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【 Aerial View 】  

〔M.〕 From your perspective of 40 years or so, what’s new? 
Where are we going in the next five, ten, twenty years? Where is 



orthodontics going to be? Is it going to be part of general practice? 
Are we going to see orthodontics continue as a specialty? What do 
you think?  

【 俯瞰 】  

〔M.〕 40 年、いやそれ以上のご経験の観点から、将来の矯正歯科の展
望について、どんな新しい歴史のうねりが起こるかお聞かせ下さい。5
年、10年、あるいは20年後の我々は、どこに向かっていくのでしょ
う。 矯正歯科の将来像として、一般歯科にこのまま吸収されてしまうの
でしょうか? それとも専門医療として存続は可能なのでしょうか?  

〔R.〕 Well, let’s look at this. Bob McGonagle was the President of 
the American Association of Orthodontists in 1976. He called me 
up and he said, “I would like for you to give the Mershon lecture,” 
which was in New York in 1976. I said, “Well, what do you want 
me to talk about?” He said, “I would like for you to expand on 
what you talked about in your Ketcham address in 1975.” Were 
you there?  

〔R.〕 ボブ・マッガンゴル氏が全米矯正歯科学会の会長に就任してい
た 1976年の出来事を振り返ってみます。（※ AAOの会長は 1981-
1981、副会長時代の出来事であろう。）同年のニューヨークで開催さ
れることになっていた全米矯正歯科学会において、「ムシャーンに関す
る講演をぜひ引き受けてくれないか?」と電話で尋ねてきました。「ど
んな内容について話せば良いんだい?」と訊いてみると、「1975年にケッ
チャム賞の受賞式典で話したスピーチを基に、話題を広げて話をしても
らえないかい?」と伝えられました。あなたは、式典に参加されました
か? 

  

〔M.〕 No, I was in East Germany as a matter of fact.  



〔M.〕 実は、旧東ドイツに滞在していて不在でした。  

〔R.〕 Well, I got the Ketcham Award in Las Vegas in 1975. And I 
made an address, and I talked ̶ it was sort of a plea ̶ for 
orthodontics. How much I respected it. And I even broke down 
when I gave the talk, in fact. I had tears in my eyes and so forth. 
I’m a pushover anyway, a real softy.  

So I got this paper together, and I had done some research for it. I 
had gone into the Journal of Dental Education and I had read a 
particular article by somebody whose name I forget now - maybe I 
didn’t want to remember it. But anyway, I said at that time that I 
could see that the orthodontist should be the central figure in 
dentistry. Instead of being the specialist, the orthodontist was in a 
position to be a diagnostician. And that he shouldn’t be thinking 
just in terms of getting addescence and child with light 
malocclusions, but that he should be taking on problems with the 
TMJ. Why? Because only he can finish them. He should be 
thinking in terms of early intervention, rather than letting the 
pedodontist mess around with the kid and if he fails, getting the 
patient back. And the thinking that if occlusion becomes the main 
thrust in all of dentistry, then it’s the orthodontist who should be 
the master of occlusion and should be in a position to be the 
diagnostician. That would put the general dentist, who’s doing 
fillings, in the role of the specialist. And it would completely 
change the person’s attitude about his profession.  

Now, I published that - or I wrote that - in 1976. At that time, Tod 
Dewel was an editor of the journal. I sent it to him, but he wouldn’t 
publish it. He didn’t say so in so many words, but I knew why he 
didn’t. He thought it’d be too detrimental to the profession that 



was relying on general practitioners to feed it. Now, that was ten 
years after the 1968 paper that we talked about. Now, let’s go to 
today. Where we are now? In California, at least, almost 60% of 
the orthodontics that’s done is done by general practitioners. Did 
you know that?  

〔R.〕 1975 年、私はラスベガスでケッチャム賞を受賞しました。その
ときの私の声明は、矯正歯科専門医に向けたある種の請願でもありまし
た。この専門医療職における先人らの智慧の蓄積に対して、どれほど私
が敬意の念を抱いているか、それを人々に説いたのです。演説の途中、
身が虚ろになる程の高揚を覚え、目には涙がとめどもなく溢れました。
情のもろさとでも言いましょうか…。  

その折、私はこの論文を譲り受け、それを機に調査を行いました。それ
を携え、歯科医学教育学会誌の編集局へ出かけました。そこである記事
（たぶん、一般歯科医側の反論）を見かけました… 論説者の名は忘れ
ました… おそらく覚えるのすらうっとうしく感じたからでしょう。い
ずれにせよ、私が当時述べた趣旨は、矯正歯科専門医は歯科医療の中核
となるべきである、とのことでした。一分野の専門医というより、むし
ろ診断を包括する歯科医師としての重責を担うべきである… そのよう
な考えを全面に掲げた次第です。小児や思春期患者の軽度の不正咬合ば
かりを扱うのではなく、顎関節や咬合の問題全般を扱う医療者を目指す
ことです。どうしてそのような考えをもったかお分かりですか? 矯正歯
科医だけがそれらを包括して扱うことの出来る立場に居るからです。ま
た矯正歯科医は「早期処置」の立場からも行動を新たにすべきです。従
来のように小児歯科医にその重要な責務を委ねたままであったら、仮に
その小児歯科医が長期的視野に基づく歯科診療を行わなかった場合、患
者が右往左往する事態を招くかもしれません。咬合が歯科の中心テーマ
になるとすれば、矯正歯科医が熟練した知識や技術を采配する指導的立
場に立つべきです。この流れが社会に定着すれば、一般歯科医は、う蝕
処置の専門科としての立場に落ち着きます。こうすることによって初め



て、一般の人々が各々の専門医に対して抱く意識の適正な変革がなされ
ると思われます。  

これについて私は 1976年、論説をまとめ、歯科医学教育学会誌の編集
長であったタッド・ドュウェル氏に送りました。彼が掲載を拒否したの
は、思うに、顧客である一般歯科医に対して専門医の意見を掲載するの
は好ましくないと判断したからでしょう。彼の立場からして致し方なかっ
たと思われます。ところで最初の論説は、1968年、つまりその出来事
から 10年も遡ります。しかるに現状はどうでしょう。カリフォルニア
州では、矯正歯科医の少くとも 60%が一般歯科医院に勤務あるいはア
ルバイトで生計を立てている状況です。ご存じでしたか?  

〔M.〕 Oh, it’s about the same here. Maybe even higher.  

〔M.〕 こちらも同様ですが、その比率はもっと高いかもしれません。  

〔R.〕 This means that the orthodontist is no longer getting 
referrals with orthodontic cases. Now I’ll ask you a question. If the 
orthodontist is not getting referred by general practitioners, how 
can he expect to get back a patient who drifts away from his 
orthodontic practice? How does the orthodontist, on an economic-
well, even ethical-basis, expect to get that patient back?  

〔R.〕 専門医からみれば、矯正歯科治療を必要とする患者を一般歯科
医から紹介してもらうことが期待できなくなったことを意味します。こ
こに一つ質問を呈してみましょう。紹介患者がいなくなった現在、治療
を終えた患者に対して、我々専門医はどのようにして彼らがオフィスに
戻ってきてもらうようにしたら良いのですか? 経済的な側面、そして臨
床者としての倫理的な側面も勿論含めた上での問いかけですよ。治療後
の患者（※ 保定後の管理だと思う）が再来院するように促す妥当な方
策を考えてみて下さい。  



〔M.〕 I don’t know.  

〔M.〕 一寸、分かりかねます。  

〔R.〕 Where does that put the orthodontist then? If an 
orthodontist treats a patient, in the patient’s mind, the orthodontist 
is responsible for that relapse if it takes place. Even though they 
both have patients coming back, and they don’t say so in so many 
words, here they sit, they’re getting crowding in the lower incisor. 
“Well, you treated it. It’s your problem.”Isn’t that right?  

〔R.〕 別の角度からお尋ねしますが、そのような社会情勢でのもとで
は、矯正歯科専門医を、どういう立場の医療者として捉えたら良いでしょ
うか? ある矯正歯科医が患者の処置を行ったとします。患者の心理とし
ては、後戻りが起きた場合、担当医の責任を問うわけです。患者が戻っ
て来てくれたにせよ、下顎切歯に叢生が再発していたら、多くは語らな
くてもチェアに座ってこう思っています… 「あなたが治療したのだから、
あなたのミスですよね。」そうではありませんか?  

〔M.〕 Sure.  

〔M.〕 確かにその通りです。  


