
第20回 An Interview with Dr. Robert M. Ricketts 1987 
2017/09/18 

第20回：Biology as a Basis for Orthodontics 生物学に根ざしてこそ 

 An Interview with Dr. Robert M. Ricketts DDS, MS April 13, 
1987 

  
Copyright © 2015 University of Michigan School of Dentistry  

Some rights reserved. Except where otherwise noted, this work is licensed 
under the following:  

Attribution: Please attribute the work to the University of Michigan School of 
Dentistry and any individual author(s) cited. Not-for-profit: Use, display, and 
redistribute all or part of this work for non-profit and educational purposes 
only.  

Share alike: Redistribute derivative works with the license listed here.  

Visit the University of Michigan School of Dentistry’s website at http://
www.dent.umich.edu/. 
View the original interview at https://www.youtube.com/watch?
v=lcBLmVOn3m0.  

Interview conducted by James McNamara, DDS, MS, PhD. Interview 
transcribed by Yuri Shindo, MD. 
Interview translated by Katsuyuki Shindo, DDS, PhD.

【 Biology as a Basis for Orthodontics 】  
〔M.〕 I’d like to summarize some of the material that we talked 
about by asking you, Rick, of all the things you have done in 



orthodontics ̶ and I think you’d be hard-pressed to find anyone 
that has contributed more to the field of orthodontics in the variety 
of ways that you have ̶ what do you feel are the most important 
contributions that you’ve made to the field?  

【 生物学に根ざしてこそ 】  

〔M.〕 ここでインタビューの話題のいくつかをまとめてみたいと思い
ます。今までのお話の内容は、あなたが矯正歯科界にほかの誰よりも、
さまざまな形で多大な貢献を果たされてきたものばかりです。その中で
最も重要な貢献は何か... 率直なご感想をお聞かせ下さい。  

〔R.〕 I’ve been asked that before, and I have said that maybe 
history will have to determine that rather than me. The effects of 
my work, my teaching, and my influences will have to stand the 
test of time.  

〔R.〕 以前にも同じ趣旨の質問を受けたことがあります。その時は、
「私ではなく、おそらく歴史がその意味を語ってくれるでしょう。」と
お答えしました。私の研究やら人々への教授や感化の真偽は、やがて時
代が明かしてくれるでしょう。  

〔M.〕 Now, I know that you are an intrinsically modest individual. 
Why don’t you just come on and get over that. Tell me what you 
really think.  



〔M.〕 あなたの謙虚さは、反面において妥協を許さぬ厳しさを秘めて
いることを私も心得ています。ここではそれをひとまず措いて、お感じ
になる所を忌憚なく語って頂けますでしょうか?  

〔R.〕 I suppose if nothing else, I would say the enforcement ̶
maybe the re-enforcement ̶ of biology, rather than just 
mechanics, into the thought process of orthodontics. I think I 
would like to be known as someone who thought of the whole 
patient, rather than just a set the teeth.  

I have learned that even graduate orthodontists have the tendency 
to think teeth, think teeth, think teeth. They think in terms of 
driving teeth, think in terms of moving teeth, and try to 
mechanically force things into the mold that they would like to see 
accomplished.  

I believe if there is any contribution I’ve made, number one is that 
the patient is an individual and number two is that you must rely 
on principles. There are no laws, maybe a few things near laws. 
Arcial growth may be a law, I’m not sure. But certainly it’s a strong 
principle. A principle is a truth that is generally trustworthy, but 
not without exception. A law has no exception. That’s the 
difference.  

Maybe if nothing more, I have been responsible for thinking 
beyond the level of teeth in orthodontics, but rather thinking in 
terms of growth, orthopedic change, physiology - physiology of the 
oral cavity, physiology of the nasal cavity, physiology of the nasal-
pharyngeal apparatus, physiology of the whole neck - and of course 
the TMJ and the function of occlusion.  



So, I think if you follow the trend of my work, you will notice my 
interest in anatomy, physiology, and kinesiology. I think this is the 
substance of my work. If I’ve done anything, it has been to bring 
awareness to the profession that there is a whole patient sitting 
behind that set of teeth. There is growth, there is the blood, there 
are nerves, there are muscles, there is soft tissue, and there is 
connective tissue. All of these things have to be considered in a 
diagnosis and in any therapeutic regime you are going to offer. It 
has to be extracted in this light. It has to be applied in this light. 
So, I hope my greatest contribution will not just be isolated 
contributions here and there like the quad helix, utility arch, 
sectioning of the arches, orthopedics with extra-oral therapy, 
mandibular posturing, or diagnosis and treatment of TMJ. To me 
it’s all part of the fact that the orthodontist is a professional. It’s 
not just about going and taking a weekend course. I called 
them“holiday-inn specials”. This is not the making of an 
orthodontist. This is not the making of an oral orthopedist. Looking 
at it in its totality “- holistic”if you want to add that word, which I 
don’t like. But, maybe that’s my greatest contribution. What do you 
think?  

〔R.〕 何事にもまして、もっとも矯正歯科界に貢献し得たと思うこと
は、矯正歯科臨床を生物学に基づいて考えるという方向性を強化、ある
いはこの考えは昔からありましたから、補強を促したことでしょう。矯
正歯科の臨床とは、その流れの全般に渡ってメカニクスだけで解し去ら
れるべきものではありません。歯を並べる対象として患者を見倣すので
はなく、 患者に対して一個の人間に接する真摯な態度で治療にあたる
のが当然です。そのような臨床者の心構えを人々に説いた人間として、
私の名を銘記してもらえたらこの上もなく嬉しく思います。  



私の許に訪れる専門教育を受けた筈の大学院生ですら、歯のことばかり
に意識が偏り、無理やり歯を動かす技術の習得に明け暮れ、勝手に思い
描いた理想像に歯列を固めこむような思潮に躍らされています。そんな
姿にとても危惧を覚えます。  

もし、仮に矯正歯科界に私が貢献を成し得たことがあるとするならば、
それは患者に対する個別的な対応の可能性を広げたこと、そしてそれは
生物学的な「原理原則」をふまえてこそ、はじめて実現されるという思
想を浸透させたことになりましょう。ところで「法則」というものは、
生物学にあまり見い出せませんが、二、三はそれに近いものがあるかも
しれません。下顎のアーク状の成長は、ある種の法則かもしれません。
少なくとも強力な原理原則の範疇にあることは確かです。そもそも「原
理」とは、「多くの場合において信頼に足る判断基準であり、ときには
例外を含む」 内容の謂いです。一方、「法則」には例外がありません。
すなわち、あらゆる状況に適用され得るものです。そこが両者の違いで
す。 したがいまして、歯にばかり捉われるのではなく、広く全体事象を
眺めて対応するといった臨床者の心構えを説いて回った責任が私の肩に
重くのしかかっていると思うのです。具体的には、成長発育、顎整形的
な変化をもたらす処置、生理学... 口腔の生理・鼻腔の生理・鼻咽頭の
器官の生理・顎関節を含めた頭頸部全体の生理にも目を向けなくてはな
りません。  

振り返ってみますと、私の仕事には一本筋が通っていたように思われま
す。あなたがご指摘なさったように、とりわけ解剖学、生理学、筋機構
学といった基礎学の大切さを心に抱き続けていたことになりましょう。
思うに、これが私の臨床の骨子だったのです。歯列を整える対象として
患者を見做してはなりません。その裏にはひとりの人間が存在している
という当り前のことを、専門医に気づかせる努力に集約していたわけで
す。患者は成長し、その組織の隅々まで血が流れ、神経が統合された形
で生命体として外界を感覚し、連携した筋肉の働きのもと、軟組織や結
合組織すべてが統合された生命活動を営んでいるのです。診断やあらゆ
る治療に際して、我々はこのことに深く配慮しなくてはなりません。臨



床の焦点はここに絞られ、装置の選択や術式の行使、ましてや診断や予
後の予測も、これに基づいて行われなくてはならないのです。  

したがいまして、私の仕事というものを、断片的な技術や診断法... 例え
ば、Q/H、ユーティリティーアーチやワイヤーの分割法、顎整形的な変
化の応用、口腔牽引装置の開発、下顎のポスチャリング装置の再評価、
顎関節の治療といった、つまり区々ばらばらの事柄で評価されてしまう
のは本意ではありません。これらは、専門医の扱う大切な事項ではあり
ますが、それだけでは専門職としての体を成さないことも踏まえておく
のがよろしいでしょう。ましてや私が戯れに呼んでいる「ホリデーイン
スペシャリスト (スポットセミナーで満足する輩)」が期待するほどやす
やすと習得できるような代物ではないのです。この種の講習会は、矯正
歯科専門医を育てる足しにもなりません。ましてや骨格や筋肉全体を扱
う「オーラルオーソピディスト」を育成するものではありません。総じ
て眺めれば、「ホリスティック(全人的)」という言葉をそこに加えても
構いませんが、私はこの用語をどうも好きにはなれません。おそらくは、
あえて私自身が矯正歯科界に貢献を成し得たというのなら、このような
内容に落ち着くのではないでしょうか。どう思いますか? 


