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第 1 期矯正治療 

子供達の未来のために！ 
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質問です！いくつ当てはまりますか？ 

食事 

o かみごたえのあるものは食べない 

o 食事に時間がかかる 

o 食事中水分と一緒に食べ物を飲み込む 

o 食べ物がボロボロこぼれる 

o 口の周りがよく汚れる 

体調 

o 鼻づまり、鼻炎 

o 扁桃腺の腫れ 

o 唇がカサカサ 

o 口臭 

生活 

o お口が開いていることが多い 

o 寝相がわるい 

o いびきをかく 

o 朝起こしてもなかなか起きない 

o 姿勢が悪い（猫背） 

o 頬杖をつく 

o 疲れやすい 

o 歯ぎしりをする 

o おねしょがなかなか治らない 

o 歯の間の虫歯が多い 
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前の質問に対して１つでもチェックがつくと、 

あなたは不正咬合が疑われます！ 

不正咬合 
ふせいこうごう 

歯を支えている骨や上下のあごの 

アンバランス（＝発育不良）などが原因で起きている 

悪い歯並びのことです。 

近年の子供達は上の顎の発育不全が多く見られ、それに

伴い不正咬合が増えています。上顎の発育不全は呼吸系

にも大きく悪影響を及ぼし、その影響は全身にも大きな悪

影響を及ぼしています。前項のチェック欄に記したものが

その一部だとお考えください。 

	

とは？ 
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矯正治療 

第 1 期矯正治療 

Ø プレオルソ矯正治療 

Ø 顎顔面矯正治療 

第 2 期矯正治療 

Ø マルチブラケット矯正治療  
 

マルチブラケット矯正治療 

プレオルソ矯正治療 顎顔面矯正治療 

プレオルソ・顎顔面矯正治療適応 マルチブラケット矯正治療適応 
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プレオルソ 
² 軽度な開口部分的な反対

咬合 

² 軽度な上顎前突 

² 軽度な反対咬合 

² 軽度な叢生 

² 口呼吸 

² 舌が前に出てくる（舌癖） 

 

 

第 1 期矯正 

プレオルソ矯正治療とは！ 

ポリウレタン製のマウスピースを口の中に入れること

で、ポリウレタンの弾性と形により歯の移動及び、筋

機能訓練が同時にできる 

 

顎顔面矯正治療とは！ 

発育期の形態と機能の異常を器具を用い正常に

戻し、調和させ、以降の正常な発育を促す治療 

 

顎顔面矯正 
² レントゲン上で明らかなるスペー

ス不足が疑える 

² 開口 

² 反対咬合 

² 上顎前突 

² 叢生 

² 口呼吸 

² 舌が前に出てくる（舌癖） 

² いびき 

² 歯ぎしり 

² 睡眠障害 

² 寝相が悪い 

適応症 



 

 

• 矯正治療の中でも比較的安

価 （６万円＋TAX） 

• 痛みがほとんど無い 

• 症例によっては比較的早期に

結果が出る 

• 筋機能訓練がマウスピースを

入れているだけでできる 

• 舌の位置が正しい位置になる 

• 学校に持っていかなくてよい 

• 検診の間隔が顎顔面に比べ

て長い 

• 筋機能訓練が同時にできるの

で後戻りの予防になる 

• 口呼吸から鼻呼吸になる 

• レントゲン画像において顎骨内

で歯が重なりあって余裕が無い 
• 寝ている時や、起きている間の１

〜２時間マウスピースをつけな

がら治療をしなければならない 

• 症例によっては長期化する場合

がある 

• ２期矯正治療に移行する場合も

ある 

• 患者取り外しタイプのため、装着

していないと全く効果が出ない 

プレオルソ矯正治療                 

利点 欠点 
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顎顔面矯正治療 

利点 
² 器具を取り外せないため効果が出

やすい 
² ほぼ全ての症例に適応可能 
² ２期治療に移行した場合でも、抜

歯を回避できる可能性が高い 
    （非抜歯になる率８０％） 

² 積極的に鼻腔を広げるため鼻の

呼吸が楽になる          

（鼻で呼吸が楽になる率８０％） 
² 顎を積極的に広げると、脳血流量

が２０％増え集中量が増す 
² 鼻呼吸が楽になり姿勢が良くなる 
² 夜尿症が改善する 
² 矯正器具が口の中にあるため目

立ちにくい 
² 矯正が後戻りしにくい 

欠点 
Ø 各第治療中、痛みや鼻出血を

伴うことがある 
Ø 毎日ネジを回さなければならな

い 
Ø 矯正装置が大きいため慣れが

必要 
Ø ２期矯正治療に移行する場合も

ある 
Ø 矯正装置の周囲が歯磨きしにく

い 
Ø プレオルソに比べて検診期間が

短い（月１回） 
Ø 一時期的に前歯が大きく開いて

しまうことがある 
Ø 治療費用が高い 

     （３８万円）＋TAX 
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１回目	 
• 第1期矯正治療プレゼンテーション	 

２回目	 

• 検査１回目（情報収集）	 
• レントゲン撮影（CT、パノラマ）	 
• 歯型取り	 
• 口腔内写真及び顔貌、全身写真撮影	 
• 問診票のお渡し	 

４回目	 

• 矯正治療開始　　　　　	 
• 上顎の歯間分離ゴム装着（次回予約３〜７日後）	 
• プレオルソの選定	 

３回目	 

• 診断	 
• 問診票受け取り	 
• 前回の資料をもとに詳しい治療方法の説明	 

５回目	 

• 上顎矯正器具作製用の歯型取（次回予約７〜１４日後）	 
• プレオルソ調整セット（治療費の入金6万円＋8%）	 

６回目	 

• 上顎に矯正器具装着　（治療費の入金38万円＋8%）　　	 
• ２ヶ月後プレオルソ検診（あいうべ体操実施）　	 

７回目	 

• 下顎の歯間分離ゴム装着（次回予３〜７日後）	 
• 状態により２〜６ヶ月ごとの検診（3,000円+8%）	 

８回目	 

• 下顎矯正器具作製用の歯型取り	 

９回目	 
• 下顎に矯正器具装着	 

１０回目	 

• １ヶ月に１回検診（3,000円+8%）　　　　　　　　　　　　
（調整、器具変更、経過等）	 

第 1 期矯正治療の流れ 
緑が顎顔面矯正治療の流れ青がプレオルソ矯正治療の流れ 
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呼吸は自律神経と密接な関係があります。口呼吸は自律神経の中でも交

感神経が働きます。交感神経とは、活動している時、緊張している時、ス

トレスを感じている時に働く神経です。常に体に負担をかける神経系統で

す。一方副交感神経は、休息している時、リラックスしている時、眠ってい

る時に働く神経系統になります、が！口呼吸しながら寝ているということ

は、リラックスしていないということになります。 
 

 

• 
	

	

!

• 

!

第 1 期矯正は 

顎の骨を変えて成長を助長し鼻呼吸を楽にして、 

患者様を健康に導く矯正である！ 

 

 



 

 10 

 

こんな悩みを抱えている 

お子様をお持ちの方に 

第 1 期矯正治療は有効です！ 

²食事が遅い、よくこぼす 
²水分と一緒に食べ物を飲み込む 
²鼻づまり、鼻炎がある 
²寝相が悪い 
²いびきをかく 
²朝起こしてもなかなか起きない 
²疲れやすい 
²歯ぎしりをする 
²おねしょがなかなか治ら無い 
²歯の間の虫歯がすぐできる 
²詰め物がすぐ取れる 
²下の歯が上の前歯より出てる 


