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１０９ 

原 著

早期矯正治療症例における機能的問題の発現状況

高田 彩 茂木悦子 野村真弓 石井武展
堀内彬代 飯島由貴 末石研二

抄録：口腔周囲の機能的問題は正常な成長発育を阻
害し，不正咬合を引き起こすとともに，矯正治療を
行う上で妨げともなり，それらの問題の除去は治療
において重要である。今回，早期治療患者が有する
口腔周囲の機能的問題の発現状況を明らかにするた
めに本研究を行った。
平成２４年に東京歯科大学千葉病院矯正歯科に来院

した患者のうち，早期治療症例２０３人（平均年齢８．４
±４歳）を対象とし，調査票，カルテにて口腔周囲
の機能的問題の有無や種類について調査を行った。
不正咬合患者のうち口腔周囲の機能的問題を有す

る患者は計１８０人８８．７％であった。種類としては，
舌癖が５８．３％と最も多く，次いで鼻疾患，口呼吸で
あった。また，発現率は，年齡の増加とともに減少
傾向がみられた。
本研究により，早期治療症例では，機能的問題と

不正咬合との関係性が明らかとなり，形態面へのア
プローチだけでなく，機能面へのアプローチの重要
性が示唆された。

緒 言

不正咬合の発現原因は主に遺伝的原因と環境的原
因に大別でき，環境的原因の中には，口腔習癖，鼻
咽腔疾患や顎関節症，口呼吸，咬合干渉など多肢に
わたる問題があげられる１）。舌癖などの口腔習癖で
は，慢性的な外力が口腔周囲組織や歯に圧力として
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作用し，不正咬合を引き起こすと考えられている２）。
また，鼻咽腔疾患によって気道が狭窄され，口呼吸
による口腔周囲筋の変化に伴い，不正咬合が引き起
こされる２，３）。口腔習癖は６－１２歳の５１．５％にみられ
るともいわれており４），多くの小児が保有している
といえる。口腔習癖を含む口腔周囲の機能的問題５）

は不正咬合の原因となるだけでなく，矯正治療を円
滑に行う上で妨げともなり，それら機能的問題の除
去は，治療後の咬合の安定を得る上でも重要な要素
である。
これまで，吸指癖など特定の原因と不正咬合との

－関係についての報告は多くされているが６ ８），小児
の不正咬合者がどのくらい機能異常を有するかにつ
いての調査はほとんど行われていない。そこで今回
我々は，本学矯正歯科に来院した早期治療患者にお
いて，口腔周囲の機能的問題と不正咬合との関係性
を明らかにし，その種類や年齢による内訳を調査す
る目的で本研究を行った。

資料・方法

平成２４年に東京歯科大学千葉病院に来院した初診
患者９６１人（男性３８２人３９．８％，女性５７９人６０．２％）の
うち，平成２５年９月１３日時点で早期治療症例として
診断された患者２０３人（男児８０人３９．４％，女児１２３人
６０．６％）を対象とし，調査を行った。平均年齢
は，８．４±４歳（３歳７か月－１３歳１０か月）である。
初診時の調査票，カルテ，診断時記録簿にて口腔

周囲の機能的問題の有無やその種類，不正咬合や年
齢との関連について調査した。
次に機能的問題と不正咬合との関係性を簡潔化す

るため，機能的問題を  Oral  muscle 系（舌癖・吸指
癖・咬唇癖・咬爪癖・低位舌・頬づえ），咀嚼・顎
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運動系（咬合干渉・顎関節症・ブラキシズム・クレ
ンチング），Airway 系（口呼吸・鼻疾患・扁桃肥大・
口唇閉鎖不全・いびき）に分類し検討した。
年齡と機能的問題の発現率の関係については，ピ

アソンの相関係数（Pearson’s correlation coefficient）
を用いて，相関性を検定した。
なお，本研究は東京歯科大学倫理審査委員会（受

付番号５０１）の承認を得ている。

結 果

１．機能的問題の発現率と性差，年齢分布
対象者２０３人（男児８０人３９．４％，女児１２３人６０．６％）

のうち，口腔周囲の機能的問題を有する患者は計
１８０人８８．７％（男児７１人３９．４％，女児１０９人６０．６％）で
あった（図１）。
機能的問題の発現率において，性差（男児８８．８％，

女児８８．６％）はみられなかった。年齢別に見ると，
発現率は３－６歳で９６．０％，７－１０歳８８．６％，１１－
１３歳８２．８％であり，各年齡別での発現率を，早期治
療患者の割合が少なかった（本格治療：１２人，早期
治療：３人）１３歳を除外して調査したところ，発現
率と年齢において有意に負の相関（r＝－０．８７，P＜
０．０１）がみられ，増齢に応じて減少傾向を示した（図
２）。
２．機能的問題の内訳
口腔周囲の機能的問題は，発現の高い順から舌癖

１０５人５８．３％，鼻疾患５４人３０．０％，口呼吸３８人２１．１％，
ブラキシズム３７人２０．６％，咬爪癖３５人１９．４％，咬唇
癖２２人１２．２％，口唇閉鎖不全２１人１１．７％，扁桃肥大
１８人１０．０％，咬合干渉１８人１０．０％，低位舌１７人９．４％，
吸指癖１２人６．７％，いびき１０人５．６％，頬づえ４人
２．２％，クレンチング４人２．２％，顎関節症４人２．２％

であった（図３）。
３．不正咬合別機能的問題の発現率
不正咬合別にみた機能的問題の有無について調査

したところ，開咬を有する患者では１００％の割合で
機能的問題を有しており，続いて下顎前突９８．１％，
過蓋咬合９３．３％，上顎前突９２．８％，叢生８２．４％，交
叉咬合７２．７％，空隙歯列５０．０％の順に多く認められ
た（図４）。
４．機能的問題の系統分類
口腔周囲の機能的問題を Oral muscle 系，咀嚼・
顎運動系，Airway 系と系統別に分類して検討を
行った。この結果，いずれかの問題を有する者に
対する割合を調査したところ，Oral muscle 系の問
題の保有率が最も多く（８０．６％），次いで Airway 系
（５１．１％），咀嚼・顎運動系（３３．９％）であった。不正
咬合との関連性を調査したところ，Oral muscle 系
の問題を有する患者では開咬（１００％），下顎前突
（８３．０％），咀嚼・顎運動系では交叉咬合（４５．５％），下
顎前突（３５．８％），Airway 系では上顎前突（６８．１％），
開咬（５０．０％）などで高い発現率を示した（図５）。
年齢別にみると，Oral  muscle 系，Airway 系の

図１ 早期治療症例２０３名中の機能的問題を有する患者の割合 図２ 年齢別にみた機能的問題の発現率
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図３ 機能的問題の種類とその内訳

図４ 不正咬合の種類と機能的問題の発現率

機能的問題を有する患者は低年齢者において比較的
多くみられ，年齢とともに減少傾向を示した。一
方，咀嚼・顎運動系は年齢による大きな変化は認め
なかった（図６）。

考 察

長期にわたる習癖など口腔周囲の機能的問題は，
顎口腔機能・形態に影響を与える４，９）。日本における
口腔習癖に関する調査では０－１０歳の小児の３８．４％
が口腔習癖を有していると報告されている１０）。今回
の調査では，口腔周囲の機能的問題を有する不正咬
合患者の割合は８８．７％であり（図１），不正咬合と機
能的問題との関係性が強いことが示唆された。
各年齡における機能的問題の発現率を比較したと

ころ，年齡が増すに従い減少傾向を示し，有意に負

の相関（r＝－０．８７）がみられた。就学前の小児の口
腔習癖保有率は８７．４％と高い割合を示すという報告
もあり１１），低年齢児のほうが器官の発達に比較し，
機能的に未熟であり，発育するにつれて徐々に減少
していくと考えられる。
機能的問題の種類においては，舌癖と口呼吸が最

も多いという報告１２）や，吸指癖やブラキシズムが最
も多いという報告がある８，１３）。今回の不正咬合患者
を対象とした調査では，機能的問題の保有率は舌
癖，鼻疾患，口呼吸，ブラキシズムの順で高い値を
示し（図３），過去の報告とほぼ一致しており，不正
咬合の有無に関わらず，多くの小児が有する問題で
あるといえる。吸指癖は全体の６．７％と発現率は少
なかった。２歳頃までの吸指癖は咀嚼や嚥下といっ
た随意的な運動が必要とされる離乳期へ移行するた
め，発達面での意義があると考えられており，３歳
頃から減少する２）。今回の調査で発現率が少なかっ
た原因として，対象者の年齢が平均８．４歳と高く，
３－６歳の低年齢児は２０３人中２５人と少なかったこ
とが考えられる。
口腔周囲の機能的問題は，口腔周囲筋の機能力に

よるもの，ブラキシズムや顎関節症などといった顎
運動機能に関連した問題，その他鼻咽腔疾患や扁桃
肥大など呼吸に関与した問題に大きく分類できる。
今回不正咬合と機能的な問題との関連性をより単
純化するために，機能的問題を Oral muscle 系，咀
嚼・顎運動系，Airway 系の３つに分類し，不正咬
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図５ 機能的問題を３つに分類した際の不正咬合別発現率

合や年齢との関連を調査した。Oral muscle 系の問
題を有する患者においては開咬，下顎前突が多くみ
られた（図５）。開咬や下顎前突は，嚥下時や安静時
における舌の前方への突出など，舌の不正な位置に
より引き起こされたと考えられ，内外側間の筋肉の
力の不均衡が関連している。開咬を有する全ての患
者は舌癖を有していた。２－５歳の小児では，習癖
のなかでも吸指癖が最も開咬の形成に影響を与える
という報告もあるが１４），本調査では対象年齡が平均
８．４歳と高かったこともあり，舌癖が最も多くみら
れた。舌癖は，種々の原因が重複して起こる場合が
多いが，乳幼児期から長期に続く吸指癖が，歯列形
態に影響を与え，舌癖の原因となることがあると報
告されている２）。
咀嚼・顎運動系の問題を有する患者には交叉咬

合，下顎前突が多くみられたが，咬合干渉による不
正な顎誘導によりそれらの不正咬合が引き起こされ

図６ 機能的問題を３つに分類した場合の年齢別発現率

たと考えられる。
Airway 系の問題を有する患者においては，上顎

前突や開咬が多くみられた。鼻疾患や口呼吸を有す
る場合，頬筋などの外側からの圧力がかかり，これ
らの不正咬合が引き起こされたと考えられる４）。ま
た，上顎前突，開咬を有する患者は Airway 系の問
題に加え，舌癖も多く保有していた。口呼吸時では
気道確保の際，開口し下顎を下げて舌を前方位にす
るため，嚥下時に舌が突出しやすいという報告もあ
り３），口呼吸により舌突出癖が誘発された症例もあ
ると考えられる。このような口呼吸が成長発育期に
長期間続くと，顎骨形態に大きな影響を与えると報
告されている３，８，１５）。
Oral  muscle 系，Airway 系の機能的問題を有す

る患者は年齢とともに減少傾向を示した（図６）が，
これは機能の発達や顎口腔系の成熟によるものだと
考えられる。特に Oral muscle 系では生理的な乳児
型嚥下から成熟型嚥下への発達があり，大きな占有
率を示していた舌癖が減少したことも考えられる。
口腔習癖は，心理的な要因により引き起こされるこ
とも多く，精神面における発達もその要因の一つで
あると思われる。
一方，咀嚼・顎運動系の問題は各年齡層にみら

れ，ブラキシズムやクレンチングは年齢に応じて増
加傾向を示した。Egermark らの２０年間にわたる追
跡調査１６）によれば，ブラキシズムは小児期から成人
期まで継続する傾向にあった。様々な口腔周囲の機
能的問題の中でも特に咀嚼・顎運動系の問題は成長
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発育とともに消失していくことは少ないと考えら
れ，早期の対処を行うことが大切であるといえる。
本調査は早期治療症例を対象として行ったが，年

齢別で減少傾向を示す機能的問題も多く認められ，
今後は永久歯列期における経年的推移についても調
査を行う必要がある。不正咬合への関与が考えられ
る姿勢（姿態）等の項目も重要であり，機能時のみな
らず，安静時における問題も確実に把握するため
に，より詳細なチェックシートを設ける必要性が示
唆された。
本研究では機能的問題を系統別に分類し，調査を

おこなった。不正咬合患者において複雑な機能的問
題を系統別に単純化することは，原因の全体像を把
握しやすく，治療計画を立てるうえでも有用である
と考えられる。また，治療経過の再評価時には，顎
顔面形態の変化だけでなく，経年的な機能的問題の
変化をみていく必要性があるだろう。

結 論

不正咬合を有する早期治療患者の多くは口腔周囲
の機能的問題を有していることが明らかとなった。
また，矯正治療における機能的問題へのアプローチ
の重要性が示唆された。

本論文の要旨は，第２９６回東京歯科大学学会総会（２０１３年１０
月１９日，東京），第１回日本口腔筋機能療法学会（２０１３年１１月
１４日，東京）において発表した。
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Parafunctional habits inhibit normal growth and can cause several types of malocclusion． They also
prevent the smooth progression of orthodontic treatment，so it is important to eliminate such problems． 

The aim of this study is to clarify the frequency of functional problems in patients who receive early
orthodontic treatment and the types of functional problems they experience． 

Among the patients who visited the Department of Orthodontics at Tokyo Dental College Chiba Hospi-
tal in ２０１２，２０３ patients who were receiving early orthodontic treatment（mean age：８．４±４years）partici-
pated in this study． We investigated the prevalence of functional problems among the patients as well as
the types of functional problems they experienced using questionnaires and medical records． 

Functional problems were seen in ８８．７％ of the patients with malocclusion（１８０ of ２０３）． The  most  

common functional problem was tongue thrust（５８．３％），followed by nasal disorder（３０．０％）and mouth
breathing（２１．１％）． 

The incidence rates of functional problems tended to decrease inversely with age in the primary and
mixed dentition periods． 

These results suggest that a relationship exists between malocclusion and functional problems in pa-
tients that receive early orthodontic treatment． Therefore，it is important to take both morphological
and functional factors into account during orthodontic treatment．

（The Shikwa Gakuho，１１６：１０９－１１４，２０１６）
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