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盾　　　　著-

小児歯科来院患者の来院動機と歯列･唆金不正との関係について

小　川　尚　子　　関　口　　　浩　　官　田　太　郎

久　保　周　平　　町　田　幸　雄　　薬師寺　　　仁

東嘉歯科大学小児歯科学講座

(主任:薬師寺　仁教授)

年9月30日受付)

年11月27日受理)

抄　録:近年,歯列･唆合不正についての相談や治療を希望して来院する患児が増加している｡そ

こで,東京歯科大学千葉病院小児歯科に来院した673人の初診患児およびその保護者を対象に,来

院動機が歯列･唆合不正であった患児(歯列･唆舎不正群)については,保護者あるいは患児が禾iE

と認識している歯列･唆合禾正の部位について,さらに,来院動機が歯列･唆台木正以外であった

患児(その他の来院動機群)については,保護者が気付いていない歯列･唆合本正の有無についてそ

れぞれ調査した｡

歯列･唆合不正群について,保護者が処置を希望した不正の発現部位は前歯部が圧倒的に多く,

臼歯部についての希望は殆ど認められなかった｡他の来院動機群について,不正の有無を調査した

結果,半数以上の患児に何らかの歯列･唆合不正が認められた.

全調査対象小児673人のうち　　人　　　の小児が,歯列･唆合不正を有していた｡そのうち,

保護者が患児の禾正を認識し,処置を希望して来院した歯列･唆合不正群は238人　　　　保護者

から患児の歯列･唆合に関する自発的な処置の希望が認められなかった他の来院動機群は228人(34

%)であった｡

歯列･唆合不正を有しているにもかかわらず,小児歯科来院時に唆合誘導処置を希望していない

患児が34%存在していたことから,小児歯科担当者は,嘆合誘導の必要性について当該年麻の小児

を持つ保護者への酋蒙･普及をさらに一層推進させていくことが重要と考える.

辛-ワード:小児歯科臨床,来院動機,歯列禾正,禾正唆合

緒　　　　　旨

近年,母子保健による乳幼児歯科健診の普及お

よび学校歯科健診内容の改正1),そして保護者,

患児の歯列,唆合についての関心の高まりなどか

ら歯列･唆合不正についての相談や治療を希望し

て来院する患児が増加している｡そこで,本学千

葉病院小児歯科に来院した初診患児を対象に,来

院動機が歯列･唆合不正であった患児については

別刷請求先: 〒　　　　　千葉市美浜区真砂1-2-2
東京歯科大学小児歯科学講座　小川尚子

保護者あるいは患児が禾正と認識している歯列･

唆合不正の発現部位について,さらに,来院動機

が歯列･唆合本正以外であった患児については,

保護者が気付いていない歯列･唆合不正について

それぞれ調査したので報菖する｡

牽料および方法

調査対象は,平成7年3月から平成10年3月ま

での3年間に,本学千葉病院小児歯科に来院した

初診患児のうち,初診時に歯列模型を採取できた

673人の患児およびその保護者である｡
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これら調査対象者を来院動機が歯列･唆合不正

であった者とそれ以外の来院動機(雨蝕治療,予

防処置,歯牙外傷,歯科健診など)であった者の

2群に大別した｡さらに,来l尉寺の歯列発育段階

を乳歯列親,混合歯列前期(永久切歯,第-大臼

歯萌出斯),混合歯列後期(永久犬歯,第一･第二

小臼歯萌出期)および永久歯列期の4期に分け,

これら各期ごとに初診時歯列模型および小児歯科

診療録を用い,歯列･唆合不正の有無を調盃し

た｡さらに,不正が認められた場合は,その発現

部位を前歯部と臼歯部並びに前･臼歯部の3つに

分けて集計した｡

なお,歯列･唆合不正の有無の診断は,本講座

の歯科医師5名が行い,同一一患児で複数の不正を

有する者については,それぞれについて集計した｡

結　　　　　果

1.来院動機別患児数

全調査対象患児は673人であり,来院動機別に

2群に区分した結果を図1に示す｡歯列･唆舎不

正を主訴に来院した患児(以下,歯列･唆合不正

群とする｡)は　　人　　　　であり,歯列･唆合

不正以外の主訴で来院した患児(以下,その他の

来院動機群とする｡)は　　人　　　　であった｡

2.歯列発育段階別患児数

2つの来院動機群別にみた歯列発育段階別対象

全調査対象意児数
673人

図1　来院動機別患児数
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者数は,次のとおりである｡歯列･唆合禾正群で

は,総数254人中,乳歯列期が26人　　　　　混

合歯列前期が146人　　　　　混合歯列後親が67

人　　　　　永久歯列期が15人　　　であった

(図　　　方,その他の来院動機群では,総数

419人中,乳歯列期が174人　　　　　混合歯列前

期が160人　　　　　混合歯列後期が53人

%),永久歯列期が32人　　　であった(図3)O

歯列･唆合不正群では,混合歯列前期が全体の約

6割を占めていたのに対し,その他の来院動機群

では,乳歯列期と混合歯列前期がほぼ同数で,そ

れぞれ約4割であった｡

図2　歯列･唆合本if.群の歯列発育段階別患児数

図3　その他の来院動機群の歯列発育段階別患児数
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3.保護者が処置を希望した歯列･較舎不正の部

位

歯列･唆合不正群254人について,保護者が処

置を希望した歯列･唆合不正の部位を前歯部,臼

歯部および前･臼歯両部位の3つに区分して調査

した｡その結果は,図4に示すとおりである｡前

歯部については,乳歯列親が25人,混合歯列前期

が144人,混合歯列後期が65人,永久歯列親が10

人であった｡臼歯部については,混合歯列前期が

1人,混合歯列後期が2人,永久歯列親が4人で

あった｡また,前歯部と臼歯部の両部位の処置を

希望した者は,乳歯列期,混合歯列前期,永久歯

列親の各時期とも1人であった｡調査対象患児全

体でみると　　人中,前歯部については

人,臼歯部については7人,前･臼歯部について

は3人であった｡

4.歯列･唆合不正群の保護者の認識と著者らに

よる診断

歯列･唆合不正群において,保護者あるいは患

児が認識している不正と著者ら歯科医師5名によ

る歯列･唆合不正の診断を照合した結果は,図5

に示すとおりである｡乳歯列期では26人すべて

が,保護者の認識した不正と著者らの診断結果が
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一致していた｡しかし,混合歯列前期では146人

中12人,混合歯列後期では67人中3人,永久歯列

期では15人中1人の患児には,著者らの診断で不

正が認められなかった｡すなわち,歯列･唆合不

正群254人中16人の患児は,著者らによる口腔内

診査および歯列模型診査の結巣,歯列･唆合不正

はないと診断された｡

5.その他の来院動機群における歯列･唆舎不正

の有無

その他の来院動機群419人について,歯列･唆

合不正の有無を調査した結果を図6に示す｡不正

が認められた患児は228人　　　　であり,これ

に対し,不正が認められなかった患児は191人

で,半数以上の患児に何らかの歯列･唆

合禾正が認められた｡

6.全調査対象患児の歯列･唆合不正の有無

全調査対象患児673人について,歯列･唆合本

正に対し,何らかの処置が必要な者と必要のない

者に区分し,来院動機群別に調査した結果を図7

に示す｡不正を有する患児は,全調査対象者673

人中466人　　　　で,そのうち　　人は,保護

者あるいは患児が不正を認識し,処　を希望して

来院した歯列･唆合不正群である228人は,患児

乳歯　列　期　　丑合歯列前期　　　合歯列後期
26人　　　　146人　　　　　67人

図4　保護者が処置を希望した歯列･唆合不正の部位
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保護者の認乱
調査対象患児数

254人

乳　歯　列　期

混合歯列前期

韮合歯列後期

永久歯列期

著者らの診断

ロ不正あLJ

圏不正なし
図5　歯列･唆合不正群の保護者の認識と著者らによる診断

調査対象意児数
419人

図6　その他の来院動機群の歯列･唆金木正の有無

の歯列･唆合不正に関する自発的な処置の希望が

ないその他の来院動機群であった｡

考　　　　　察

1.来院動機と歯列･唆合不正との関係

近年,母子保健の一環として保健センターでの

乳幼児歯科健診や学童の学校歯科健診を通じて,

保護者の歯科保健意識の向上により,小児舶蝕減

少と軽症化が顕著となっている｡これに関連して

-60

図7　全調査対象患児の歯列･唆合不正の有無

小児歯科を受診する患児の主訴も変化し,而蝕処

置を希望する患児は年々滅少し,逆に歯列･唆合

不正の改善を主訴とする来院患児が増加する傾向

を示している　　すなわち､本学小児歯科学講

座開設当時と塊在における小児患者の来院動機の

変化について調査した島ら2)は,講座開設当初の

昭和　　　年には,耐蝕治療を来院動機とする小

児が　　　と高率であったが, 20年後には

に減少した0 -万,講座開設当初に　　であっ



歯科学報

た歯列異常を来院動機とする小児は, 20年後には

に増加していたと報害している｡

本調査は,平成7年3月から平成10年3月まで

の3年間に来院した初診患児のうち,歯牙外傷,

急性炎による来院や診療二本協力児などで初診時に

歯列模型の採取が不可能であった者を除外し,初

診時に歯列模型を採取できた673人を対象に実施

した｡従って,必ずしも全初診患児に対する歯列

･唆合不正を主訴に来院した者の割合を示してい

ないとはいえ,本調査では　　　の患児が歯列･

唆舎禾正を主訴として来院しており,本講座開設

当初に比べ,ここ30年間で約10倍に増加してい

た｡

平成4年から8年までの5年間にわたり初診患

児の主訴の年次推移を調査した吉村ら3)によれ

ば,而蝕を主訴として来院する患児は毎年少しず

つ滅少し,その反面,歯列,唆合に関する主訴が

増加してきたと報害している｡さらに,昭和55

年,昭和63年,平成8年の初診患児の来院理由の

推移を調査した官田ら4)によれば,歯離虫を主言斥と

する患児は　　　　　　　　と半数以下にまで減

少したのに対し,唆合の異常を主訴とする患児は

5%から22%に増加したと報害している｡

2.歯列･唆合不正の認識時期および部位

歯列･唆合不正を来院動機とした初診患児を歯

列発育段階別にみると,永久切歯･第一大臼歯萌

出勤の混合歯列前期に来院するものが鼻も多く,

約6割を占めていた｡他大学小児歯科における調

査においても,本間ら5)の調査では,歯並びを主

訴としたものは,混合歯列前期の6歳, 7歳児が

多く,永田ら6)の調査では, 7歳および8歳が高

く, 7歳で　　　　　歳で　　　であったと報害

しているo　さらに,壷内ら7)は, 6歳以上の患児

で唆合相談の割合が近年増加傾向にあると指摘し

ている｡また,吉村ら3)も, 6歳以上の患児にお

いても歯列,唆合に関する相談の割合が増えてい

ると報害している｡

立地条件や地域性が異なるため,大学間で直接

比較することはできないが,これらの報吾からも

保護者が患児の歯列･唆合禾正を認識し,処置を

61
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希望して来院する時期は,永久切歯･第二大臼歯

萌出勤の混合歯列前期に多いことが示されてい

る｡特に,永久切歯の萌出期は,保護者が不正を

認識しやすく,これに加え,特徴的な生理的iE中

離閲と上顎切歯の扇状排列や下顎切歯の舌側萌出

などから歯列･唆合不正を心配し,相談に訪れる

保護者が多いものと思われる｡

ところで,本調査では,保護者が不正と認識

し,処置を希望して来院した患児の中に,歯科医

による診断では正常と診断された者が16人存在し

た｡これら16人中12人は,歯列発育段階が混合歯

列前期であった｡すなわち,永久切歯萌出期にみ

られる生理的正中離開,上顎切歯の扇状排列,下

顎切歯の舌側萌出などの生理的現象を保護者が不

正と判断したためであり,今後,保護者に対し,

歯列･唆合の生理的発育変化について,知識の普

及が必要であると思われた｡

3.保護者,患児が認識している歯列･唆合不正

部位

保護者が処置を希望した歯列･唆合不正の部位

は,いずれの歯列発育段階においても大多数が前

歯部で,臼歯部の処置を希望する者は僅かであっ

た｡このことから,保護者の関心､は審美的要素の

強い前歯部に向けられており,機能面で重要な臼

歯部には殆ど関心が向けられていないことが明ら

かになった｡従って,今後,保護者に対し,臼歯

部の不正が健全な永久歯列･唆合の獲得を乱す重

要な要因であることを啓蒙していく必要性が示唆

された｡

4.小児歯科臨床における唆合誘導の必要性

歯列･唆合不正を来院動機とした患児について,

保護者および患児の要望を十分に考慮した上で,

正確な診断のもとに適切な唆合誘導処置を施し,

禾正を改善することは小児歯科医の責務であると

考える｡一方,歯列･唆合不正を有しているにも

かかわらず,小児歯科来院時に唆合誘導処置を希

望していない患児が約34%存在したことは,今後

の小児歯科臨床において嘆合誘導の必要性を啓蒙

していかなければならないことが示唆された｡

野口ら8)は,唆合誘導処置を施した全患児のう
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ち,唆合異常を主訴に来院した患児は15%であ

り　　　は唆合異常を主訴としない患児であり,

小児歯科医が本　を指摘し,処置を行ったと報害

している｡　　　　は歯列･嘆舎不正を有する

患児が矯正処置を受けるか否かの決断に際して,

両親,特に母親の助言が最も大きな影響を与える

と報害している｡このことから小児歯科担当者

は,歯列･唆合不　を有しているにもかかわら

ず,その現状を認識していない患児および保護者

に対しては,唆合誘導の必要性について,啓蒙･

普及をさらに一層推進させていくことが重要と考

える｡

結　　　　　論

平成7年3月から平成10年3月までの3年間

に,本学千葉病院小児歯科に来院した初診患児の

うち,初診時に歯列模型を採取できた673人の患

児およびその保護者を調査対象とし,初診時の歯

列模型および診療録を用いて,歯列･唆合不正の

有無およびその発現部位について調査し,田ドの

結論を得た｡

1)全調査対象患児673人中,歯列･唆合不正を

来院動機とした患児(歯列･唆合不正群)は

人　　　　であった｡これに対し,来院動機が歯

列･唆合不正以外の患児(その他の来院動機群)

は　　人　　　　であった｡

2 )歯列･唆合本正群およびその他の来院動機群

について,各群別に患児を歯列発育段階別に区分

すると,歯列･唆合本iE群では,混合歯列前期が

全体の約6割近くを占めていたのに対し,その他

の来院動機群では,乳歯列期と混合歯列前期がそ

れぞれ約4割を占めていた｡

3)歯列･唆合不正群において,保護者が処置を

希望した歯列･唆合不正の部位は,いずれの歯列

発育段階においても殆どが前歯部で,臼歯部の処

置を希望した者は僅かであった｡このことから,

保護者の関心は審美的要素の強い前歯部に向けら

れており,機能面で重要な臼歯部には殆ど向けら

れていないことが明らかとなった｡

4)歯列･唆舎不正群において,保護者あるいは

患児が認識した不iEと著者らの診断結果を照合す

ると　　人中16人の患児は著者らによる診断で

は正常であるとみなされた｡

5)その他の来院動機群において　　　の患児に

何らかの歯列･唆合不正が認められた｡

6)全調査対象患児において,何らかの唆合誘導

処置を必要とする歯列･唆合不正を有する患児

は　　人　　　　と高率であった｡

本論文の要旨は,第264回東京歯科大学学会例会
年6月5日,千葵)において発表した｡
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Recently numbers of pediatric patients seeking consultation about or treatment of malali-

gnment and malocclusion have been increasing･ We interviewed 673 first-time pediatric visitors

to our clinic in regard to the degrees to which patients and their guardians (mostly parents)

are aware of the problems of malalignment and mEtlocclusion. The interviewees were divided

into two groups : (1) 254 patients whose clinicIVisit motivation was to obtain consultation about

or treatment of malalignment and malocclusion and (2) 419 patients whose clinic-visit motivation

was unrelated to malalignment and malocclusion. Group 1 was questioned about understanding

of the abnormal reglOn With respect to malalignment and malocclusion ; Group 2 was examined

to determine malalignment and malocclusion undetected by either patient or guardian.

In Group 1, whereas most patients and guardians requested correction of malalignment and

malocclusion of anterior teeth,almost none requested such treatment of posterior teeth. In

Group 2, almost 50% of the patients demonstrated malalignment or malocclusion to one extent

or another.

Of 673 patients, 466 (69%) manifested irregularities in developing dentition and occlusion･ Of

these, 238 (35%), having recognized the irreg･ularities, sought treatment specifically for them･

The remaining 228 (34%) with such irregularities visited our clinic for other kinds of dental

treatment. In short, 34% of the visitors to our pediatric dental clinic had been unaware of exis-

ting malalignment and malocclusion･ The size of thr group convinces us of the need for pediatric

dentists to provide both patients and guardians with guidance on occlusion･

(The Shihwa Gahuho, 99 ･. 57-63, 1999)
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