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【 Pitfall of the Mechanical Mind 】  

〔M.〕 What else?  



【 メカニカル思考の落とし穴 】  

〔M.〕 他に何かありますか?  

〔R.〕 The second one would be ignoring the patient in terms of 
biology. As you know, today, one of my chief thursts is in the field 
of biologic support for patients.  

We assume that a patient’s going to be healthy. We’re spoiled. We 
can get by with a lot, and nature lets us get by with a lot. But I’ve 
dealt with a lot of sick patients in my time. And temporo-
mandibular joint disease. I’ve done studies in geriodontics. I did a 
ten-year study from 1959 to 1969. And I know that people are 
losing their teeth.  

I know that dentistry is failing. And dentistry is failing because 
they’ve thought of nothing but mechanics. Plugging up a whole 
mechanically. Grinding the teeth mechanically. Arranging the teeth 
on a typodont mechanically. Biology is really what we should be 
dealing with. We should be working with immune systems because 
I think that the loss of teeth and periodontal disease is a loss of the 
immune system. The bacteria is getting to the patient. That, 
together with trauma, maybe. That’s superimposed on everything 
else. But dentistry’s not successful in getting patients to last a 
lifetime. If you want to get an example of that, if you dare, go to 
some of the rest homes and look at the oral conditions and look at 
the plight of many of these people that get into senility without 
teeth. Can’t even wear artificial teeth. I think this is one of the 
reasons that implants are becoming such a complete trend today. 
Everybody’s interested in them. Implants try to do something about 



replacing what we shouldn’t have lost in the first place. That, to 
me, is another disappointment. That we have not been able to save 
teeth.  

And having my own family... My mother had lost all of her teeth by 
the time she was 22 years of age.  

〔R.〕 二番目は、生物学的な原理において患者を無視している、とい
うことです。ご存じの通り、生物学的な原理に基づいた治療を個々の患
者に精一杯援用しようと私は努めてきました。  

治癒というのは自然に起こるものだと我々はぼんやり思いがちです。疾
病や損傷に対して我々は回復し、放っておいても自然のはたらきで治る
と…。ところが、私は臨床経験の中で多くの病んだ人々を診てきました。
顎関節症もその一つでした。1959年から1969年までの10年間、私は高
齢者歯科診療学を学び、人々が歯を失っていく姿も見てきました。  

この現実に照らしても、今日の歯科医療は敗北を来していると思います。
なぜこのような事態に陥ったのか、それは歯科診療全般の趨勢からみる
とおのずと炙り出されてくるでしょう。機械的にすべてを扱うからです。
機械的に虫歯を詰め、機械的に歯を削り、タイポドントの練習感覚で機
械的に歯を並べる…。生物学こそ私たちが真剣に扱うべき重要課題なの
です。私は免疫システムの失調が関与することによって歯周疾患が起こ
り、歯が失われると考えています。患者の体に、バクテリアが進入しよ
うとするからです。勿論、外傷性の要因も考えられるでしょう。これは
一例に過ぎませんが、相似的に全体を見渡せば、歯科診療が医療として
体をなしていない最大の原因は、生物学的な原理原則をきちんと臨床者
がふまえていないことに起因しているのではないでしょうか。健康な歯
で、人生を全うすることのできない現実からみれば、歯科診療は所期の
目的を果たし損っています。老人保健施設に出かけてみたらいかがでしょ
う。高齢者の口の惨憺たる状態を見れば、自分の歯を失い老人になって
いくことがいかに惨めかお分かり頂けるでしょう。入れ歯で過ごすはめ
になった自分の姿なんて想像できますか? 思うに、今日の歯科界におい



てインプラント治療が大流行しているのも、このような背景があるかも
しれません。インプラント治療に期待を寄せる人々は少なくありません。
しかし、そもそも失われたものを人工物で取り替えれば済むという安易
な思想が医療者側にありはしませんか? そうではなく、そもそも歯を失
わないように我々は努めるべきであったのではありませんか? 医療者と
しての立脚点を疎かにする時代風潮… これがもう一つの私の抱く失望
です。  

私の家族では、こんなことがありました… 母は22歳の時にすべての歯
を失いました。歯痛の“予防”と称して無麻酔で歯をとる治療すらあった
のです。  

〔M.〕 Wow.  

〔M.〕 それは大変でしたね。  

〔R.〕 She wore the same set of dentures for 44 years. And her 
mouth was destroyed. That was the one thing she asked me in her 
terminal years. I said, “Is there anything that you want? If there’s 
anything I can do for you, I’d be happy to.” “Is there anything you 
can do with my teeth?” The only request she could make that was 
something I couldn’t do anything about. And there I was, one of 
the authorities in my field, and I had to say, “Mom, we’ve done the 
best we can”. That’s pretty sad. 

〔R.〕 母は当時作った義歯を 44 年間使っており、口の中も悲惨な状況
でした。最晩年に母が一つだけ私に願い出たことがあります。「何かやっ
てあげられることがありましたら、喜んで僕は力になるよ。」と私が尋
ねたとき、彼女は「私の歯はどうにかならないかね。何でも良いから助
けてくれると嬉しいのだけど…」と希望を伝えてきました。母の唯一の
願いは、 私にはどうすることもできないことだったのです。歯科界に



おいて私はある程度は名の知れた存在かもしれませんが、「お母さん、
できる限りの努力を我々歯科医は努めてきたのです。」そう答えるのが
精一杯でした。胸が締めつけられる思いでした。  

〔M.〕 Yeah.  

〔M.〕 返す言葉がありません。  

〔R.〕 It really is. And we shouldn’t think in terms of people 
coming through stages. We should think of people having teeth 
until the rest of the body breaks down. Not having teeth as the 
primary part of breakdown in a body. Don’t you like that?  

〔R.〕 その通りです。徐々に歯が失われていくのが当たり前のような考
えを我々は抱いてはいけません。寿命によって体が持ちこたえられなく
なるまでの間、是非とも歯を維持していただきたいと願うのが我々とし
て当然でしょう。然るに、体のどの部分よりも歯が早く失われている現
況はなんたる様ですか。皆さんは、そうなっても構いませんか?  

〔M.〕 What -  

〔M.〕 … 

〔R.〕 It’s been a disappointment to me because my profession has 
failed.  

〔R.〕 私の職業そのものが失敗したままという意味において、失望以
外の何ものでもありません。  



〔M.〕 What else? Anything else come to mind?  

〔M.〕 他に心底失望されていることはありますか?  

〔R.〕 The next thing would be the failure to adapt techniques that 
I think are available to us. I think there’s entirely too much today 
in terms of what people call the “straight wire philosophy”. 

〔R.〕 今日、我々が活用できる筈の治療技術が臨床に生かされていな
いことです。「ストレートワイヤー哲学」と人々が呼ぶ治療手技ばかり
が脚光を浴びているのが現状です。  

〔M.〕 Tell me more.  

〔M.〕 詳しく教えて下さい。  

〔R.〕 Wait until all of the teeth are in. Get a hold of all of them 
and start throwing wire after wire through to level things out. 
Throw one arch at the other until you’re blue in the face. Then if it 
doesn’t work, take four teeth out.  

〔R.〕 永久歯の萠出を待ってからはじめる術式なので、成長を治療に
活用する機会をミスミス逃してしまいます。全歯牙にブラケットを取り
付け、すべてをレべリングし(※ この作業中にドリコ傾向の患者の FX 
は開大、顎関節も損傷の危険にさらされ下顎大臼歯の皮質骨アンカレッ
ジがくずれる)、連続ワイヤーを次々放り込んで、前後の関係を修正す
るというテクニックです。術者自らが「しまった!」と、顔から血の気
が失せるまで続きます。上手くいかないことが判明すれば、そこで 4 本
の小臼歯を抜き去ります。 

  



〔M.〕 Isn’t that sort of a throwback to the primary edge-wise 
philosophy?  

〔M.〕 昔の第一次エッジワイズ法に回帰してしまっただけのことなの
でしょうか?  

〔R.〕 It’s the old stuff just with light wires. So it’s not a part of 
biology. Again, it’s a technique. Now, if you’ve got the bite leveled, 
and if your initial phases have all been worked out and things like 
that, we’d do it. There’s a place for it. But as a standard way to do 
things, I’m very disappointed that people would jump on to that 
with no more thinking than what they have. Again, it gets back to 
my first disappointment.  

〔R.〕 ライトワイヤーテクニックに準拠した古ぼけた術式です。生物
学的な原理原則の援用はどこにも見当たりません。単なるテクニックに
過ぎないことを銘記しておいて下さい。噛み合わせのレべルをこうして
上げたとしましょ(バイトオープンの作業)、これでテクニックの初期段
階が済みましたが、時すでに遅くこのような状況です。我々ならそうは
せずに、こう治療を進めます。症例によっては、そのような進め方が容
認される場合が全くないとは言いませんが…。しかし、このテクニック
を疑わぬ人々は、それを「標準処置」に据えています。本来やるべきこ
とを差し置き、一足飛びにそのような術式に人々が向かっていく姿はい
かがなものでしょう? ただただ、がっかりします。 


