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はじめに

　健康で文化的な生活を送ることは，近代人の誰もが希望することです．そして，私たちは健康であ

るとともに美しくありたいと思っています．きれいに並んだ白い歯は，美しさの大きな要素です．

　矯正歯科治療は，歯ならび，さらに口もとや顔のかたちを整え，上と下の歯の噛み合わせをよくす

ることによって，食物をよく噛めるようにすると同時に，魅力的な笑顔（スマイル）をつくることを目的と

した歯科医療サービスです．また，治療技術の進歩した現代では，年齢制限もございません．３０代，

４０代，，，，あるいは６０代であっても，そこに歯が存在すれば，それぞれのご要望と目的に応じた矯

正治療は可能です．

　よい治療結果を得るためには，患者さまに矯正治療についてよく理解していただき，ご協力してい

ただくことが必要です．矯正治療によって素敵なスマイルが得られますが，同時に矯正治療にはリス

クと限界もともなうこともご理解ください．

矯正治療の目的

　矯正治療をうけることによって・・・・・・・

■　より健康で快適な生活がおくれます．

■　外見上の問題が改善されます．

■　自分に自信がつきます．

　歯が正しく噛み合わないと，食物はよく噛めません．その結果，胃や消化器官の負担を大きくして

いるかもしれません．また，乱れた歯ならびは，歯の清掃がうまくできませんので，虫歯や歯ぐきの病

気にかかりやすい環境となります．歯ならびの悪いことは発音にも関連しますし，著しい上顎前突や

受け口は劣等感をもたせることにもなります．整った歯並びは，このような問題点を解決するばかりで

なく，歯や歯茎のケアがしやすくなり，将来起こりうる虫歯や歯周疾患を減らす役目をするでしょう．

　さらに，白くきれいに整った歯並びの魅力的なスマイルは，とても気持ちのいいものです．対人関

係においても，すてきなスマイルは信頼と安心の一因ともなります．歯並びを改善することは，よく噛

めるようになるだけでなく，外見上の問題も改善され自分に自信がつき，前向きな人生や社会的信

頼にも有利となるでしょう．これらのために，矯正治療をすることは，肉体的にも精神的にもあなたの

健康を一段と増進させることになるわけです．
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よい咬み合わせとは？　　－不正咬合の治療目標，原因と予防－

　歯ならびの悪いことを専門的には不正咬合 malocclusion といい，歯が正しく噛み合わなかったり，

乱れていることを意味します．しかし，「歯並びが悪い」ことと，「咬み合せが悪い」ことは，明確に区別

しなければなりません．歯並びが悪くても，しっかりとした咬み合わせを保っている方と，咬み合わせ

が悪いために，日常生活や顎関節に問題を生じている方では矯正治療の目的は異なるからです．

　当クリニックでは，患者さまのご要望を十分にお聴きした上で，考えられるいくつかの治療法ととも

に，予測される治療結果をわかりやすくご説明させていただき，患者さま自身が治療方法の選択に

積極的にかかわれるように，正しい医療情報をわかりやすく提供する努力を行なっております．また，

十分納得し，安心して治療を始めていただくためにも，セカンドオピニオンとして別の矯正歯科専門

医の意見を聞くことも積極的にお勧めしております．現在のお口の歯並びの状態を受け入れ，治療

しないのも一つの選択肢なのです．どうぞ安心してお気軽にご相談ください．

　しかし，『歯並び』や『咬み合わせ』を判断するためには，正しい咬み合わせについてよくご理解い

ただく必要もあります．言い換えれば，患者さまの歯並びや顔の調和を，矯正歯科専門医はどのよう

な状態に改善しようとしているのか？　すなわち，達成される治療目標です．よい咬み合わせ，すな

わち矯正治療後の歯並びの評価法につきましては，カウンセリング時に詳しくご説明させていただき

ますが，下表をご参考ください．

■ 治療結果（正しい咬み合わせ）の見方：　⇒　■　不正咬合の治療目標

右 正面 左

Class I

Class II

チェック事項

上下の歯は「２対１」の

関係で，交互に隙間な

くかみ合います．

上下の正中が一致し，

上顎の歯が下顎の歯の

外に2-3mm程度かぶさり

ます．歯の正中は顔の

真ん中とも一致します．

上下の歯は「２対１」の関

係で，交互に隙間なくか

み合います．

※ここに示した咬み合わせの評価法は，じっとしている状態です．実際には，

咀嚼（そしゃく：ものを食べる）時に正しく機能するように，また顎関節に問題が

ないかといった点についても確認しながら治療を進めます．また，歯の根がき

ちんと平行に並ぶように調節をします．

　不正咬合の多くは遺伝的要因によるものですが，妊娠中の母体の状態やある種の病気，顎や歯の

発育異常などいろいろの原因があります．また，指しゃぶりなどは出っ歯の大きな原因でもあります．

その他に，乳歯の虫歯も不正咬合の大きな原因の一つです．もし，乳歯が虫歯で早く抜けてしまうと，

他の歯が自然に動いてきて，乳歯の抜けた場所へ移動し，永久歯の生える場所を埋めてしまいます．

その結果，永久歯の正しい生え方を妨げて乱れた歯ならびをつくります．

　このように，乳歯は物を噛む役目と同時に，次に生えてくる永久歯のために席をとっておく場所とり

の役目もしています．乳歯を虫歯にしないことが，私たちにできる最大の予防矯正です．そのために
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は，一般の歯医者さんや小児歯科医の早期の治療と定期的な診査を進んで受けるべきです．定期

的検査をしていれば，矯正治療が必要なことを歯医者さんが発見してくれます．７歳までには一度は

矯正歯科専門医のクリニックを受診されることをお勧めいたします．

　一般の歯医者さんや小児歯科医では，歯の定期検査，歯ブラシ指導，フッ素塗布，などの予防処

置や虫歯の治療をし，さらに歯が早く抜けた場合には子供の入れ歯をつくってくれます．このような

予防処置をして，小児の歯の発育を観察するようにすれば，多くの子供を不正咬合から救うことがで

きるでしょう．最良の矯正治療は予防です．これは歯科医の責任であり，ご両親の責任でもあります．

　不幸にして，不正咬合が発見されたら，それはもう矯正専門医の分野です．矯正専門医とは，口腔

の異常や不正咬合，顔面の不調和の診断・予防・治療のための特別の専門教育を受けた専門医で

す．日本においては，いくつかの学会によって認定医または指導医という資格認定制度がございま

すので，ここで矯正治療についてご相談をするのが最良の方法です．

　松山市内には，矯正歯科のみを専門としているクリニックは9ヶ所ございます．そのほとんどは松山

市駅の周辺部に位置していますので，いくつかのクリニックを実際に受診され，治療方針や治療期

間，料金（総額や支払方法など）などについてお尋ねください．また，Ｄｒ．との相性や診療時間，休

診日，通院の利便性なども長い通院には大切な選択基準になるでしょう．十分納得できるクリニック

をご選択されることをお勧めいたします．

　参考Ｗｅｂ： ◆　日本矯正歯科学会　認定医名簿　（愛媛県には１８人の認定医がおります．）

http://www.jos.gr.jp/search/
◆　日本成人矯正歯科学会　認定医名簿　（愛媛県には　２人の認定医がおります．）

http://www.jaaortho.org/ninteiimeibo_area.html

⇒

Before After

⇒

Before After

⇒
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相談・検査・治療の進め方

★　検査について

　歯並びについての相談を受けた場合，治療に先がけていろいろな検査を行

います．それは，口や歯の状態を見ただけでは分析ができないからです．いろ

いろな検査とは，レントゲン写真・顔や歯の写真・歯の型をとること・いろいろな

計測・顎の関節の検査などです．その後，これらの資料を分析して，診断結果

（治療の進め方・料金・治療期間などを説明いたします．

★　治療をはじめる時期について

　よくない歯並びの状態は，人によってさまざまです．そのため，よくない歯並びが機能的な障害を

与えている場合を除き，すべての人がすぐに治療を始めた方がよいというわけではありません．特に

患者さまがまだ小児の場合は，治療を始める適当な時期を決定する必要があります．それは，その

方がより効果的な治療が行えるからです．このような場合，適切な時期が来るまでは，定期観察のた

めに３～６ヶ月おきに来院していただくだけで結構です．

　しかし，できるだけ早く治療を始めた方が良く，長期間の治療をしなければならない場合もあります．

　また，前歯の乱れや一部のよくない歯並びを治した後，永久歯が生えそろってから本格的な治療を

するといった二段構えの治療が望ましい場合もあります．

★　治療方法の選択　－特に「抜歯」や「顎の手術」について－

　患者さまのご要望とお口の状態によって，通常は，いくつかの治療方法がご提案できます．ひとつ

しか選択肢のない治療というのは治療とは呼べません．患者さまが現在の状態を受け入れ，矯正治

療を行わないで生きていくのもひとつの選択肢といえるでしょう．

　積極的に歯並びを改善し，きれいに整った魅力的なスマイルを手に入れたいとお考えの場合，そ

の治療方法の選択肢には，歯を抜かない方法，あるいは歯を抜

くという方法や顎（あご）の手術をするという方法などが含まれる

場合もあります．大切な歯を抜くことはなるべく避けるようにして

おりますが，『歯の大きさ』と『顎の骨の大きさ』が合わず，正常な

歯の数ではどうしても良い噛み合わせや調和のとれた顔かたち

を得ることができない場合もあります．わかりやすく言いますと，
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１０人掛けの長椅子に１０人の太った人が座っているような場合に，１人に立っていただいて９人掛け

にし，ゆっくりと正しく座る方法が考えられます．これが歯を間引く（抜く）目的ですが，歯の数が減る

ことによって，噛む力が弱くなったり，体に害をおよぼすことはありません．

　あたらしい装置の開発や治療方法の進歩によって，歯を抜かないでも可能な治療方法も考案され

ています．歯を抜くことによる治療法と抜かない治療法では， 歯を抜くか抜かないか以外にも，『必要

な治療期間』，『口もとの改善程度』，『患者さまのご協力程度』，『費用』などの面で，それぞれの治

療結果には利点と欠点があります．

　新しい装置の１つに，お口の中に小さなインプラントを植立する方法

があります．これによって一昔前なら歯を抜く必要があったような場合で

も，歯を抜く必要がなくなったり，患者さまのご負担を軽減したり，治療

期間を短縮できるようになりました．詳しい利点や欠点などについては，

カウンセリング時に当クリニックでの治療例をご覧になり，お尋ねくださ

い．

　また，どうしても顎が小さいために歯の数を減らさないときれいな歯並

びにできない場合でも，抜いた歯は 『歯の銀行 Tooth Bank』 という会社（有限会社　スリーブラケッ

ツ：広島大学病院　矯正科のベンチャー企業，www.teethbank.jp）に40年間も保存できるようになり

ました．再利用することも可能ですのでご相談ください．

　また，上下の顎のズレが大きく，歯の移動だけでは整った口もとや顎（あご）の調和が得られない場

合には，特別な装置や手術によって顎の骨を短くしたり，伸ばしたりす

ることによって，噛み合せや顎のズレを修正することで，咬み合せととも

に，スマイルの重要な要素である顔のバランスを整えるための「顎の手

術（外科的矯正治療）」をご提案させていただく場合もあります．

　このように，当クリニックでは患者さまのご要望を十分にお聴きした上

で，いくつかの異なる治療法とともに，予測される治療結果を，わかりやすくご

説明させていただき，患者さま自身が治療方法の選択に積極的にかかわれるように，

正しい医療情報をわかりやすく提供する努力を行なっております．どうぞ安心してご相

談ください．

★　来院間隔について

　本格的な治療が始まると約１カ月に１回，使用している装置やワイヤーの種類によっては３～８週間

に１回の来院が必要となってきます．いろいろな装置がありますが，矯正歯科専門医の指示通りに定

期的な調節をしなければいけません．調節しない装置は，ガソリンのきれた自動車といっしょで，歯を

動かす役にはたちません．

★　治療期間について

　骨の中に植わっている歯は，適切な力が加えられると徐々に移動します．この歯が移動するスピー

ドは，年齢や個人差もありますが，おおよそ１ヶ月に１mm前後です．患者さま

のお口の歯並びの状態はさまざまですから，治療期間は，治療方法によって，

個人個人で異なります．１２才以降で永久歯がすべて生えそろっている場合，

本格的な治療（歯にブレースをつけている期間）に要する期間はおおよそ２

年前後とお考え下さい．もちろん，軽い程度の叢生 （そうせい）なら，ブレー

スを装着する期間は半年や１年といった場合もあります．後でご説明する保

定装置をつけている期間も矯正治療にかかる期間として考えるのであれば，
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保定装置

ブレースをつけた期間の３倍の期間が矯正治療にかかった期間ということになります．お口の中の状

態は，人によって大きく異なりますが，治療をはじめる前の検査がおわったら，治療方針や治療期間

は，担当の矯正歯科専門医によくお尋ねください．治療期間は始める前に予測できます．

　すべての永久歯が生える前の６～１０才の段階では，不正な関係にある上下の顎の成長発育を正

しい軌道にのせてやったり，歯の生え変わる時期に起こってくる噛み合わせの不正を正しい方向に

導いてゆくための治療法が選択される場合があります．これは，歯の移動ではなくアゴの骨の成長を

抑えたり，促進させたりする装置を使用しますので，さらに長期間が必要となります．

　しかし，患者さまから，お友達が５年もブレースをつけている，といった相談を受けることがあります．

歯の移動には個人差がありますが，治療期間が３年を超えるような場合は治療方針があいまいで

あったり，効率的な治療が行なわれていないとも考えられます．あるいは，治療中に予測されなかっ

たアゴの発育が起こってきたのかもしれません．このような場合は，担当の先生に治療方針について

よくご相談するようにお勧めしています．

　当クリニックでは，患者さまにご満足いただける質の高い矯正歯科医療サービスの要素として，きち

んとした噛み合せの達成はもとより，治療期間の短縮を追求しております．このため，毎回の治療時

間は十分にとり，すべての患者さまのすべての治療はＤｒ.Ｓｍｉｌｅが行なうように心がけております．ど

うぞご理解ください．

★　治療が終わったら

　さて，本格的な治療が終わり，望んだ所に歯が移動し，顔や口元が改善し，きれいな状態になって

も治療は完全に終わりではありません．なぜなら，

動かされた歯は元の位置にもどろうとする傾向，

「後戻り」があるからです．

　たとえば木を植えた後に，根がおちつくまで「さ

さえ」が必要なように，動かされた歯が新しい場所

におちつくまで，矯正専門医は注意深い観察を続けなければなりません．ま

た患者さんも，この時期に簡単な装置（保定装置）をつけることが必要です．

これは，歯を動かすのと同じぐらい重要なことなのです．そうしないと，長い

期間をかけて治療したことがまったく無駄になってしまうこともあります．ただ

し，この期間の通院はあまり頻繁ではありません．来院の期間は３～４ヶ月に

１回程度です．

★　転医あるいは治療の中断について

　受験・進学・留学・就職・結婚などによる転居のため，治療を中断したり，他のクリニックに移る必要

がある場合は早めにご相談ください．全国や海外の矯正専門医のネットワーク・全国の大学病院を

責任を持ってご紹介いたしますのでご安心ください．

以上が一連の矯正治療の進め方です．

どうぞ矯正治療の目的と治療の進め方をよく理解してください．
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舌側弧線装置

機能的顎矯正装置（出っ歯用）機能的顎矯正装置（受け口用）

矯正装置の選択について

　矯正装置によって歯を顎の骨の中で動かす事ができますが，歯を正しい方向に動かすためには，

正確な時期と正しい操作が必要です．望む方向に歯や顎を動かすために，矯正専門医はいろいろ

な装置を用います．装置には次のようなものがあります．

①　機能的顎矯正装置（可撤式装置）

患者さんは自分でつけたり，またははずしたりできる装置です．

②　リンガル　アーチ（舌側弧線装置）
ぜ っ そ く こ せ ん

１本の歯から数歯にバンドをつけ，治療中はそれをはずすことがで

きない装置です．

③　マルチブラケット装置（Braces：ブレース）

ライフスタイルに合わせてご選択ください！

目立つ 目立たせる 目立たない 見えない

金属ブレース カラーワイヤー カラーゴム 審美ブレース リンガルブレース

クラッシックスタイル セラミック・人工サファイヤなどからお気に入りをお選びいただけます 歯の裏側に装置をつけますので見えません

④　エラスティック（輪ゴム）

これ自体は矯正装置ではありませんが，矯正装置の重要な部分です．

なぜなら，輪ゴムの力によって歯は移動させられるからです．輪ゴムは患

者さん自身の手によって毎日取りかえられなければなりません．

⑤　顎外（がくがい）固定装置（ヘッドギアー，チンキャップなど）

頭部または頸部の器械と口の中に入れられた器械とが接続している形の装置です．

「上あご」と「下あご」の骨格的なバランスをコントロールします．
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矯正治療のリスクと限界

　医療技術の進歩にはめざましいものがあり，矯正専門医はほとんど

すべての症例を正確に診断し，歯並びや顎顔面の不調和は，より

早くより効果的に治療できるようになりました．しかし，現時点での医

療技術では治療方針どうりにいかなかったり，希望される治療が不

可能な場合もないとは言えません．

　矯正治療を含むすべての医療サービスにはリスクと限界が伴いま

す．幸い，矯正治療でおこる合併症は非常にまれであり、起こったとして

もそれほど重大なことではありませんが，治療を開始する前には十分考慮する必要があります．

　矯正治療中には，歯根吸収や歯肉炎が起こることがあります．また，歯が癒着している場合には

動かないこともあります．また，治療後に歯並びが後戻りすることもあります．これは，突然顎が異常

に発育して，歯の噛み合わせを悪化させたり，舌や唇を噛む悪い癖のために起こることもあります．

　当クリニックでは，治療を開始する前に，患者さまのご要望に応じた治療方針や矯正治療上のリ

スクに関する正しい医療情報を，わかりやすくご提供する努力を行っています．十分納得して治療

を開始していただき，先生の指示を必ず守って，あなたの美しさを保持しましょう．

■　 　■

虫歯や歯周病は，糖分の多いものを食べたり，歯磨きをしないことによっておこります ．これは，

矯正治療をしない場合でもおこりますが，ブレースを装着している場合はより深刻なリスクとなります．

何人かの患者さまには歯根吸収が発生することがあります．通常，この歯根吸収はわずかで目立

たないものです．歯の寿命や安定性，動揺に影響することはあまりありません．

歯を支えている骨（歯槽骨）や歯肉（歯周組織）が健康でない場合，あるいは健康な状態であっ

たとしても，これらの歯の周囲組織は矯正治療によって影響を受けます．一般的には，矯正治療によ

る歯並びの改善は，歯肉炎や歯の喪失の可能性を減少させ，歯を長持ちさせるのに有用ですが，毎

日の口腔清掃によって歯垢を取り除かないでいると歯肉や歯周組織の状態は悪化します．

歯は矯正治療後もその位置を変え続けます．保定装置（リテーナー）の装着は，この傾向（後戻

り）を減らすことができますが，長い人生の中では，咬み合わせはいろいろな要因によってさまざまに

変化します．その要因には，親知らず（智歯）の萠出，口呼吸，舌癖（舌のくせ），鼻疾患，楽器の演

奏，遺伝的な舌・歯・顎の大きさの影響などがあります．

「カクカク音がする（関節音）」，「口があかない（開口障害）」，「関節が痛い（関節痛）」といった顎

関節症状がおこることがあります．この症状は，矯正治療とは関係なくおこることもあります．当クリニッ

クの院長は，日本顎関節学会の指導医資格も有しており，矯正治療を開始する前には顎機能検査を

実施し，地域の病院と連携することによってＭＲ検査による鑑別診断も実施しています．矯正治療を

はじめた後，このような症状にお気づきの場合はご連絡ください．（⇒　次項をご参照ください．）

矯正装置（ブレース）はいくつもの小さな器具からできています．ゆるみや破損，口のまわりへの

打撃などによって，頬の内側や唇が傷つくこともあります．ワイヤーを調節した後の違和感（歯が浮い

たような感覚）は，通常は24-48時間続きます．何かこわれたり，緩くなっているのに気づいた場合は，

直ちにご連絡ください．

ヘッドギアーの間違った使用方法によって，顔や目を傷つけてしまうことも報告されています．当

クリニックでは，安全装置のついたヘッドギアーを使用していますが，装着中は，騒いだり，スポーツ

をすることは控えてください．
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顎関節のＭＲ画像

矯正用の固定用インプラントを使用することで治療期間の短縮ができますが．骨の中に植立した

インプラントは，その周辺やお口を常に清潔に保っておかないと感染する場合が報告されています．

このような場合は除去することで問題は解決しますが，治療の進み具合によっては，再度の植立か，

治療方針の変更が必要になります．

顎の骨格的な不正（顎変形症）を改善するためには，手術（外科的矯正治療）が必要になる場合

があります．手術を併用した治療法をご選択された場合，手術や麻酔については口腔外科医専門医

ともよく話し合ってください．

審美ブレースによる治療をご選択いただいた場合，メタルブレースとは異なり，ブレースが割れ

たり脱落する可能性が少し高くなります．割れたブラケットが粘膜にダメージを与えることも，ごくわず

かに報告されています．

リンガルブレース（歯の裏側からの治療）による治療をご選択いただいた場合，歯の裏側の装

置によって発音に影響がでます．"S"音や"R"音がその主なものですが，通常は発声練習を行うことに

よって1～3週間程度で回復します．また，歯磨きでは特別な歯ブラシ（#308）を使って時間をかけて

丁寧に磨きましょう．

矯正治療の装置の素材や構造にはいろいろなものがあります．患者さまの中には，材料に含ま

れる成分にアレルギー反応を起こす場合があります．これは，非常にまれなことですが御連絡くださ

い．

　 当クリニックでの一般的な治療期間（ 歯を移動するのに要する期間） は約２年とお考えください．

しかし，過度や不十分な骨の成長，装置やエラスティックの使用時間不足，日々の口腔清掃の不備，

装置の破損や何回もの予約のキャンセルや変更など，いろいろな要因によって治療期間は延長しま

す．また，これらは治療結果の質にも影響する場合があります．

いわゆる　”顎関節症”

　「顎（がく）関節症」とは，あごの関節のまわりに何らかの異常が起こる疾患です．「カクカク音がす

る」，「口が開かない」，「あごの関節が痛い」といった症状が代表的ですが，こうした症状の中には，

いろいろな疾患が含まれています．矯正治療を始める前にこのような症状が認められた場合には，

臨床診査とＭＲ画像検査による鑑別診断が必要です．当クリニックDrは，日本顎関節学会の「指導

医」でもあり，地域の医療施設とも連携して診断・治療を実施しております．

　もし，顎関節内障（あごの関節円板がずれる病気）や変形性顎関節症（関節の骨が変形する病

気）と診断されたとしても，その中には軽度のものから重度なものまでいろいろな程度のものが含ま

れています．治療を早く始めないと手遅れになるというようなことはむしろまれです．多くの方は，検

査によってご自身の顎関節がどのような状態になっているのかをよく理解し，関節に負担がかから

ないように日常生活を営んでいただくことで症状は安定します．
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医療法人スマイル

Orthodontic Clinic for Smile
スマイル矯正歯科クリニック
■更生／育成医療指定医療機関（矯正歯科に関する医療）■松山市指令第5982号■

■顎口腔機能診断（顎変形症の手術前後における歯科矯正に係るもの）の施設基準■

www.smile-orthod-clinic.com
〒790-0012　松山市湊町4-12-9　メゾンM2ビル2F

Phone & fax: 089-986-7080
理事長　小澤　奏　博士（歯学）広島大学

　　　　　　日本矯正歯科学会　　　認定医／指導医

　　　　　　日本顎関節学会　　　　認定医／指導医

　　　　　　日本成人矯正歯科学会　認定医

患者さま・保護者への注意

　歯並びをきれいにする矯正治療は，虫歯などの一般の治療と異なり，クリニックに行った時だけが治療

ではありません．あなた自身も毎日治療に協力しているのです．クリニックに行くのは装置を作ったり，調

節の為に行くのであって，家にいる時も治療は継続している（歯は動いている）ことをご記憶ください．

　また，患者さんが小児の場合，ご両親の協力がぜひ必要です．指示は必ず守るようにして下さい．

★　約束時間を守って下さい．

　必ず予約した日時においで下さい．当クリニックでは十分な時間をとって調節することによって，

治療期間を短くすることに最大限の配慮を行っております．次の時間に予約頂いている方に迷惑

となることもございますので．必ず予約した時間においでください．患者さまのご都合でご予約の変

更をなされる場合は，通常2～3週間先送りになってしまいます．これは治療期間が長引く原因とな

ります．ご了承ください．

★　歯を磨きましょう．

　治療中は，常に歯をきれいにするように心がけて下さい．「食事の後」と「寝る前」には，かならず

歯を磨く習慣をつけて下さい．複雑な装置のため，食べ物の「かす」がたまりやすいので，歯ブラシ

を怠ると虫歯や歯ぐきの病気の原因になります．詳しくは，当クリニックのスタッフ（Ｄｒ．や衛生士）

にお尋ねください．

★　粘るものは食べないで下さい．

　装置は複雑です．このため，キャラメル・ガム・おもちなどは，装置がこわれる原因となるため食べ

るときは注意してください．なるべく食べないようにしましょう．

以上の内容は，治療の説明のあらましです．

個人個人の歯並びの状態によって説明と異なることがあるかもしれませんがご了承下さい．

（2005年4月版）


