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当院は「矯正専門」の歯科医院です 

 

当院は、矯正治療に特化することによって矯正治療に専念した歯科医院です。 

器具や材料などもすべて専用のものを使用し、とことん矯正治療にこだわった

うえで、地域に密着し安心をお届けできる矯正歯科医院であることを目指して

います。 

 

生活の質（QOL）を上げることに貢献します 

虫歯や歯周病など、歯科の治療にはいくつもの種類があります。その中でも矯

正治療は、歯並びを治すことによってお口の審美性を高め、ものをしっかり咬

めるようにし、顎の成長を促すこと、すなわち、「人間にとって重要な生活の質

（QOL）を総合的に向上させること」に大きく寄与することができるといえます。 

とくに審美性については、歯並びが美しくなる

ことによってお顔の印象は変わります。魅力的

な口元やさわやかな笑顔になることで自分に自

信が持てるようになるという、精神的な影響が

あることも大きなポイントです。 

 

もちろん、お口の健康にとっても歯並びを治すことはプラスの影響を与えます。 

きれいな歯並びになると、歯垢（プラーク）が溜まりにくく、また歯みがきを

しやすくなるために、虫歯になりにくくなります。 

 

＜矯正治療による具体的なメリット＞ 

・歯並びがきれいになる 

・虫歯や歯周病になりにくくなる 

・横顔が美しくなる 

・自信を持って笑えるようになる 

・歯ブラシ（歯みがき）の習慣をより意識するようになる 

・顎の健全な成長を促します 

・バランスよく咬むことで将来のお口の健康を守る 
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お口の長寿・健康を図ります 

虫歯や歯周病を放っておくと、どんどん病気が

進行していき、最悪の場合には歯を失ってしま

うため、すぐにも治療が必要です。これに対し

て矯正治療は、必ずしも「今すぐに」治療をし

なければならないというものではありません。

しかし、歯並びを整えかみ合わせを正しくすることは、きれいな歯でいつまで

も咬むことができる健康なお口の状態を実現します。 

 

平均寿命が 80歳を超える現在、自分の歯でものを咬めるということは、人生

を彩り豊かなものにしてくれるはずです。矯正治療は、そのお手伝いをするこ

とでもあるのです。 

 

いい歯並びになると、歯を大切にするようになります 

矯正治療によって歯並びがいい状態になると、

歯そのものに対する意識が自然に高まってき

ます。歯並びをよくするためには、それなりの

期間と多少の忍耐が必要です。それだけに、治

療が終わる頃には、自分の歯に対する愛着が湧

いてきます。その結果、歯みがきの仕方や歯のお手入れの仕方に神経が行き届

くようになり、お口の健康状態が保たれるようになります。歯並びを整え美し

くするということは、歯そのものを大切にすること、つまりは健康につながっ

ていくのです。 

 

＜矯正専門に特化している 6つのメリット＞ 

1. 時間・労力・設備投資......すべてを矯正診療に専心しております。その

ため、責任をもち、よりよい矯正治療を提供できるものと自負し診療に当

たっております。 

2. 矯正治療の通院期間中、決められた月 1～2 回などの診療とは異なり、院

長が常勤しており診療日時の指定はないため、自由に通院可能です（予約

日）。そのため、ほとんどの方が予定していた治療期間より早く治療を終

了されています。 

3. 使用する治療方法や材料、機材などすべて矯正治療に特化して診療に当た

っております。よりクオリティーの高い治療結果にこだわり、費用対効果

による材料の選定ではなく、豊富な治療プランや各種装置からその方にふ

さわしいと思われるものを使用しております。 

4. すべてのスタッフがよりよい矯正診療のことを考え、研修に参加し診療に

当たっております。矯正診療における経験が豊富であり、より多くのノウ

ハウを蓄積しております。またスタッフ一同が専心して診療にあたってい

るため、高い技術と知識を有しております。 
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5. 装置がはずれたときやお痛みなどに対して迅速な対応、もしくは診療が随

時可能です。またその場合の処置料はいただいておりません。 

6. 完全予約制でお待たせしません。一般歯科医院での治療の場合、緊急の患

者さんが来院されると予約時間通りでない場合がありますが、当院ではお

待たせすることはほとんどありません。 

 

＜デメリット＞ 

矯正診療に特化しているため、他の歯科処置である虫歯治療や歯周治療などは

行っておりません。そのため、地域の歯科医院と緊密な連携をとっており、そ

の場合にはご紹介状をお渡しさせていただきますのでご安心下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

矯正治療とは… 

当院では、単に歯並びを整えるだけではなく、

かみ合わせが正しくなっているかという点を

重視しています。かみ合わせを正しくすること

で、患者さんの生活の質（QOL）全体が向上す

るのです。 

 

かみ合わせは、歯の寿命を左右します 

一見してきれいに見える歯並びでも、かみ合わ

せがよくないと歯の寿命を短くしてしまう可

能性があります。たとえば叢生という歯並びが

デコボコになっているケースです。歯みがきが

難しく、どうしても歯ブラシが届かない部分が

できてしまうため、虫歯になるリスクが高まります。また、開咬という上下の

前歯がかみ合わない状態の場合、奥歯だけがかみ合っているので負担がかかり

やすく、歯が欠けたりすることがあります。 
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生え替わりの時期は反対咬合の改善を 

お子さまの歯が乳歯から永久歯に生え替わりは

じめる 6歳前後の頃は、反対咬合（受け口）に

なる割合が多く見られます。 

 

反対咬合は、そのまま放置しておくと次第に下

顎骨が成長していくために、見た目的にも完全

な受け口になってしまいます。そうなってからでは治療も大がかりなものにな

るため、できることならば生え替わりの時期に矯正治療をすることをお勧めし

ます。 

 

予防歯科としてのかみ合わせチェック 

虫歯や歯周病などと同様に、一般に病気が進行

してから治療をするよりも、早い時期に治療や

メンテナンスをする方が、治療期間が短く費用

もかからずに済むものです。いいかみ合わせで

ない場合、歯は長い年月をかけてゆっくりと動

き、さらに悪いかみ合わせへと変化していきます。そのため、かみ合わせを定

期的にチェックすることにより、大きな治療をせずにすみます。 

 

たとえば、部分的に正しくかみ合っていない歯があるという場合、放置してお

いて歯周病になったりすると、歯を支える骨（歯槽骨）が痩せていくので歯並

びが次第に崩れていき、かみ合わせ全体が悪くなるケースがあります。 

 

歯並びとかみ合わせを定期的にチェックしメンテナンスすることで、歯並びの

崩れを極力抑え、かみ合わせを保つこともできるのです。歯周病にならないよ

う日頃から予防し、そして歯並びやかみ合わせもこまめにチェックしていくこ

とが大切だといえるでしょう。 
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当院の 8つの特徴 

1. 矯正治療専門の歯科医院 

「（公）日本矯正歯科学会の認定医」が「矯正治療のみを行う」歯科医院です

ので、ノウハウの蓄積が違います。また当然ながら、その症例数においても豊

富な実績があります。 

 

2. 見えない矯正治療のバリエーション 

「矯正装置が見えるのが嫌だ！」という理由で矯正治療に踏め込めない方でも

安心して治療が受けられるように、当院では、見えない装置や目立たない装置

を多数取り扱っています。 

 

ブラケット自体が透明なものや、それと併用もできる白いワイヤー、またそも

そも表側に装置を着けることに抵抗がある方向けの、裏側矯正（舌側矯正・リ

ンガル矯正ともいいます）という歯の裏側に装置を装着する治療にも対応しま

す。そしてマウスピース型で着脱がしやすいインビザラインも取り扱っていま

す。 

 

3. 治療期間が比較的短くて済むこと 

治療を早めに終わらせたい方には、歯に対して最適な力をかける「セルフライ

ゲーションブラケット」や、先に装置の位置を決めてから一気に装着をする「イ

ンダイレクトボンディング法」、歯を動かす支点として矯正用アンカースクリ

ューを埋入して治療を行う「マイクロインプラント」などを採用しています。 

 

4. 豊富な治療の選択肢から検討することができること 

歯を抜きたくない方、装置が見えるのが嫌な方、治療に時間をかけたくない方

など、治療に際してはさまざまなご要望がありますので、前述の「見えない矯

正治療」や「マイクロインプラント」など、豊富な選択肢の中から治療法をご

検討いただけます。 

 

5. 通院する環境が整っている 

津駅からも 23号線からも近く、駐車場も完備しておりますので、とても通院し

やすい立地です。 

また日本語に不慣れな外国の方でも、英語応対が可能ですので安心です。 

 

6. お支払いについても安心 

初めての方は相談が無料ですので、その上でご検討いただけます。この時点で

費用は発生しません。実際治療を行う方は、支払方法の選択肢（クレジット・

デビット・分割・振込・ローン可）がありますので、ご状況に応じた決済が可

能です。また、追加料金はございません。 
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7. いざという時でも安心して頼れる 

地域で連携した対応が可能ですので、 

「矯正治療前や治療中の虫歯や歯周病はどうしたらいいの？」 

「治療中に転勤になっちゃった」 

「結婚式（出産）があるので装置ははずしたい」 

などの心配はご無用です。 

 

8. いつも安心して治療を受けられる 

患者さんがいつでも安心できるよう、当院では診療における「完全予約制」の

実施、必要時に診断や再診断、治療状況説明（インフォームド・コンセント）

をしっかり行うこと、を徹底しています。 

実際の治療にあたっては「口腔内をしっかり診る」ということにこだわり、最

適な治療をご検討・ご選択いただけるよう、情報の開示も徹底します。また、

当たり前ではありますが、滅菌対策も万全です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

矯正歯科治療について 
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初診の流れ 

当院は完全予約制となっております。お電話に

て、初診相談（無料）のご予約をお願いいたし

ます。 

TEL：059-225-9000 

（診療時間内にご連絡ください） 

 

初診相談当日 

【STEP 1】予診票の記入 

受付にて、簡単な予診票にご記入いただきます。 

 

 

 

【STEP 2】問診・視診 

診察室に入っていただき、問診や視診をさせていただ

きます。このとき、患者さんご自身が気になっている

ことや、ご要望についてもうかがいます。 

 

その後、現在のかみ合わせの状態や、治療法・装置など、矯正治療についての

概略をご説明し、今後の治療についてのご相談をさせていただきます。 

 

【STEP 3】検討 

当院で行っている治療などを記したパンフレットをお

渡しします。 

これをお持ち帰りいただきご自宅で検討していただい

た上で、よろしければ次回より精密検査を行うよう予定させていただきます。 
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見えない・目立たない矯正治療 

矯正装置が目立ってしまうから治療に踏み切れ

ない。そんな患者さんのために、当院では各種

治療方法や装置を取りそろえ、患者さんのご要

望に応えております。 

 

 

見えない矯正（リンガル矯正、舌側矯正、裏側矯正とも呼ばれます） 

歯の舌側（裏側）に装置をつけることによって、

周りの人には見えないで治療することができま

す。人前で話をする機会が多い方や、どうして

も表側に装置を付けたくない方に最適な治療法

です。 

 

治療期間は現在、表の矯正と変わらないか、症例によってはより早く治療が終

わることもあります。装置も小さくなってきており、違和感や発音のしづらさ

もかなり軽減されております。表側の装置と比較して裏側は虫歯になるリスク

が 1／5との報告もあるなどメリットが多い治療法です。 

 

 

装置の製作（簡単な写真や絵など）も SETUPとよばれる最終的なきれいな歯並

びを一旦作る予測模型やコアと呼ばれる精密な治療の土台となる装置の製作を

日本最大の矯正専門技工所に依頼し、その設定確認を行った後に製作、納品い

ただいております。 

 

●デメリット 

当然口を開けていないと治療ができない、治療の初回は舌の違和感や発音に慣

れる必要があるなどがありますが、以前に比べかなり装置が小さくなっており、

初回以降は次第に軽減されていきます。また、費用が比較的高いことも挙げら

れます。 

 

ハーフリンガル矯正 

上の歯は裏側から、下の歯は表側に装置をつけ

て治療する方法です。上も下も表側からつけて

治すより、装置が目立ちにくく、リーズナブル

で発音や食事への影響が少ないため、人気のあ

る治療法です。 
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目立たない矯正治療 

審美ブラケット 

近年の進化は目覚ましく、ブラケットはかなり

美しく、小さくなってきております。当院では、

セラミック製、ポリウレタン製、サファイア製、

プラスチック製など各種取りそろえております。 

 

目立たない装置、ワイヤー 

ブラケット以外にもフックやワイヤーなどは白いものや目立たないものをでき

る限り使用し、また裏側からの装置を採用するなど、治療期間中なるべく目立

たないように治療を行っております。 

 

目立たない矯正治療 

透明で薄型のためほとんど目立たず、周囲の人にも気づかれずに治療がで

きます。また食事や歯みがきのときなどに自分で取り外せるため、清潔で

違和感もないのが特徴です。 

 

インビザライン 

当院で取り扱いをしているインビザラインは、米国アライン・テクノロジー社

が開発したマウスピース矯正治療システムです。独自のソフトウェアを使って

治療計画を立てているのが特徴で、現在、世界 90

カ国以上の国々で提供され、これまでに 340 万人

を超える患者さんが治療を受けられています。

（2015年 9月現在） 

 

アソアライナー 

インビザラインと同様にマウスピースを使って行

う矯正治療で、やはり食事や歯みがきのときに取

り外すことができるほか、「異物感が少ない」「金

属アレルギーの心配がない」といったメリットが

あります。 

 

歯を抜かずに目立たないで矯正治療 

最近は歯を抜かないで治療を行うことも以前に比べ多くなっておりますが、そ

の場合も目立たないで治療が行うことができます。治療初期には横の歯に装置

をつけることもありますが、それ以外は裏側から行ったり、インビザラインな

どのマウスピース矯正により治療を行うことができます。もちろん歯を動かす

程度などにより抜歯をお勧めすることもあります。 
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矯正治療の流れ 

歯並びの治療をお考えになっている方は、まずはお気軽に初診相談にお越しく

ださい。 

 

【STEP 1】初診相談 

歯並びについて気になっていることやご要望

などをお聞きしながら、矯正治療の概要につい

てご説明させていただきます。 

 

①受付にて問診や視診をさせていただいた上

で、患者さんが気になっていることやご要望をお聞きします。 

 

②診察室に入っていただき、現在のかみ合わせの状態や矯正治療（治療法や期

間、装置など）についての概略をご説明いたします。 

 

③当院について書かれたパンフレットをお持ち帰りいただき、ご本人の意思決

定次第で、次回から精密検査に進みます。 

 

 

【STEP 2】各種検査 

当院では、より精度の高い検査をするため、お口全体の検査を 2回（2日）に

分けて行います。 

 

①一回目の検査 

歯並びの型取り、レントゲン撮影（正面、側方、

斜め）をさせていただきます。その後、次回の

検査についてのご説明をいたします。また、抜

歯についても患者さんのご要望をうかがいま

す。 

 

②二回目の検査 

さらに細かい検査を行います。お顔の写真撮影、口腔内の撮影（横、上方）を

いたします。歯周病・歯周炎の有無、歯根部分や上顎洞の疾患の有無など、お

口の病気についての検査も行い、治療が必要な場合はそちらを優先させるなど

の判断をいたします。 

 

 

【STEP 3】診断・治療の説明 

検査の結果をもとに、現在のお口の状態、治療計画・治療方法、治療期間や装

置、料金についてご説明させていただきます。治療計画では、抜歯の必要性に

ついてもご説明いたします。患者さんが抜歯を望まない場合には、非抜歯の治
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療法をご案内するほか、当院として治療後のこ

とも考えた上でお勧めする治療法もご紹介い

たします。当院では患者さんのコンセンサスを

得てからの治療を行っておりますので、決して

無理強いすることはありません。 

 

 

【STEP 4】治療開始 

実際に装置を使った矯正治療をはじめます。治

療装置は、患者さん一人ひとりに合ったものを

使用します。装置を一本一本の歯に装着してい

きますが、装置によって歯や歯ぐきが傷つけら

れることはありません。 

 

●お子さまの治療（主に生え替わり前） 

Ⅰ期治療（小児矯正）を行います。保定または必要があればⅡ期治療を行いま

す。 

 

●大人の治療（主に生え替わり後） 

Ⅱ期治療（成人矯正）を行います。 

 

装置をつけた後は（症状にもよりますが）、月に 1回来院していただき歯の状

態をチェックしたり、装置の調整を行ったりします。 

治療期間の目安は 1年半～2年半程度が一般的です。 

 

 

【STEP 5】保定期間 

歯の移動が完了し、歯並びが揃ったところで矯

正期間が終了します。ただし、移動したばかり

の歯は時間をかけて定着させなければ後戻り

してしまうため、保定させる期間が必要となり

ます。 

歯の位置を保つために、歯型を取って取り外し可能なマウスピース状の保定装

置を作成します。この装置をつけ続けることにより歯を固定し、かみ合わせを

安定させます。数ヶ月に 1度の割合で来院していただき、経過を見ます。保定

期間は 2年程度になります。 

 

【STEP 6】終了 

安定していることを確認してすべての治療を終了します。この後は、基本的に

かかりつけの歯科医での定期検診や口腔清掃をお勧めしています。 
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あなたの歯並び状態は？ 

上下の歯が適切にかみ合っていない状態を「不

正咬合」といいます。不正咬合には上顎と下顎

の位置がずれているためになるものや、歯と顎

の大きさのバランスが悪いことによってそれ

ぞれの歯に凸凹や隙間が生じるものなど、さま

ざまな種類があります。 

 

歯並びやかみ合わせがよくないと、虫歯や歯周病になりやすかったり、食べ物

を咬む機能が低下します。また心理的な影響を与えることがわかっています。 

 

不正咬合の種類 

叢生（そうせい・デコボコ、八重歯、ガタガタ） 

歯の大きさが大きかったり、顎の大きさで横幅が狭

いために歯が生えるスペースが足りなくなって歯並

びがガタガタになる状態です。歯みがきがしにくい

ため、歯垢（プラーク）や歯石が溜まりやすく、虫

歯や歯周病になる可能性が高まります。顎を広げたり、奥歯を動かしたり、便

宜的に抜歯したりしてスペースを作り治療します。 

 

上顎前突（じょうがくぜんとつ・出っ歯） 

上顎が出ている「上顎前突症」と下顎が引っ込んでい

る「下顎後退症」の 2種類があります。見た目がよ

くない、口が閉じられない、深いかみ合わせになりや

すいといった問題があります。上顎前突症では上顎奥歯の後方移動、または抜

歯をして治療します。また下顎後退症では、成長期の場合、下顎骨の前方成長

を誘導して治療します。日本人の場合、下顎後退症が多いです。 

 

下顎前突（かがくぜんとつ・下顎が出ている、受け口） 

骨格的に下顎が大きい状態です。かみ合わせたときに、

下の歯が上の歯よりも前側にある歯並びをいいます。

見た目の問題の他に、前歯で咬みきれない、上手く食

事ができないといった問題があります。また、かみ合

っている部分に負担がかかるので、歯根破折や歯並び

の崩壊が起こりやすくなります。 

 

上下顎前突（じょうげがくぜんとつ・口先が出ている） 

かみ合わせは咬んでいるが、歯列が上下とも前方に突

出している状態です。口を閉じにくいことや横顔など

の見栄えが気になるといった問題があります。前方に

傾いた歯の角度を戻し、口を閉じたときに口元を引っ
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込めるために、奥歯の後方移動または便宜的に抜歯をして前歯を内側に移動さ

せます。 

 

過蓋咬合（かがいこうごう・深いかみ合わせ） 

通常、理想的なかみ合わせとは下の前歯の上部 3分

の 1から 4分の 1程度が上の前歯で覆われている状

態で、それ以上の場合はかみ合わせが深いとされま

す。かみ合わせが深いために、咬んだときに下の前

歯が上の前歯に覆われて、ほとんど見えない状態になり、上顎の歯ぐきを咬み

込んでいる場合もあります。奥歯にかかる負担が大きくなるため、破折のリス

クが高まります。内側に傾斜している奥歯を起こしたり、前歯の垂直的な位置

を整えるように治療します。 

 

開咬（かいこう・前歯がかみ合わない） 

普通に咬んでも奥歯の数本しかかみ合わず、前歯が

ほとんどかみ合わない状態です。舌の癖、指しゃぶ

り、口呼吸などが原因とされています。口の中が乾

燥しやすく、ものが咬みにくいといった問題があり

ます。奥歯への負担が大きくなるので、歯根破折や歯列の崩壊が起こりやすく

なります。 

 

空隙歯列（くうげきしれつ・すきっ歯） 

歯と歯がくっついておらず、隙間がある状態です。見

栄えの他に、息が漏れるといった問題があります。歯

が足りないこと、または歯の数は正しいけれども大き

さが小さいために隙間ができると考えられます。 

 

埋伏歯（まいふくし・歯が出てこない） 

歯が生えてくる時期が過ぎても、歯の全部または一

部が歯ぐきの下や顎の骨の中に埋まっている状態を

いいます。歯の大きさや萌出方向、遺伝、先天異常

などが原因とされています。放置しておくと、埋まっている歯がすでに生えて

いる歯の根っことぶつかり、根っこを溶かしてしまったり、本来あるべき場所

に歯がないため、隣の歯が倒れ込んできてかみ合わせが崩壊するなどのリスク

があります。埋まっている歯に装置をつけて引っ張り出すなどさまざまな治療

が考えられます。 
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歯並びが悪いままだと…… 

矯正治療は、歯並びを治すのがもっとも大きな

目的ですが、それは単に見た目をきれいにする

だけではありません。歯並びやかみ合わせが悪

いまま放っておくと、心身にわたる健康に悪影

響をおよぼす可能性が高くなります。口元だけ

でなく、全身の健康を考えた治療が、矯正治療の本来の目的です。 

 

歯並び・かみ合わせが悪い場合のデメリット 

歯並びやかみ合わせが悪いと、次のようなデメリットがあります。 

 

・虫歯や歯周病になりやすい 

歯並びがデコボコだとブラッシングが上手くで

きないので、虫歯や歯周病になりやすくなりま

す。 

・食べ物を咬む機能が低下する 

歯並びが悪いと、食べ物を咬んで小さくし、唾液と十分に混ぜ合わせることが

できなくなるため、消化不良の原因になりやすくなります。 

 

・発音がしにくくなる 

上下の歯がかみ合っていなかったり、出っ歯や受け口になっていたりすると、

正しい発音ができない場合があります。 

・顎の関節に負担がかかる 

正しいかみ合わせができていないと、顎の成長に影響をおよぼし、顎が歪んだ

り顔が左右非対称になったりします。 

・心理的な影響を与える 

歯並びの悪い口元を気にして人前に出ることを恥ずかしく感じたり、引っ込み

思案になる場合があります。 

 

矯正治療は、こうしたデメリットを解消して咬む機能を回復させ、きれいな歯

並びとともに笑顔が似合う美しい口元を整えることを大きな目標としています。

矯正治療によって生活の質（QOL）が向上し、健康な心と体で自信を持って笑

っていただけるようになります。 
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矯正治療をするメリット 

 
 

●顔全体のコンプレックスを解消できます 

歯並びがきれいになると口元が引き締まるため、自信を持って人と話せるよう

になります。また、鼻と顎の先端を結んだエステティックラインが整って横顔

が美しくなり、輪郭がすっきりします。 

 

●かみ合わせを改善します 

矯正治療をするとかみ合わせが良くなり、さら

にしっかり咀嚼できるようになります。前歯で

咬み切ることができたり、奥歯の咬みごたえが

でてきたりとお口の健康にいい影響をおよぼ

します。そのほか、発音や顎の動きもよくなる場合があります。 

 

●歯を長持ちさせることができます 

歯並びがよくなると唾液の流れがよくなるので、歯垢（プラーク）が溜まりに

くくなります。さらに矯正治療を受けると、多くの患者さんが歯ブラシを意識

して使うようになります。それによって歯周病のリスクやお口のトラブルにな

るリスクが減って、全体的に生活の質（QOL）が上がっていきます。また、か

み合わせを改善することにより、歯にかかる無駄な力を取り除くことができま

す。そのため、将来的には歯を長持ちさせることに繋がるのです。 
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〜11 歳までの矯正 

Ⅰ期治療とⅡ期治療について 

子供の歯は、乳歯が生えはじめてから 10数年

を経てすべてが永久歯に生えかわります。この

間を「乳歯列期（乳歯のみの時期）」「Ⅰ期治療

（混合歯列期）」「Ⅱ期治療（永久歯列期）」と

分類し、矯正治療を行っています。 

 

Ⅰ期治療である 11歳頃までは、歯の生え替わりや成長があることから、矯正

治療で大きな効果が期待できる時期です。しかしその反面、顎の骨の形態や歯

並び、かみ合わせを悪くするような習癖等を放置していると、次第に症状が重

くなってしまう危険性を合わせもっています。最近ではⅠ期治療はあまりせず

にⅡ期治療から行う治療方針もきかれますが、明らかにⅠ期治療を行っておか

ないと、Ⅱ期治療で治療の選択肢が狭まる場合があります。やはり体だけでな

く、顎も健全な成長が大切です。 

  

お子さまは、6～8歳頃に上あごが成長し、その後 9～12歳頃にかけて下あご

が急速に成長します。この時期にあごの突出（下顎前突・受け口）やあごの成

長の遅れ（上顎前突・出っ歯）が見られる場合は、早めに対処することをお勧

めします。 

 

また、9～11歳ごろに治療をスタートさせることで、将来抜歯をしないで治療

ができる可能性が高くなります。近年の技術進歩により生え替わりのころから

歯を抜くのではなく、歯を抜かないように治療を開始し、Ⅱ期治療で歯を抜か

ないでととのえることができる方が増えてきております。 

 

一般的な年齢による主な治療内容 

①5～7歳頃：反対咬合の改善や、習癖の除去 

②7～9歳頃：萌出スペース不足の解消 

③9～11歳頃：下顎の健全な成長促進、非抜歯治療の開始 

④埋伏歯や歯の欠損などの治療 

 

※①の場合はⅠ期治療で保定へ移行し終了する場合もありますが、③～④の場

合はⅡ期治療へ移行する可能性が高いです。ただし、すべての方に状況をご説

明させていただいた上で、Ⅰ期治療終了時にそれ以降のⅡ期治療へ移行される

か、保定へ移行されるかのご意向、ご希望をお聞きします。 
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小学生以前 

まだ乳歯が生えているこの時期は、成長ととも

に少しずつ歯並びの問題が明らかになってく

る年代です。早い時期に顎の成長を利用した矯

正治療を行う方がいいのか、しばらく経過観察

する方がいいのか、この時期にきちんと見極め

る必要があります。 

 

お子さまが指しゃぶりを続けている場合、骨の変形、上の前歯の前方への突出、

下の前歯の歯並びがデコボコになるといったリスクがあるため、指しゃぶりを

防止するための装置を使用することがあります。 

 

小学生 

歯並びに異常が見られる場合、この時期に治療

をスタートさせることで、将来抜歯をせずにす

む可能性が高くなります。 

 

小学生の前半で、お子さまの歯は乳歯から永久

歯に生え替わります。乳歯の時期に前歯が隙間

なく並んでいると、後から生えてくる永久歯の方が大きいため、そのままでは

隙間が足りずにデコボコや八重歯になる可能性があります。顎の成長を利用で

きる時期であれば、床矯正などで歯がきれいに並ぶようにスペースを作ります。 

高学年になると、横の歯が生え替わる時期であり、デコボコの歯並びになって

いる場合には歯並びの大きさを広げる治療を開始します。永久歯に生え替わっ

た後は、大人と同じようにワイヤーを使った矯正治療も行います。 
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12〜14歳の矯正 

この年頃のお子さまは自分の外見が気になる

時期で、ちょっとしたことにも悩みやすい特徴

があります。歯並びが悪かったり、歯並びのせ

いでうまく発音できなかったりするのは、大き

なコンプレックスの原因となります。 

 

この時期は、保護者の方の歯並びに対する考え方しだいで、お子さまの歯並び

が決まると言ってもいい時期でもあります。お子さまに、歯のトラブルがない

人生を贈りましょう。 

 

12〜14歳までの矯正 

12歳臼歯が生えてきて永久歯が生えそろい、か

み合わせが完成しようとする時期です。Ⅱ期治

療（ワイヤー矯正）のなかで最も歯の移動が早

い時期であり、1.5年～2年程度で保定へ移行

できる可能性が高い時期です。早い人は高校入

学のころに治療が終了できるでしょう（最初の状態により個人差があります）。 

 

歯を抜かない治療が適応の方はマイクロインプラントを使用しないでも行えま

す（もちろん使用可能な方でご希望があれば使用させていただきます）。 

 

歯並びがデコボコになっている場合、すべての歯を無理矢理並べようとすると、

顎の骨に歯が収まりきらず、かえってかみ合わせが崩れたり口元が膨らんだり

するなど、悪い影響が現れるリスクがあります。このような場合には、抜歯を

して歯の数を減らして治療します。 

 

またこの時期はみなさん学校生活や部活動、塾や習い事が忙しいだけでなく、

思春期を過ぎたころであり、比較的歯みがきがおろそかになりやすい時期でも

あります。この時期にご本人のブラッシングの徹底的な意識づけも、あらため

て行える時期かと思われます。 

 

目立ちにくい装置で学校生活をエンジョイできる 

永久歯が生えそろっている場合には、裏側矯正

もできますし、見えにくい白いワイヤーなども

ご用意しています。当院では、学校生活に支障

が出ないよう、お子さま一人ひとりに最適な治

療計画をご提案しております。 
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乳歯と永久歯が混在している場合の矯正 

まだ永久歯が生えそろっておらず、乳歯が混在

しているお子さまでも透明なマウスピースを

使った矯正ができるようになりました。10代向

けの「インビザライン・ティーン」は透明で滑

らかなプラスチックでできたマウスピースな

ので、矯正治療をしていることをお友だちに気づかれることがありません。自

由に取り外しができるので、歯みがきやフロスなど、歯のお手入れをするのも

簡単です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成人（15歳〜30代）の矯正 

成人矯正の目的 

大人になってからの矯正治療の大きな目的の

ひとつは、審美的な面の改善ということにあり

ます。出っ歯や受け口、八重歯など、外見を気

にして治療をはじめる方が多いのです。 

 

子どもの時期には、本人の希望よりも親御さん

など周囲の希望が優先されることが多く、成長期の矯正治療に適した時期に治

療をはじめたとしても、治療の進み方が悪いケースがあります。しかし、自分

の意志で美しい口元を目標に矯正治療を望む大人の矯正治療は、歯みがきや矯

正装置の手入れなどにも気を配ることができるので、口腔内がよい状態で効率

的に治療を進めることができます。 

 

またこの時期は、マイクロインプラントの使用が可能であり、つまり適応範囲

の拡大や期間の短縮を図れ、治療の質の向上など多くのメリットを享受できま

す。もちろんマイクロインプラントを使用したくない方は、使用しない治療方

法をご提案させていただきます。 
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かみ合わせの改善 

成人の矯正治療は外見の変化が大きな目的で

あり利点として考えられることが多いのです

が、実際にはもっと重要なことがあります。そ

れは「かみ合わせの改善」です。不正咬合を改

善しなければさまざまな症状が現れるといわ

れています。 

 

また、歯並びがよくなると、それまで歯ブラシが届かなかった部分までブラッ

シングできるようになり、虫歯や歯周病の予防が容易になります。さらに、食

べ物をよく咬んで食べるようになるので、とても健康的な体になると考えられ

ています。 

 

高校生・大学生の場合 

学生時代は恋愛がつきものです。また、留学や

就活などをする機会が増えるため、歯並びのこ

とがいっそう気にかかるようになります。とく

に就職活動では、口元の美しさが面接官に与え

る印象は小さくありません。 

この時期、もし矯正をしたいと考える瞬間があるならば、制約が多い社会人に

なってからはじめるよりも、ある程度自由がきく学生時代に治療をはじめてお

く方がメリットは大きいでしょう。 

 

20〜30代の場合 

近頃は日本でもグローバルな活動をしている企

業が増えてきました。欧米では、すでに歯並び

がきれいなことは常識です。グローバルに活躍

していくことを望む方にとって、矯正治療の必

要は高まっています。また職種についても、営

業職や受付などでは美しい口元を求められることがあります。プレゼンテーシ

ョンをする場合などでも、矯正治療をすることによって自信を持って仕事に臨

めるようになるでしょう。 

 

当院では、社会人の場合には仕事やライフスタイルに合わせた治療法をご提案

しております。上顎に裏側矯正、下顎に表側の矯正をするハーフリンガルなら

ば目立ちにくい上に、会話もスムーズにすることができます。 
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40歳以上の矯正 

40歳以上になると、加齢によるお口のトラブル

が多くなってきます。そのため、矯正治療だけ

ではおさまらないケースも出てきます。歯周病

が進んでいる場合は、まずはしっかり歯周病の

治療をしなければ矯正をしても意味がありませ

ん。また、全身疾患をお持ちの方の場合には、矯正治療が適応できない場合も

あります。 

 

ただし、歯は何歳になっても動きます。矯正治療は何歳からでもはじめること

ができます。当院ではその方に合った治療計画をしっかり立てた上で治療を行

っております。 

 

40〜50代は体と同じように歯のメンテナンスが必要です 

子育てが終わり一段落して、あるいは子どもと一緒に矯正をはじめようという

方が増えています。矯正は子どもの頃にはじめるもの、という考え方が変わっ

てきているのです。実際に、これまでコンプレックスに感じられていた方が思

い切って受診されるケースが多くなっており、なかでも昼間の時間帯の通院に

て上下リンガル治療をされる方が比較的多いようです。 

ただし、この年代の方の歯並びは虫歯や歯周病

の治療を受けていたりして、矯正治療をする条

件としては決していい状態とはいえません。し

かし治そうという動機がしっかりしているため、

治療がスムーズに進むことが多いというのが特

徴です。 

 

歯も体と同じで、40年以上使い続けていれば見た目的にも機能的にもさまざま

な問題が出てくるものです。この年代は、一度自分の歯がどのような状態にな

っているかを知る、いい機会です。40歳を過ぎた頃から歯ぐきがやせて歯にガ

タつきやズレが生じたり、歯間の隙間が広くなって歯並びが貧相になったよう

に感じる方もいらっしゃることでしょう。これまでは気にならなかった歯の美

醜やトラブルが悪化し、矯正治療をはじめる方も増えています。 

 

歯のエイジングが進んでいく中で快適な生活を送るには、それなりのケアが必

要になってきます。体の健康維持のためにジョギングをしたりジムに通ったり

する方もいますが、歯並びのためにはそうもいきません。まずは自分の歯並び

の状態をきちんと知ることが、美しく健康的な口元を保つ第一歩です。 
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40代からの矯正のメリット 

●歯と歯肉の健康維持 

歯並びが悪いと、歯ブラシをしていても磨き残

しができてしまい、その部分から虫歯や歯周病

になる可能性があります。その結果、「歯がぐ

らつく」、「ものを咬むと痛い」、「しっかり発音

ができない」といった悩みが出てきます。こう

した症状は、矯正治療を行うことで清潔な歯肉と虫歯のない歯を保つことがで

きます。 

 

また、現在銀歯がある方は、矯正治療後に再度作り変えると（保険または自費

は選択できます）、より健康な状態で今後の人生を送ることができる可能性も高

くなります。 

 

●自分のための矯正ができる 

矯正は治療期間がかかるので、お仕事をされている方やご結婚をされている方

は、診療を受ける時間を調整するのが大変だという問題があります。その点で、

比較的自分の時間をしっかり取ることができるこの年代は、診療予約を自主的

に決めることができ、しっかりと矯正治療に時間を当てることができます。 

とにかく今後の人生、よりよいお口の健康をお求めになりたい方は、矯正治療

を是非お勧めします。 

 

●歯周病の方も安心です 

基本的には歯周病を併発されている方の矯正は難しいとされています。もちろ

ん、そのままの状態で矯正治療をすることはできませんが、当院では近隣の歯

科医院と連携を取り、歯周病治療を行いながら矯正治療を行うことにも対応し

ております。「歯周病だから」と諦めずに、お気軽にご相談下さい。 
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短期治療について 

矯正治療というと、2年程度と治療が終わるま

で長期間かかるというイメージがあります。し

かし、当院ではさまざまな方法により効率よく

治療することにより、通常よりも数ヶ月～半年

程度の治療期間の短縮を実現しております。 

※患者さんの症状によって、治療期間は異なります。 

 

マイクロインプラントの使用 

インプラント矯正とは、「歯科矯正用アンカース

クリュー」という微小なネジ（直径 1.4〜2 ㎜、

長さ 6〜10 ㎜程度）を顎骨の部分に埋入して、

歯を動かすときの支点として用いる治療法です。

歯を失った後に、歯の代わりとして埋め込む「デ

ンタルインプラント」とはまったく異なるもの

で、安全性が高く、治療期間が短縮できるのが特徴です。治療が終わればスク

リューは取り外します。 

 

 

インプラント矯正のメリット 

・治療期間を短縮することができる 

・患者さんにとって負担の少ない治療が可能になる 

・従来の装置では難しいとされていた治療が容易になる 

・治療の確実性と仕上がりのクオリティーが向上する 

 

インプラント矯正の流れ 

矯正用アンカースクリューの埋入は 1本あたり 5〜10分程度で終わります。埋

入後の痛みはほとんどありません。また、歯を動かし終わった後はネジを抜き

ますが、たいてい麻酔は必要ありません。 

 

当院のこれまでのノウハウによる治療期間の管理 

矯正専門の医院 

治療期間が延びる原因の一つに、定期的に通院

できないことがあげられます。月に 1～2回し

か矯正治療の診療日がない場合でご予定と合わ

ないときには、その分治療期間が延長していき

ます。また、ブラケットなどの装置がはずれ、応急処置のみの対応だけでも治

療期間が延長します。当院では適切な時期に治療のご予約をお取りすることが

できるため、一般歯科医院で矯正治療を受けるよりも治療期間が短くなります。 
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インダイレクトボンディング法の採用 

矯正装置を患者さんの歯に装着するときには、

ドクターは細心の注意を払います。どのように

装置が歯に装着されたか、ほんのわずな違いが

「きれいな歯並び」の仕上がりや「治療期間の

短縮」につながってくるからです。当院では必

要に応じこの方法を採用しております。 

 

【インダイレクトボンディング法】 

当院で行っている方法です。患者さんのお口に合わせたトレーを製作し、一度

に装置を装着できるのが特徴です。 

 

・インダイレクトボンディング法のメリット 

施術時間が短いため、患者さんにかかる負担が少なくてすみます。また、模型

上で装置の位置を決めていくことから、精度の高い装着が可能になります。結

果として、歯が早くきれいに並びますので、全体の治療期間の短縮と治療結果

の向上につながります。 

・インダイレクトボンディング法のデメリット 

技工作業が必要になるため、医院が負担する時間と経費がかかります。 

 

【ダイレクトボンディング法】 

多くの矯正歯科医院で一般的に行われている治療法で、ドクターが一つひとつ

の装置を歯に貼りつけていく方法です。 

 

・ダイレクトボンディング法のメリット 

技工作業が不要なため、医院にとっては時間や経費がかかりません。 

・ダイレクトボンディング法のデメリット 

すべての歯に装置を装着し終えるまで、患者さんには 30分以上もお口を開け

ていただく必要があります。また、お口の中に装置を誤差なく正しい位置に装

着することは、技術的にもかなり困難だといえます。 

 

治療の流れ 

【STEP 1】患者さんの歯型を型取りします 

 

【STEP 2】模型上に装置を貼りつけていきます 

 

【STEP 3】トレーを製作をします 

 

【STEP 4】トレーを使い、歯に装置を装着します  
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医院について 

 

 

 

 

 

院長あいさつ 

矯正治療は長い人生に寄与する領域です 

 

当院は矯正治療を専門に行う医院として、平成 26 年 4 月、三重県津市に開院

いたしました。 

 

歯科医が行う治療といえば、痛みを取って虫歯を治したり、歯の根っこを治し

て歯ぐきの腫れを治したり、といったことがイメージされると思います。 

 

しかし矯正治療は、そうした治療とは少し性質が異なります。歯並びの乱れを

治し、美しい口元にすることによって、生活の質（QOL）を高めることを目的

としているのです。もちろん、虫歯の痛みや歯ぐきの腫れを治すことも生活の



 

Copyright (C) 津のまち矯正歯科.All Rights Reserved. 

質を向上させることに変わりはありませんが、それらがお口の元の機能を回復

することを目的としているのに対して、矯正治療は、少し大げさに言えば、長

い人生をより良く生きるために貢献することを目的としていると言ってもいい

でしょう。 

 

歯並びが美しくなると、単に見栄えがよくなる

だけでなく、そのことによって自信が生まれ、

気持ちが明るくなり、豊かな生活を送れるよう

になります。口元がきれいになると顔貌が変わ

り、周囲の人が受ける印象も変わります。 

 

「表情が明るくなった」「笑顔が爽やかになった」 

そんな印象が、周囲の気持ちまで明るくしてくれます。 

 

たとえ矯正治療をはじめるときに「年取った先のことなど、どうでもいい」と

思ったとしても、実際に年を取ったときには、「歯並びをよくしておいて、ほん

とうに良かった」と感じることが必ずあるはずです。矯正専門の歯科医師とし

て、私は自信を持ってお伝えすることができます。 

 

 

かみ合わせを重視した治療をしています 

当院が行っている矯正治療では、単に歯並びだけを治すのではなく、かみ合わ

せも重視しております。デコボコの歯並び（叢生）や受け口（下顎前突）、出

っ歯（上顎前突）など、不正咬合にはさまざまなタイプがありますが、それら

を放置しておくと、お顔の見てくれがよくないだけでなく、虫歯や歯周病にな

りやすかったり、一部の歯に負担が集中するために破折（歯が欠ける）の原因

になったりします。 

 

かみ合わせを治すことは、お口の病気を予防し、歯の寿命を長くする効果があ

るだけではありません。歯全体でものを咬めるようになるので、咀嚼運動がよ

くなり、結果として総合的にお口の健康を増進させ、生活の質（QOL）を高める

ことができるのです。 

 

体の健康は、お口からはじまると言われます。たしかにその通りですが、矯正

治療はさらに、歯そのものの寿命を延ばし、患者さんの人生そのものを彩り豊

かなものにするものと言うことができるでしょう。 

 

歯並びが気になる方、かみ合わせにご不満を感じている方はもちろんのこと、

何となく矯正歯科に興味をもった方も、どうぞお気軽に当院にご相談ください。 
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当院の診療方針 

患者さんが治療を受けやすいように環境を整

え、適切な矯正治療を提供し、質の高い生活を

送って頂けるように最善を尽くすことを診療

方針としており、それにより地域医療に少しで

も貢献することを目指しております。 

 

具体的には、矯正歯科専門診療所として常に自己研鑽に努め、必要な最新の技

術と知識を提供すること、また地域社会や歯科診療所、病院などと連携し、よ

り適切な治療を提供することを心掛けて診療にあたっております。 

 

院長経歴 

院長：佐藤 忠 

 

2001年 東京医科歯科大学歯学部卒業 

2005年 東京医科歯科大学大学院卒業 

2007年 三重大学大学院助教 

     東京医科歯科大学非常勤講師 

2014年 津のまち矯正歯科開業 

 

【資格・所属団体】 

歯学博士 

（公）日本矯正歯科学会 認定医 

インビザライン・アソアライナー・ハーモニードクター 

三重大学医学部附属病院 非常勤診療医 
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院内ツアー 

医院外観 

 

 

 

 

 

受付・待合室 
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診療室 

 

 

 

 

 

 

設備・その他 
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医院案内 

津のまち矯正歯科 

 

【住所】 

〒514-0004 

三重県津市栄町 4-56 

 

【電話番号】0 5 9 - 2 2 5 - 9 0 0 0  

 

【診療時間】 

診療時間 月 火 水 木 金 土 日 

10：00～13：00 ○ × ○ × × ▲ × 

15：00～19：00 ○ ○ ○ × ○ ▲ △ 

▲土曜：9：00～12：00 / 13：00～17：00 

休診日：木曜・日曜・祝日・第 1土曜 

 

【アクセス】 

JR線・近鉄線「津駅」より徒歩 2分 

駐車場（5台）完備しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


