的に両骨端の軟骨性成長による。すなわち、中央の骨体部（コ

ア）が前方に移動し、両骨端の顎関節部においてできるスペースを埋めるように骨の新生が後から起こる(図

E-2)。筋突起の変化は力学対応であり、同様に下顎角部の変化も口輪筋・咬筋の作用に対する力学対応である。

このことから、歯牙の変化は大部分歯槽性である。

Bio-Balanced Facial Growth
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下顎骨の特に顎関節部は、生体の中で一番最後に成熟してくる組織である。そのことから、顔貌やいくつか

のセファログラム分析を組み合わせ、多角的に判定することによって、口腔内の歯牙歯槽だけを見るといかに

も上顎前突と思われる症例でも（図 14C）、下顎の病態のより正しい診断に至ることができる。（図 14ABC 同

一症例)

下顎の前方成長が為されると、下顎角部は後方へ移動し、臼後三角部も後方へ移動して歯槽の延長がおこる。

この過程で下顎枝の骨内にあった大臼歯歯胚は前方へ移動し、横に

倒れていた歯軸が縦に変化したかのように見える。これは骨体の前

方への成長移動に伴い、下顎の力学的変曲点が後方へ移動した結果

である(図 15)。この変化により下顎咬合平面は緩やかとなり、吊性

筋の力の合力に対し臼歯の歯軸がほぼ並行となってくる。このこと

から、大臼歯を正しく萌出させるためにも、下顎の前方成長が必要

であるといえる(図 16)。

最近では日本でも Angle Ⅱ級が増えている。低位舌で口輪筋が弱

く前方部での閉口ができないため、顎が落下後退してきているから

である。これが将軍顔とか未来顔といわれる現象となっている。そ

のため、若年者の TMD症状が頻発し、Long Faceや SASが問題と

なる(図 17)。

上顎の発育が抑制され前方成長が達成されないと、下顎は噛み合

うために奧に引き込むか前に出て反対に噛むかしなければならない。

成人において下顎枝の長さに個人差が大きいのはこの上下顎の変化

の幅が大きいためである。

２）下顎の拡大

下顎の歯は、U 字形の骨体のうえに伸びた歯槽突起に植立してお

り、傾斜移動を主とした限定的な拡大となる。使用する装置は床拡

大スクリューに限らず、クロザートアーチやバイヘリックスなどが応用されるが、広げすぎないように留意す

る。まず、上顎を拡大すると頬粘膜が開き、さらに舌の挙上ができるようになるため、下顎の拡大が容易に行

Bio-Balanced Facial Growth
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われる。得られた拡大の結果は、次の下顎位の誘導と合わせ

て安定的に保持される。

前歯叢生をもつ 10 代の患者では治療後に叢生の再発をみ

る可能性が高い。脊柱起立筋が弱く姿勢の維持ができないた

めに、頭位前方位の改善が不充分であること、つまり猫背で

あることと関連する。前方成長を図りながら、臼歯部の高径

をいかに確保するか、オーバーバイトの深さをいかに抑える

かがポイントとなる。

３）下顎位の誘導

口を閉じ上下歯牙を嵌合させることにより、下顎はそ

の位置が安定する。その際、同時に気道が確保され、頭

位重心が身体の中心に一致していることが求められる。

分析により下顎の後退や成長不足が疑われたら（多く

がそうであるが）、より前方へと下顎の噛み込む位置を変

えさせる（ビムラー、ツイン・ブロック、バイオブロッ

ク・ステージ３等）(図 18)。

この前方位バイトには１日のうち、最低でも 14時間、

できれば 20 時間くらいは噛ませておきたい。さらに噛

み込む位置の移動は１ヶ月に１ mm 程度がよい。それに

よって下顎枝の成長と、拡大した上顎前歯との被蓋を造っていく(図 19A～ D)。

既に下顎の成長が進んでいる Angle Ⅲ級などの場合は、今以上の成長を引き起こさないように下顎の突出を

押さえることが求められる。習癖の改善のためのバイオ・フィードバックとして、ワイヤーを曲げた簡単な接

触感知型装置が有効である。（Shippy wire, Vestibula

Appliance）

過去においてよく使われたチン

キャップは、顎関節を通して側頭

骨を後上方に偏位・変形させてし

まうため、好ましくない。術後に

あと戻りが見られるのは当然とい

える。

図 19ABC :図 14ABCと 同 一 症例 。 姿 勢変化 。

図 19D： そ の 口腔内 。 治療途中 。
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前歯の開咬があるケースは筋活動が弱く、上下顎とも落下していると考えられ治療が難しいため、前上方へ

牽引する新型マスクを積極的に活用し、上顎を前上方へ引き上げるような対応が推奨される。また、筋トレと

しての MFT を積極的に応用する。常に前を意識させ、表情筋を鍛え、口唇閉鎖させるエクササイズやシリコン

チューブによるカムカムトレーニングである。その上で舌を常にスポットと口蓋に位置づけるための、意識付

けと習慣化である。オトガイ舌筋と表情筋とによって下顎前方部を引き上げていくのである。

下顎骨の誘導は、そのまま側頭下顎複合体の調整でもある。それは顎関節のみならず姿勢維持筋のバランス

にも直結する。
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