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は じ め に

“Pediatric Dentistry：Total Patient Care”の

著者であるWei は１），歯科医療の恩恵を子どもの

頃から長期間受けてきた人々は，歯科医学・医療

の支持者となり，自らの口腔内の健康を維持する

ため，Self Care を実践することはもちろんのこ

と，積極的に Professional Care を受けるに違い

ないと述べている。そして，定期的な口腔管理に

よって，すべての歯牙を生涯保つことは可能であ

るが，そのためには子どものころの“Good

Start”が絶対条件であるとしている。

そこで今回は，わが国のすべての子どもたちが

“Good Start”を切れるよう，乳歯列期における

口腔健康管理について解説する。

低年齢児に対する齲蝕予防

現行の１歳６か月児歯科健康診査や３歳児歯科

健診が，我が国の子どもの齲蝕予防に貢献してい

ることについては疑いの余地がない。しかしなが

ら，平成１０年度の母子保健課の資料２）による

と，１歳６か月児の齲蝕有病者率の全国平均は

４．６％，３歳児は４０．５％であり，未だ満足すべき

状態ではない。また，東北や九州地方では３歳児

の齲蝕有病者率が５０％を上回る県も多い。そこ

で，より一層乳歯齲蝕を予防するためには，以下

のようなが方策が望まれる。

妊産婦に対する口腔保健指導

齲蝕は細菌による感染症であることは周知の事

実である。そして，乳児の口腔内における Mutans

streptococci の定着が早ければ早い程，齲蝕罹患

状態が憎悪することが明かである３～６）。従って，

母親から子どもへの Mutans streptococci 伝播をい

かに遅くするかが乳歯齲蝕を予防するための第一

段階であると考えられる。そこで，欧米では妊婦

や乳児を持つ母親に対し，口腔内の Mutans strep-

tococci 数を下げるための様々な取り組みがなさ

れている。実際Tenovuo ら７）や Kohler ら８～９）は，

乳児を持つ母親の口腔内における齲蝕原因菌を減

少させるため，食事内容の指導，口腔内の化学的

清掃などを行い，Mutans streptococci の子どもへ

の伝播を阻止あるいは遅らせることが可能とな

り，その結果，子どもの齲蝕経験歯数は顕著に減

少したと報告している。また，Brambilla ら１０）は

妊娠中に予防処置を行うことだけでも，母親の唾

液中 Mutans streptococci 数が顕著に減少し，その

結果，子どもへの伝播も遅らせることができたと

している。

―――― 教育ノート ――――
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そこで，妊婦や母親に対する具体的な口腔衛生

指導や予防処置であるが，Gomez ら１１）の報告が

大いに参考になり，我が国においても実施可能で

あると考える。すなわち，Gomez ら１１）は妊娠４

か月の妊婦に対し，

�適切な口腔衛生状態
�適切な食事習慣
�子どもへの Mutans streptococci 伝播阻止方法

の指導を行うとともに，母親の口腔内疾患に対し

て，

�歯石除去とフッ化物配合研磨剤による専門的
歯面清掃，そして齲蝕治療の指示

�家庭における抗菌薬配合含嗽薬とフッ化物配
合歯磨剤の使用

�６か月毎の健診と口腔衛生意識の向上
などを指導している。その結果，そのような指導

や処置を受けた母親の子どもは，３歳から３歳半

までの時点で齲蝕有病者率が６％，def 歯数が

０．２であったのに対し，指導や処置を受けていな

い母親の子どもはそれぞれ４２％と１．４であったと

報告している。

現在，地域によっては母子保健施策の一環とし

て，妊産婦に対する歯科健康診査を行っていると

ころもあるが，このような絶好の機会を単に口腔

内疾患を検出するといったことだけではなく，子

どもたちの齲蝕予防の最前線として活用すべきで

ある。また小児歯科を専門とする者は，妊産婦歯

科健康診査がすべての地域で行われるよう，行政

に対して積極的に要求すべきである。

１歳児歯科健康診査の実施

本講座の乳歯齲蝕に関する累年的な研究結果１２）

は表１，２のとおりであり，齲蝕の発生時期が早

ければ早い程，３歳児健診時の齲蝕罹患歯が多

い。また欧米においても，Early Childhood Caries

（ECC）を有する小児は増齢とともに齲蝕歯が増

加し，永久歯列期においても齲蝕罹患のリスクが

高いことが実証されている１３～１６）。すなわち，齲蝕

をさらに減少させるためには，現行の１歳６か月

健診以前に是非とも口腔内健診を行い，適切な指

導を行わなければならない。

ところで，歯科健康診査時における指導内容で

表２ 齲蝕の初発時期別にみた３歳時の歯種別齲蝕罹患率 （％）

歯種

齲蝕の初発時期

上 顎 下 段

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

１歳６か月以前 ８２．６ ６９．６ ３０．４ ３９．１ ３９．１ ８．７ ８．７ １９．６ ３７．０ ４７．８
１歳６か月から２歳 ７５．０ ４６．９ ２５．０ ２９．７ ２６．６ ４．７ ４．７ ７．８ ４６．９ ４５．３
２歳から３歳 ３６．７ １２．５ ８．６ １０．９ ２３．４ １．６ ０．８ ３．１ ２６．６ ３９．１

２歳時に無齲蝕の小児＊ ７．４ ２．５ １．７ ２．５ ５．５ ０．３ ０．２ ０．６ ６．３ ９．３

＊３歳時に無齲蝕の小児２５５名を含む。 （Yonezu ら１２）から作表）

表１ 齲蝕の初発時期別にみた３歳児の齲蝕罹患状態

齲蝕の初発時期 小 児 数
６歯以上の
齲蝕を有する
小児の割合

齲 蝕 歯 数

平 均 標準偏差

１歳６か月以前 ２３ １４（６０．９％） ７．２８ １．５０
１歳６か月から２歳 ３２ １４（４３．８％） ６．３６ ４．３４
２歳から３歳 ６４ １０（１５．６％） ３．２５ ２．７６

２歳時に無齲蝕の小児＊ ３１９ １０（３．１％） ０．６６ １．８０

＊３歳時に無齲蝕の小児２５５名を含む。 （Yonezu ら１２）から作表）
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あるが，適切な離乳の指導を行うことによって，

乳歯齲蝕の初発時期を遅らせることが可能とな

り，その結果乳歯齲蝕は顕著に減少するものと考

える。栄養法および断乳時期と１歳６か月児の齲

蝕罹患状態との関連性に関する本講座で行った研

究結果１７）から，１歳６か月時に断乳していなかっ

た小児の齲蝕有病者率は１４．４％，def 歯数は０．４

であり，中でも，１歳６か月時に母乳を与えてい

た小児はそれぞれ２７．７％と０．６４であった。一方，

生後１２か月までに断乳した小児はそれぞれ７．８％

と０．２であり，顕著に低い値を示していた。ま

た，欧米においてもECCと授乳方法および期間

との研究１８～２０）が多くなされ，就寝時の授乳や生後

１２か月２１），あるいは１４か月２２）を過ぎた授乳は齲蝕

発生の重要な要因であるとされている。加えて，

我が国における３歳児を対象とした多変量解析に

よる齲蝕要因分析研究２３，２４）をみても，授乳期間が

齲蝕の多寡に関する要因であるということは明か

である。

したがって，１歳児歯科健康診査を行い，授乳

期間や授乳方法に関する適切な助言を行うこと

は，乳歯齲蝕を予防する上で極めて重要だと考え

られる。しかしながら，母親すべてに「１歳の誕

生日で断乳しなさい」と画一的な指導を行うとい

うわけではない。前報で記載したとおり，子ども

には個人差があることから，各乳児の乳歯萌出状

態や離乳の進行状況を参考にすることが重要であ

る。

精度の高い歯科健康診査ときめ細かい個別指導

先に記載したとおり，齲蝕は初発時期が早けれ

ば早い程，増齢とともに齲蝕歯数が増加する。し

たがって，乳幼児に対する歯科健康診査において

は，精度の高い健診が望まれるわけである。

一方，少子化，核家族化そして女性の社会進出

など，親と子を取り巻く環境は大きく様変わりし

ている。このような子育て環境の中で，乳幼児に

対する健康診査で心がけるべきことは，疾病や異

常を見逃さない精度の高い健診と，個々の子ども

や家庭に見合った指導を行うといった，親業の支

援である。祖父江は２５）乳幼児の取り扱い方，年齢

ごとに施す歯科治療内容など，小児の歯科保健の

あり方に修熟している小児歯科医が，小児を対象

とする地域公衆衛生活動での役割を担うのに最も

理想的な人材であると述べている。

ところで，図１は本講座が支援し東京都国立市

で実施されている低年齢児歯科健康管理システム

である。同市の制度の特色は，

�乳児に対する歯科健康診査および相談を実施
している，

�就学前の小児は６か月毎に受診することがで
きる，

�個別指導に重点をおいている，
�専門的見地での相談や指導を行っている，
ことである。

そして，この地域の３歳児の齲蝕有病者率は平

成元年度が４６．６％，６年度が３６．５％，そして１２年

度が２４．１％と着実に減少しており，先に示した３

歳児の齲蝕有病者率をかなり下回っている。

ところで，日本小児歯科学会の会員数は４，１８２

名，学会が認定する認定医は１，６８３名にすぎず，

全国で行われている１歳６か月や３歳児歯科健康

診査のすべてを前記のようなシステムにするこ

と，ましてや妊産婦歯科健康診査や１歳児歯科健

康診査を実施することは不可能である。一方，厚

生労働省の統計によると，重複診療科名別にみた

歯科医師数において，小児歯科を標榜している歯

科医師数は２７，８３２名で，医療施設に従事する歯科

医の３２．５％を占めている。すなわち，これからの

乳幼児歯科健康診査はこれらの先生方の協力なく

しては成り立たない。そして，小児歯科を専門と

する小児歯科学会会員は，それらの先生方に小児

の口腔内疾患の予防に関わる良質のエビデンスを

絶えず供給する責務がある。

ところで，歯科健康診査の本来の目的は効率的

に齲蝕に対するハイリスク集団を抽出し，それに

対して効率的な個別指導と事後処置を行うことで

ある。３歳児を対象とした齲蝕要因に関する研

究２６～２８）をみると，齲蝕の発症因子，齲蝕の多寡に

関わる因子としてカリオスタットなどの齲蝕活動

歯科学報 Vol．１０１，No．８（２００１） ７１１
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性試験の結果をあげている。そこで，そのような

試験結果を参考としてハイリスク群を抽出してい

る現場もあるようである。

しかしながら，別の齲蝕罹患要因を忘れてはい

けない。すなわち，歯牙には自浄部位と清掃可能

部位の他に清掃困難な部位や不可能な部位がある

という事実である。本講座では２９），長年にわたる

口腔衛生指導の結果，乳歯齲蝕の好発部位と罹患

率が変化していることを明らかにした（表３）。ま

た，３歳児を咬合状態別に齲蝕罹患状態をみる

と，叢生状態の小児は上顎乳中切歯近・遠心隣接

面や乳側切歯近心隣接面の齲蝕罹患率が高いこと

を明かにした３０）。すなわち，これからの齲蝕予防

指導としては，乳臼歯の小窩裂溝形態や乳切歯の

排列状態などを個別に分析し，よりきめ細かい指

導を行うことが重要である。実際，米国の齲蝕に

対するリスクの基準３１）の中には，乳臼歯の小窩裂

溝の深さという項目が明記されている。加えて，

本講座とアイオワ大学歯学部との共同研究におい

て，乳歯列における歯間空隙数と齲蝕数との間に

は有意な負の関係，すなわち空隙が無い歯列ほど

齲蝕罹患歯が多いとする結果も得られつつある。

乳臼歯の小窩裂溝形態については，現在本講座

でマイクロCTを用いた小窩裂溝形態の三次元的

解析を実施中である。乳臼歯の咬合面形態は二次

元的にみても複雑であり，歯科健診時に複雑かつ

乳児歯科相談

１歳６か月未満の希望者

１歳６か月児歯科健康診査

口腔内診査，カリオスタット
保育環境，刷掃状況，間食状況に関する問診
個別指導（個人別に刷掃指導，間食指導）

幼児歯科相談

齲蝕罹患児
カリオスタット高スコア児
就寝時授乳児
その他の齲蝕ハイリスク児

２歳児歯科健康診査

口腔内診査，歯垢染色
保育環境，刷掃状況，間食状況に関する問診
個別指導（個人別に刷掃指導，間食指導）
口腔習癖，咬合状態に関する相談

幼児歯科相談

３歳児歯科健康診査

口腔内診査
保育環境，刷掃状況，間食状況に関する問診
個別指導（個人別に刷掃指導，間食指導）
口腔習癖，咬合状態に関する相談と治療の指示

幼児歯科相談

６か月毎に受診可能

図１ 国立市における小児の歯科健康管理システム
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深い小窩裂溝を認めた場合は，予防填塞といった

Professional Care を施すことが得策であると考

える。また，歯間空隙の無い小児に対しては，保

護者にデンタルフロスの使用時期や使用方法の指

導を行う必要がある。

効率的なフッ化物の応用

Wendt ら３２）は１歳から２歳の間に頻繁にフッ素

配合歯磨剤を使用することによって，３歳時まで

の齲蝕発生を効果的に予防できたとしている。し

かしながら，３歳未満の低年齢児は嚥下機能が未

成熟であり３３，３４），使用頻度や方法によってはフッ

素の過剰摂取という問題が発生する。実際，この

問題はフッ素の全身的応用が行われている諸国で

発現しており，中には乳歯にまで斑状歯が発現し

たとする報告３５）もある。このような結果から，６

歳未満の小児に１，５００ppm以上のフッ素濃度の歯

磨剤を使用することは禁忌とされ，使用するので

あれば，１，０００ppmのものを１日２回以内とし，

使用量は１回約０．２５ｇ（エンドウ豆大）とすること

が推奨されている３６）。そして，市販されている歯

磨剤には，「２歳未満の小児は，歯科医や小児科

医の厳重な指導のもとに使用する。」という注意

書きが必ず記載されている。一方，我が国では

フッ化物の局所応用が原因で斑状歯が発現したと

いう報告はない。しかし，我が国においてもフッ

素の応用はますます普及していくことが考えられ

ることから，米国のように飲食物からのフッ素摂

取量を推定３７）するとともに，年齢別にみたフッ素

摂取量の上限値を規定する必要がある。ところ

で，田浦らは３８）歯磨剤の代替法として，フッ素洗

口液のフッ素濃度を１００ppmに調整した溶液３ml

に歯ブラシを浸し，それで歯磨きをさせる方法を

考案し，有意な乳歯齲蝕の減少効果を認めたと報

告している。本法は，使用量や濃度からして，過

剰なフッ素摂取は避けられることから，是非とも

応用したい方法の一つと考える。

一方，平成１１年度の歯科疾患実態調査報告３９）に

よると，フッ化物塗布を受けたことのある人は調

査を重ねる毎に増加し，３歳から５歳児のほぼ半

数に塗布経験があるとしている。また，１歳児の

１１．９％，２歳児の２１．５％に塗布経験がある。すな

わち，フッ化物歯面塗布は齲蝕予防の Profes-

sional Care として今後一層応用されるものと考

えられる。さらに，我々は予防効果や塗布法など

について絶えず最新のエビデンスを収集した上

で，絶えず最善の医療を施す責任がある。

乳歯列期の咬合誘導

本講座で行った小児患者の来院動機に関する研

究４０）をみると，最近は歯列・咬合不正を主訴とし

て来院する患児が増加しており，全患者に対する

割合は３０年前の約１０倍になっている。また，本講

座が支援している乳幼児の歯科健康診査の場で

も，保護者の咬合についての関心が高い。

ところで咬合誘導とは，乳歯の出齦から乳歯列

期，混合歯列期，永久歯列期へと成長・発達して

ゆく過程において，正常咬合を妨げる種々な因子

の発生を予防し，もしも正常咬合の形成を阻害す

るような異常や障害が発生した場合には，早期に

表３ 口腔衛生指導下の小児の３歳時における歯種別および歯面別齲蝕罹患率 （％）

１９８８年の調査 １９９７年の調査

齲蝕好発歯種 齲蝕好発歯面 齲蝕好発歯種 齲蝕好発歯面

� 上顎乳中切歯 ：４２．９％ 上顎乳中切歯近心面 ：４０．９％ 上顎乳中切歯 ：１７．８％ 上顎乳中切歯近心面 ：１６．６％
� 上顎乳側切歯 ：２５．１％ 上顎乳側切歯近心面 ：２１．４％ 下顎第二乳臼歯：１４．９％ 下顎第二乳臼歯咬合面：１３．１％
� 下顎第二乳臼歯：２４．０％ 下顎第二乳臼歯咬合面：２１．４％ 下顎第一乳臼歯：１１．６％ 下顎第二乳臼歯咬合面：１０．６％
� 下顎第一乳臼歯：２２．６％ 上顎乳中切歯遠心面 ：１９．３％ 上顎乳側切歯 ：１０．３％ 上顎第二乳臼歯咬合面：９．０％
� 上顎第一乳臼歯：１３．８％ 下顎第一乳臼歯咬合面：１７．８％ 上顎第二乳臼歯：９．５％ 上顎乳側切歯近心面 ：８．３％

（米津ら２９）から作表）
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処置することによって健全な永久歯咬合に誘導す

ることである。しかしながら，咬合誘導を行うに

あたって絶えず心がけなければならないことは，

各種不正咬合の原因分析である。そして，不正咬

合の原因の中には遺伝的な要因によるものが存在

するという事実を忘れてはならない。また，遺伝

的要因の発現時期に関する考慮も必要である。

Harris ら４１）は，不正咬合の要因に関する長期的な

研究を行い，考察として図２のような概念を提示

している。すなわち，

�顎顔面の形態は遺伝的要因が大きく，乳歯列
期においては歯列・咬合状態に影響を与える

ことは少ないが，成長・発達に従って遺伝的

な形質が発現してくる，

�逆に，歯性の不正咬合は乳歯列期に多く，永
久歯列に至るに従って歯列・咬合状態に及ぼ

す影響が少なくなる，

ということである。

ところで，本講座では３歳時に健全な乳歯列で

あった小児について２か月間隔に印象採得し，永

久歯列期まで達した症例について，歯列・咬合，

歯槽部，口蓋など口腔領域の成長について調査を

行ってきた。これらの小児は，乳歯および永久歯

の早期喪失をきたすことなく永久歯列になった症

例である。それにもかかわらず，永久歯列完成期

の排列状態をみると，正常永久歯列となった症例

は上顎が５４．３％，下顎が４８．１％であり，叢生歯列

がそれぞれ３２．１％と３８．３％存在していた４２）。すな

わち，叢生歯列の発現には顎顔面の形態といった

遺伝的要因が関与しており，その形質の発現は歯

列の成長・発達とともに増加することを実証して

いる。

しかしながら，乳歯列期における咬合誘導が無

意味であるということではない。早期治療の是非

に関する論議は現在も盛んに行われているが，

Ngan ら４３）は早期治療を行うことによって，歯

列・咬合の安定性が向上すること，抜歯ケースの

割合いが減少することなどを理由として，�乳歯
早期喪失，�口腔習癖に由来する開咬，�臼歯部
交叉咬合および�下顎近心位咬合については，乳
歯列期から対処すべきであるとしている。

本講座においても，従来から同様の観点で咬合

誘導を行ってきた。そこで，以上の問題点につい

て順次解説する。しかしながら，乳歯列期におい

て咬合誘導を行う場合は，ただ単に正常な乳歯列

咬合を作り上げるということだけではなく，長期

的展望にたった管理が必要不可欠であるというこ

とを忘れてはならない。

保隙について

乳歯列期における保隙とは，乳歯が何らかの原

因で早期に喪失したとき，この間隙を近遠心的な

らびに垂直的に保持し，不正咬合の発生を予防す

ることである。しかしながら，保隙によって予防

できる不正咬合には限界があり，予防できうる不

正や問題点に対する認識が必要である。

先ず，杉浦４２）は乳歯の早期喪失のなかった症例

では，上下顎とも小臼歯部や第一大臼歯部に叢生

が認められなかったことを報告している。すなわ

ち，保隙は早期喪失部の後継永久歯の埋伏や叢生
図２ 不正咬合成因の概念

（Harris, E. F.ら４１）から引用）
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を予防できるものと考える。

次に，中川４４）は多数の乳臼歯が早期喪失した場

合には，その咬合高径が低位になり，過蓋咬合や

咀嚼などの機能を営むために下顎を前進させ反対

咬合になると述べている。また，岩澤ら４５）は乳臼

歯の歯冠崩壊や喪失が過蓋咬合の発生に関連が強

いことを報告している。下顎乳臼歯が早期喪失し

た場合，対合歯が挺出することは，累年的４６）ある

いは断面的研究結果４７）からしても明かである。対

応策として床型保隙装置の応用が有効であると考

えられる。その他，乳切歯部の早期喪失によって

審美性が低下する場合や，喪失部に舌を突出して

嚥下する習癖が発現することもあり，このような

症例に対しても，床型保隙装置は有効である。

このように，各種保隙装置の中でも床型保隙装

置の応用範囲は広く，咀嚼機能や発音機能も回復

できる。しかしながら，床型保隙装置を応用する

場合，乳歯列期における歯列・歯槽部の成長様式

や，乳歯の抜去に伴う抜歯部歯槽部の形態変化と

後継永久歯の萌出に伴う変化を考慮する必要があ

る。表４は吉田４８）と杉原４９）の研究結果を簡単にま

とめたものである。すなわち，３歳８か月から５

歳６か月までの乳歯列期に歯列弓幅径は，上顎乳

犬歯間が０．２６mm，第一乳臼歯間が０．８３mm，第

二乳臼歯間が１．２４mm拡大し，下顎はそれぞれ

０．１３mm，０．４３mm，０．９６mm拡大している。歯

列弓全長径は同時期に上顎で０．５７mm，下顎で

０．１６mm減少している。また，乳歯列期には口蓋

表５ 乳歯抜歯後における歯槽部の形態変化と成長発育様式

抜 歯 部 位 上顎乳切歯部 上顎乳臼歯部 下顎乳臼歯部

抜歯後における歯槽部の吸収部位 唇側歯槽部 頬側歯槽部 頬舌側歯槽部
急激な吸収終了時期 抜歯後１か月 抜歯後１か月 抜歯後１か月
抜歯後歯槽部の形態安定時期 抜歯後４か月 抜歯後４か月 抜歯後４か月
安定時期までの歯槽頂部の変化量 約２mm 約２mm 約４mm
安定時期までの歯槽中央部の変化量 約１mm 約１mm 約２mm
歯槽部の膨隆開始時期 後継歯出齦８か月前 後継歯出齦８か月前 後継歯出齦８か月前
膨隆する部位 唇側歯槽部 頬側歯槽部 頬舌側歯槽部
後継永久歯出齦時の歯槽部の大きさ 抜歯前の歯槽部幅径と同

じかやや大きい
抜歯前の歯槽部幅径と同
じかやや大きい

抜歯前の歯槽部幅径と同
じかやや大きい

（細矢５０），米津５１），須田５２）から作表）

表４ 乳歯列期における歯列の成長発育 （mm）

計測部位 ３歳８か月 ５歳６か月 変 化 量

上

顎

乳犬歯間歯列幅径 ２５．０４ ２５．３０ ＋０．２６
第一乳臼歯間歯列幅径 ２７．３４ ２８．１７ ＋０．８３
第二乳臼歯間歯列幅径 ２９．２６ ３０．５０ ＋１．２４
第一乳臼歯部口蓋高径 ８．１６ ８．４０ ＋０．２４
第二乳臼歯部口蓋高径 ９．３７ １０．０４ ＋０．６７
歯列長径 ２９．４０ ２８．８３ －０．５７

下

顎

乳犬歯間歯列幅径 １９．４８ １９．６１ ＋０．１３
第一乳臼歯間歯列幅径 ２４．６１ ２５．０４ ＋０．４３
第二乳臼歯間歯列幅径 ２８．５７ ２９．５３ ＋０．９６
歯列長径 ２７．０２ ２６．８６ －０．１６

（吉田４８），杉原４９）から作表）
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が深くなり，それも遠心位ほど変化量が大きいと

いう結果である。一方，乳歯早期喪失部の変化に

関する研究５０～５２）をみると，喪失部によって若干の

相違はあるものの，変化の様相はおおよそ一致し

ている。表５は乳歯抜歯後における歯槽部の形態

変化をまとめたものである。すなわち，上顎では

唇頬側歯槽部が主に吸収し，下顎は頬舌側両側か

ら吸収すること，後継永久歯の萌出に伴う歯槽部

の変化も，上顎では唇頬側歯槽部が膨隆するのに

対し，下顎は唇舌側両側が膨隆するという相違は

認められるものの，吸収が終了する時期や，膨隆

が開始する時期，そして後継永久歯出齦時の歯槽

部の様相はほぼ同じである。

保隙装置を応用する場合，装置の設計や装着後

の定期的な管理を行う上で，これらのことを熟知

しておく必要がある。すなわち，床型保隙装置に

クラスプなどの維持装置を付与する場合は，変化

量の少ない歯牙に適応すべきである。また，装着

後の定期健診は必須であり，床の適合が悪くなっ

たり，歯列歯槽部の成長そのものを阻害している

ようであれば，改床や再製作する必要がある。

口腔習癖に由来する開咬

乳幼児歯科健康診査の場で，最も相談をうける

機会が多いのは，吸指癖（指しゃぶり）に関するこ

とである。表６は，本講座で行った乳歯列期にお

ける口腔習癖の発現状況に関する調査結果５３）であ

るが，各時期とも吸指癖の発現率が最も高く，１

歳６か月時は３０．７％，２歳時は２５．８％，３歳時は

１８．９％，５歳時は１０．０％である。

吸指癖を有する小児は開咬や上顎前突の発現率

が高率である５３）。また，舌突出癖の発現や安静時

における舌の位置異常５４），口唇の機能異常や吸引

する指の形態異常５５）を招来したとする報告もあ

る。そのような報告から，欧米では吸指癖の発現

防止策として，おしゃぶりが推奨された時期があ

る。また，いわゆるヌークタイプのおしゃぶりは

その形態からして，歯列・咬合に影響しないとす

る意見もあった。しかしながら，本講座の累年的

な研究５６）から，吸指癖は乳歯列咬合に影響を及ぼ

すものの，中止する年齢によっては，自然治癒す

る症例も多いことが判明した。逆に，アイオワ大

学と共同で行った累年的な研究５７）によれば，お

しゃぶりも正常な歯列・咬合の発育を障害する可

能性があることを示唆している。

表７は吸指癖の継続時期ならびに中止時期別に

咬合状態の推移を示したものである。表を総覧す

ると，吸指癖が継続している時点までは開咬や上

顎前突の発現率が顕著に高率であるが，中止後は

それらの不正咬合が著しく減少していることがわ

かる。すなわち，３歳まで吸指癖を継続していて

も５歳時までに中止し，なおかつ他の口腔習癖が

発現していなければ，不正咬合の自然治癒が大い

に期待できるわけである。

小児に対して指導を行う場合は，心身や言語の

発達を絶えず考慮する必要がある。言葉の意味を

理解できない時期に，怒ったり，叱ったりするこ

とは無意味であり，逆効果の可能性もある。ま

た，吸指癖は増齢とともに減少する習癖であるこ

とを忘れてはならない。Graber の歯科矯正学の

テキスト５８）には，頑固な吸指癖がある小児は，多

くのの場合，幼児期に保護者が吸指癖を止めさせ

ようとした既往があると記載されている。すなわ

表６ 各年齢における口腔習癖の発現数と発現率
人（％）

年 齢 １歳６か月 ２歳児 ３歳児 ５歳児

口腔習癖なし ２８４（５５．５％）３２３（６３．１％）３３５（６５．４％）３７４（７３．０％）

口腔習癖あり ２２８（４４．５％）１８９（３６．９％）１７７（３４．６％）１３８（２７．０％）

吸 指 癖 １５７（３０．７％）１３２（２５．８％） ９７（１８．９％） ５１（１０．０％）
弄 舌 癖 ７（１．４％） ５（１．０％） ４（０．８％） ３（０．６％）
物 か み ２６（５．１％） １７（３．３％） １３（２．５％） ４（０．８％）
乳首しゃぶり ８（１．６％） ４（０．８％） １（０．２％） １（０．２％）
歯ぎしり ７（１．４％） １０（２．０％） １８（３．５％） ３４（６．６％）
咬 爪 癖 １（０．２％） ７（１．４％） １９（３．７％） ２２（４．３％）
弄 唇 癖 １０（２．０％） ７（１．４％） １０（２．０％） ９（１．８％）
口 呼 吸 ０ ０ ３（０．６％） ２（０．４％）
複数の習癖 ７（１．４％） ４（０．８％） ８（１．６％） ７（１．４％）
そ の 他 ５（１．０％） ３（０．６％） ４（０．８％） ５（１．０％）

症 例 数 ５１２ ５１２ ５１２ ５１２

（西條ら５３）による）
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表７－１ １歳６か月から５歳まで口腔習癖がなかった小児の咬合状態（１９２名） 人（％）

咬合状態 正常咬合 不正咬合
不 正 咬 合 の 種 類

上顎前突 開 咬 交叉咬合 過蓋咬合 反対咬合 切端咬合 叢 生 複数咬合＊

１歳６か月時 ９２（４７．９）１００（５２．１） ４（２．１） ０ ４（２．１） ３７（１９．３） ３７（１９．３） １４（７．３） ２（１．０） ２（１．０）

２ 歳 時 １０３（５３．６） ８９（４６．４） ６（３．１） １（０．５） ２（１．０） ３０（１５．６） ３２（１６．７） １３（６．８） ３（１．６） ２（１．０）

３ 歳 時 １１６（６０．４） ７６（３９．６） １２（６．３） １（０．５） ４（２．１） １８（９．４） ２６（１３．５） １２（６．３） ２（１．０） １（０．５）

５ 歳 時 １２３（６４．１） ６９（３５．９） ４（２．１） ４（２．１） ９（４．７） １３（６．８） １６（８．３） １９（９．９） ３（１．６） １（０．５）

＊複数の不正咬合を呈したもの
（米津ら５６）による）

表７－２ １歳６か月から５歳まで吸指癖があった小児の咬合状態（４２名） 人（％）

咬合状態 正常咬合 不正咬合
不 正 咬 合 の 種 類

上顎前突 開 咬 交叉咬合 過蓋咬合 反対咬合 切端咬合 叢 生 複数咬合＊

１歳６か月時 １８（４２．９） ２４（５７．１） ５（１１．９） ７（１６．７） １（２．４） ２（４．８） １（２．４） ６（１４．３） ２（４．８） ０

２ 歳 時 １０（２３．８） ３２（７６．２） ７（１６．７） ２１（５０．０） １（２．４） ０ ０ １（２．４） ２（４．８） ０

３ 歳 時 ０（２１．４） ３３（７８．６） １２（２８．６） １７（４０．５） ２（４．８） ０ ０ ０ １（２．４） １（２．４）

５ 歳 時 １４（３３．３） ２８（６６．７） ７（１６．７） １３（３１．０） ２（４．８） ２（４．８） ０ ３（７．１） ０ １（２．４）

＊複数の不正咬合を呈したもの
（米津ら５６）による）

表７－３ ２歳まで吸指癖があり，その後中止した小児の咬合状態（２１名） 人（％）

咬合状態 正常咬合 不正咬合
不 正 咬 合 の 種 類

上顎前突 開 咬 交叉咬合 過蓋咬合 反対咬合 切端咬合 叢 生 複数咬合＊

１歳６か月時 １１（５２．４） １０（４７．６） ２（９．５） ５（２３．８） ０ １（４．８） ０ ２（９．５） ０ ０

２ 歳 時 ６（２８．６） １５（７１．４） ７（３３．３） ７（３３．３） ０ １（４．８） ０ ０ ０ ０

３ 歳 時 １４（６６．７） ７（３３．３） ４（１９．０） １（４．８） １（４．８） ０ ０ ０ １（４．８） ０

５ 歳 時 １５（７１．４） ６（２８．６） １（４．８） １（４．８） １（４．８） １（４．８） ０ ２（９．５） ０ ０

＊複数の不正咬合を呈したもの
（米津ら５６）による）

表７－４ ３歳まで吸指癖があり，その後中止した小児の咬合状態（３３名） 人（％）

咬合状態 正常咬合 不正咬合
不 正 咬 合 の 種 類

上顎前突 開 咬 交叉咬合 過蓋咬合 反対咬合 切端咬合 叢 生 複数咬合＊

１歳６か月時 １５（４５．５） １８（５４．５） ５（１５．２） ８（２４．２） ０ １（３．０） ２（６．１） １（３．０） ０ １（３．０）

２ 歳 時 １０（３０．３） ２３（６９．７） １０（３０．３） ９（２７．３） ０ ２（６．１） ０ ０ １（３．０） １（３．０）

３ 歳 時 １３（３９．４） ２０（６０．６） ８（２４．２） ８（２４．２） ２（６．１） ０ ０ ０ ０ ２（６．１）

５ 歳 時 ２３（６９．７） １０（３０．３） １（３．０） １（３．０） ３（９．１） ３（９．１） ０ １（３．０） ０ １（３．０）

＊複数の不正咬合を呈したもの
（米津ら５６）による）
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ち，吸指癖を中止させるアプローチは，不正咬合

の自然治癒の可能性と心身や言語の発達面からし

て，３歳から開始することが望ましいと考える。

また，保護者には口腔内の変化に関する適切な助

言を行い，育児不安に陥らせない配慮も重要である。

一方，おしゃぶりが乳歯列咬合に及ぼす影響で

あるが，アイオワ大学のWarren ら５９）は１，３７４名

の小児を生下時から累年的に調査し，吸啜癖（吸

指癖とおしゃぶり）の実態を報告している。それ

によると，おしゃぶりを使用する乳幼児の割合

は，生後６週が７７．９％，生後６か月が５５．４％，１２

か月が３７．９％，２４か月が２３．８％であったとしてい

る。また，２歳時における吸啜癖の発現状況は表

８のとおりであり，おしゃぶりを使用する小児

は，一日平均４．４回使用し，平均使用時間は１１２．１

分である。また，使用時間の標準偏差は１７４分で

あることを考えると，極めて長時間おしゃぶりを

使用している小児がかなりの割合で存在すること

が推測できる。

次に，本講座とアイオワ大学の共同研究の結

果５７）を示す。表９は吸啜癖の継続状況別にみた４

歳半時の歯列弓の形態と咬合関係を示し，表１０は

吸啜癖の種類を示したものである。症例数の関係

から，おしゃぶりと吸指癖を別個に解析できず，

両者を吸啜癖として扱っているが，４歳で吸啜癖

を継続している小児の歯列・咬合状態は，上顎乳

犬歯部の歯列幅径が狭窄しており，また開咬，上

顎前突，交叉咬合の発現率が極めて高率である。

表９ 吸啜癖の継続状況別にみた歯列弓の各計測値（mm）および各種咬合関係の発現率（％）

計 測 部 位 グループ１ グループ２ グループ３ グループ４ グループ５

上顎乳犬歯部歯列幅径 ２８．８ ２８．９ ２８．５ ２８．６ ２７．７
第二乳臼歯部歯列幅径 ４１．５ ４１．９ ４１．６ ４１．５ ４０．５
下顎乳犬歯部歯列幅径 ２２．５ ２２．７ ２２．７ ２３．３ ２３．３
第二乳臼歯部歯列幅径 ３５．６ ３５．７ ３５．６ ３６．３ ３５．６
上顎前方長径 １０．０ １０．３ １０．３ １０．５ １１．１
上顎全長径 ２５．８ ２６．２ ２６．０ ２６．４ ２７．０
下顎前方長径 ６．９ ６．８ ６．９ ６．８ ６．９
下顎全長径 ２３．２ ２３．４ ２３．３ ２３．４ ２３．３
オーバージェット ２．４ ２．４ ２．２ ２．８ ２．４
オーバーバイト １．９ ２．１ ２．０ １．７ ０．５
口蓋高径 １４．８ １４．５ １４．２ １４．１ １４．０

開咬 ４．２ ２．２ １．４ ６．５ ３５．６
交叉咬合 ５．８ ８．６ １３．０ １６．１ ２０．３
上顎前突 ５．８ ３．３ １７．４ １２．９ ３２．８
乳犬歯Ⅱ級 １４．２ ２１．５ ３６．２ ３５．５ ４９．２

（Warren, J. J., Yonezu, T.ら５７）による）

表８ 吸啜癖を有する小児の習癖の発現状況（２歳児）

吸啜癖
の種類

指しゃぶり
（ｎ＝１６６）

おしゃぶり
（ｎ＝１９１）

指しゃぶり and／or おしゃぶり
（ｎ＝３０９）

発現状況 回／日 分／日 回／日 分／日 回／日 分／日

平均 ５．６ ３８．０ ４．４ １１２．１ ５．５ ８５．４

標準偏差 ５．１ ９８．２ ３．４ １７４．０ ４．６ １４９．８

中央値 ３．８ １３．７ ３．０ ５８．０ ３．８ ３９．３

（Warren, J. J.ら５９）による）
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また，２歳から３歳の間に中止した小児をみて

も，交叉咬合や上顎前突の発現頻度が高率であ

る。したがって，吸啜癖の限界年齢は２歳が妥当

だと考えられる。ところで，本講座の研究から，

吸指癖の中止に向けてのアプローチは３歳から開

始することが望ましいと記載した。この１年の相

違については，吸啜癖の中に含まれるおしゃぶり

の常用が吸指癖以上に歯列・咬合に影響を及ぼし

ている可能性が考えられることから，２歳以降で

おしゃぶりを常用している場合は，中止に向けた

適切な助言を行うことが望ましい。

ところで，おしゃぶりは一種の子どものファッ

ションとして若い母親に受け入れられたようであ

る。乳幼児歯科健康診査の場でも，年々カラフル

なおしゃぶりをくわえている子どもを見かけるよ

うになった。しかしながら，歯列・咬合に多大な

影響を及ぼしていることは明かである。さらに，

別の悪影響に関する報告も多い。すなわち，お

しゃぶりを常用する乳幼児は，中耳炎の罹患経

験６０，６１）が多く，口腔内からカンジダ菌が検出され

る割合も多い６２，６３）。また，喘鳴，発熱，下痢，腹

痛の発現率が高率であるとする研究６４）もある。し

たがって，保護者におしゃぶり使用の是非を相談

された場合，子どもの健全な育成という観点から

は，推奨すべきではないと考える。

臼歯部交叉咬合および下顎近心位咬合（反対咬合）

乳歯列期における不正咬合の処置にあたって

は，事前に各種不正咬合の増齢に伴う推移につい

て熟知しておくことが重要である。本講座の５１２

名の小児を対象とした累年的研究によると，３歳

時に反対咬合を呈していた小児４９名のうち，５歳

時に正常咬合に移行した小児は僅か４名（８．２％）

であり，２６名（５３．１％）が反対咬合のまま推移し，

交叉咬合に移行した小児も５名（１０．２％）存在す

る。また，交叉咬合は１３名中，正常咬合に移行し

たのは１名（７．７％）のみであり，８名（６１．５％）が

交叉咬合のまま推移していた。

反対咬合の自然治癒に関しては様々な報告がな

されており，自然治癒する可能性のあるものとな

いものの臨床的な鑑別要点についての研究６６）もあ

る。また，逆被蓋の歯数が少ないもの，構成咬合

がとれるもの，一度切端咬合位をとったあと下顎

を前方に偏位させる症例など，原因が歯性であれ

ば簡単な咬合誘導装置で治癒することもある。し

かしながら，反対咬合の成因には歯性の他に，口

蓋扁桃の肥大，舌の位置や形態の異常などの要因

もあり，中には顎顔面の形態といった遺伝的要因

を含む場合も多く存在する。したがって反対咬合

の小児が来院した場合，原因分析，咬合の発達段

階別にみた治療目標の設定，個成長の変異に対応

できる高度な知識と技術，長期的咬合の管理など

が必要であり，診診連携あるいは病診連携によっ

て対処することが望まれる。

一方，乳歯列期の臼歯部交叉咬合は自然治癒す

る可能性が少なく６７，６８），乳歯列期において咬合誘

導を行う必要がある。中でも，乳犬歯の早期接触

によって下顎が片側性に偏位する症例は，原因歯

表１０ 吸啜癖の中止時期別に見た小児の内訳

吸啜癖の種類
グループ１
１２か月までに中止
（ｎ＝１１９）

グループ２
１２～２４か月の間に中止
（ｎ＝９１）

グループ３
２４～３６か月の間に中止
（ｎ＝６９）

グループ４
３６～４８か月の間に中止
（ｎ＝３２）

グループ５
４８か月の時点で継続
（ｎ＝５９）

拇指吸引 １４ ６ ３ ５ ３２

他の指しゃぶり ３７ ２２ １９ ８ １２

拇指および他の指 １７ ８ ２ ０ ２

おしゃぶり １５ ４４ ４３ １８ １２

指およびおしゃぶり ２８ １１ ３ １ １

（Warren, J. J., Yonezu, T.ら５７）による）
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に対する削合や歯牙の小移動で簡単に改善できる

ことから，早期治療が推奨される。また，吸啜癖

が原因で上顎歯列が狭窄している場合は，可撤性

あるいは固定性の拡大装置が有効である。した

がって，３歳児歯科健診などで交叉咬合を呈した

小児を発見した場合は，交叉咬合の改善を図るべ

く速やかに小児歯科や矯正専門医に紹介すべきで

ある。なお，King ら６９）は矯正治療の既往のある

１０４組の兄弟の咬合様式を比較し，交叉咬合の発

現には遺伝的な要因が考えられると報告している

ことから，乳歯列期に交叉咬合を正常咬合に誘導

できても，その後の長期的な管理が必要である。

乳歯の外傷について

小児保健の分野では，子どもを健全に育成する

上で最大のリスクは事故であるとされている。実

際，１～１４歳の小児期における死因順位の第１位

は不慮の事故である７０）。歯科的に見ても，子ども

の事故による歯牙の外傷の増加は大きな問題と

なっている。

ちなみに，本学小児歯科に来院した小児の中

で，歯牙外傷を主訴とする患児は増加してお

り７１），また歯科診療所からの治療依頼内容をみて

も，乳幼児の歯牙外傷がかなりの割合を占めてい

る７２）。こうした現状を踏まえ，日本小児歯科学会

は，全国２８大学の小児歯科外来で扱われた小児の

歯牙外傷の実態調査７３）を行い，以下の結果を得て

いる。

１）受傷年齢と受傷部位

乳歯の受傷年齢は１～３歳が圧倒的であり，約

６５％が３歳に集中しており，男児が女児より多い

傾向である。受傷部位は上顎切歯部が多く，しか

も乳中切歯が７３％を占めている。

２）受傷原因と受傷場所

乳歯の受傷原因は転倒が多く，衝突，転落がそ

れに続く。年齢的にみると，１～２歳は転落が多

く，３歳からは衝突が多くなる。受傷場所は屋内

が多く，特に４５％は家庭内での受傷である。

３）受傷状態

乳歯では動揺・振盪が多く，陥入，挺出，転位

および脱落は合わせて約６５％を占める。歯冠や歯

根の破折も２０％を越える。

乳歯の外傷に対する処置方針は図３のとおりで

あり，永久歯の場合と基本的に同一である。しか

露髄なし
琺瑯質に限局しているもの 形態修正・修正

歯冠破折 象牙質に達しているもの 修 復

歯牙破折

露髄あり 直接歯髄覆罩，歯髄掻爬，生切，抜髄

歯頸側１／３ 生切，抜髄，矯正的牽引，抜歯

歯根破折 中 央１／３ 固 定

根端側１／３ 固定，経過観察

歯冠・歯根破折 抜歯，生切，抜髄

動揺（震盪） 生理的を超える動揺のあるもの（位置異常なし） 経過観察，固定

転位（不完全脱臼）

陥 入 経過観察，整復・固定

挺 出 整復・固定

唇舌的変位
近遠心的変位 整復・固定

脱落（完全脱臼） 再植・固定

図３ 本学小児歯科における乳歯の外傷に対する処置方針

７２０ 米津，他：少子社会における小児期の口腔健康管理
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しながら，対象小児の年齢的な対応の困難性，歯

列・咬合の成長・発達に及ぼす影響など成人患者

とは異なる問題を有している。すなわち，低年齢

児は症状を自分で訴えられず，処置に不協力なこ

とが多い。また，外傷を被った乳歯の後継永久歯

に及ぼす影響についても配慮する必要がある。本

講座の調査７４）によれば，受傷乳歯の後継永久歯の

ほぼ半数に白斑，実質欠損，着色，位置異常，歯

冠形態異常および歯牙腫様構造物の発現といった

障害が認められており，それも受傷年齢が早いも

のほど，また受傷時に加わった力が大きいと思わ

れるものほど重篤な障害が発現する傾向が認めら

れている。

加えて，外傷の原因によっては，予後の見通し

を含めた診断書の作成を依頼されることもあるこ

とから，専門的な歯科治療と長期的な管理が必要

なことはいうまでもない。

最後に，事故は不幸な出来事であり，予防でき

ないものと考えられていたが，子どもの行動発達

を理解し，的確な対応を行うことによって，リス

クの回避が可能であるとされている。したがっ

て，小児の育成に携わる者は，保護者はもとよ

り，保育園の保育士や幼稚園の教師とともに，子

どもへの安全教育を積極的に実施し，事故という

リスクの回避を心がける義務がある。

お わ り に

本稿でとりあげた乳歯列期は，小児医学的には

幼児期後半すなわち３歳から就学時までの時期に

あたる。幼児期前半（１歳から３歳ころまで）に子

どもたちは自立のための基本的生活習慣を学習す

るとともに，彼らの生活環境はそれまでの家庭内

から外の社会へと広がって行く。自我の発達にと

もなう自己主張が強くなり，いわゆる第一反抗期

を迎える。未熟とはいえ，自己の意志や判断によ

る行動がとれるようになることと，自立要求を巧

みに利用し，適切な口腔の Self Care の習慣が定

着するように指導することが望ましい。家庭と医

療機関，地域社会，行政そして医療機関，これら

相互の適切なネットワークが構築され，乳歯齲蝕

の予防，乳歯列咬合に対する適切な指導と処置，

歯牙の外傷防止の啓発などが適切に行われるよう

になれば，地道ではあるが必ず８０２０は達成で

き，長期的にみると８０２８につながるものと考

える。
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