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抄録：こどもの不正咬合や口腔機能の成長を経年的
に追跡することは歯科臨床において意義があるがそ
の機会が得られることはまれである。この度，千葉
県市川市のヘルシースクール推進事業で経年調査の
承諾の得られた小学校において口腔検診を行い知見
を得たので，報告する。対象は，２０１３年時４年生～
２０１５年時６年生の５３名である。調査は，矯正専門医
が作成した咬合調査用紙を用い，３名の矯正専門医
が行った。診査項目は，不正咬合の有無，その種
類，口腔機能異常として口唇閉鎖の状態，嚥下時の
舌突出の有無，顎関節部の症状である。その結果，
４年次から６年次にかけて永久歯交換に伴い，不正
咬合は毎年増加した。また，不正咬合の種類は増
え，多様な咬合状態を示した。口腔機能異常に関し
ては，４年次から５年次にかけては増加，６年次は
減少が見られた。この経年調査において，口腔機能
異常は増加傾向は見られず，不正咬合と口腔機能異
常の出現の傾向は一致しなかった。

緒 言

口唇閉鎖不全や舌突出癖などの習癖は咬合に影響
を与えるといわれている１，２）。Fränkel は，口唇閉鎖
不全は口腔周囲筋のコントロールができないという
面で，身体的未成熟の兆候である，と述べている３）。
また，口唇閉鎖についてこどもを対象としたYata

らの報告と成人を対象としたUeda らの報告を比較
すると，こどもは咬み合わせに問題のない正常咬合
者であっても口唇閉鎖不全が多いと述べている４，５）。
いわゆる習癖は通常の発達過程で見られることもあ
り，経過観察で改善する場合もある。しかし一方
で，その動作が長期間継続されると，二次的な問
題が起こってしまう場合がある１，２）。また，Mewや
Trotmamらは，口唇閉鎖不全は歯の位置だけでは
なく，下顎の成長方向にも影響を与え，下顎の垂直
的成長は側貌の審美性の悪化を招くと報告してい
る６，７）。さらに Pedrazzi らは，舌突出癖は骨格的並
びに歯槽性開咬の原因となりうると報告している８）。
一方，これらの研究の多くは成長期の一時期を見

るものに留まっており，成長発達によってどのよう
な変化が見られるかについての経年調査はこれまで
にない。
千葉県市川市では２００４年「健康都市いちかわ」宣

言に基づき，市川健康都市プログラムが作成され，
その一環として，ヘルシースクール「すこやか口腔
検診」を行っている。これは，学齢期の児童・生徒
の食べる機能を評価し，ライフスタイルや生活習慣
病との関連性を追求するとともに，不正咬合の発現
頻度，口腔機能との関連，健康の維持と増進の役割
を位置付けることを目的としている。２００８年から調
査が開始されているが，２０１３年～２０１５年には７校約
６２０名の児童生徒の検診が行われた。このうち経年
調査の要請を承諾したある小学校の２０１３年，２０１４
年，２０１５年の調査結果から，不正咬合と口腔機能異
常の関連について検討した。
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対象と方法

調査対象者は，市川市のある小学校児童で，２０１３
年時４年生５９名であったが，２０１４年時５年生では転
校や欠席により５３名となり，２０１５年時６年生は変わ
らず５３名である。対象者５３名の経年調査となる。
転入者ならびに矯正治療者は経年調査対象からは除
外した。年齢は４年次９歳～１０歳，５年次１０歳～１１
歳，６年次１１歳～１２歳である。
調査は，矯正専門医が作成した咬合調査用紙（図

１）を用い，事前に十分に検診内容を打ち合わせ，
コンセンサスを得た３名の矯正専門開業医でかつ日
本矯正歯科学会の専門医認定を受けた矯正専門医が
行った。年度別単独担当ではなく，毎年２名以上の
矯正専門医が担当した。
不正咬合は，JDA分類いわゆる日本歯科医師会分

類を基本とし，上顎前突（オーバージェット４mm
以上），下顎前突（マイナスのオーバージェット），
開咬（マイナスのオーバーバイト），過蓋咬合（オー
バーバイト４mm以上），切端咬合（オーバージェッ

ト０mm，オーバーバイト０mm），交叉咬合（片側
の逆被蓋），叢生と空隙の有無を観察し，これらに
該当しない咬合をいわゆる個性正常咬合とし正常咬
合に分類した。
機能異常として，口唇閉鎖不全は安静時の口唇の

状態を観察した。舌突出癖は唾液を嚥下させ，その
際の舌の状態を観察した。顎関節の症状は顎関節部
を触診し，開閉口させた際の雑音と疼痛の有無を観
察し，既往について問診した。口唇閉鎖不全は呼吸
や気道の問題，舌突出癖は咀嚼嚥下時の口腔周囲筋
の問題，顎関節症は咀嚼・顎運動の問題を知ること
が出来ると考え，機能異常の代表的な項目として取
り上げた９）。本研究における調査は，数多くの検査
を行ったうちの一つであったため，機能異常の中で
も小児で歯列咬合に影響を及ぼす主たる原因と考え
る項目に絞って行った。また，不正咬合と口腔衛生
状態の関連を見るために，目視可能なプラークの付
着状態と歯肉の発赤や腫脹の有無を観察し，それぞ
れ１以上の者の割合を算出した。
検査時期は毎年９～１０月にかけて行い，各項目の

得られた結果の比較検討を行った。
不正咬合と機能的問題の発現の関連については，

正常咬合者と不正咬合者の機能異常保有状況を χ

二乗検定を用いて検定した。
本研究で行った方法については，東京歯科大学倫

理審査委員会の承認を得て行った（承認番号６５７）。

結 果

歯の萌出状態は混合歯列から永久歯列へ変化する
者もいた。永久歯列の割合は，４年次２％，５年次
３８％，６年次６５％へと増加した（図２）。口蓋裂など
歯列に影響のある異常を有する者はいなかった。
不正咬合者は４年次から６年次にかけて，６１％か

ら７５％，８９％と年々増加した（図３）。不正咬合の種
類も同様に増加していた。４年次は上顎前突や過蓋
咬合，叢生，空隙歯列が見られたが，５年次になる
と交叉咬合や開咬も加わった。６年次では，その組
み合わせが増え，多様な咬合状態を示すようになっ
た。不正咬合のなかで叢生（叢生＋他の不正咬合も
含める）の割合は２７％から６５％，６８％へ永久歯の萌
出数の増加とともに増加した（表１）。
機能異常に関しては，一つでも機能異常がある者図１ 咬合調査用紙
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は４年次では２２％であったが，５年次では４０％に増
加した。しかし，６年次は１１％にまで減少した（図
４）。機能異常の分類でみると，４年次には舌突出
癖と口唇閉鎖不全のみであったが，５年次には顎関
節症状，特に関節雑音を示すものが，発現率９．４％
を示した。６年次には，顎関節症状は消失してい
た。６年次では，この顎関節症状以外の習癖に関し
ても，減少傾向が見られた（表２）。顎関節症を示す
者の咬合状態は，正常咬合１名，叢生のみ２名，交
叉咬合に叢生が加わった者が１名，上顎前突と過蓋
咬合に空隙歯列が加わった者が１名であった。
歯垢の付着状態が１以上の者の割合は，４年次か

ら５年次にかけて２７％から３８％へ増加し，６年次は
１８％へ減少した。歯肉の腫脹状態が１以上の者の割
合は，４年次から５年次にかけて２４％から３９％へ増
加し，６年次は２０％へ減少した。不正咬合と歯垢の
有無，不正咬合と歯肉腫脹の状態の関連について
は，統計的な差は見られなかった。
２０１３年の調査では，不正咬合と機能異常との間に
高い関連性が見られることが χ二乗検定により証
明された（表３）。２０１４年と２０１５年の調査では同様の
傾向は示すが，χ二乗検定でこの関連性は証明でき
なかった。

考 察

歯の萌出状態に関して，４年次から６年次にかけ
ての歯列は側方歯群が萌出し，乳歯から永久歯への
交換中の状態であった。９歳から１２歳は歯の交換が

表１ 正常咬合及び不正咬合の推移
不正咬合者は，４年次６１％から５年次７５％，６年次

８９％へと年々増加した。不正咬合のなかで叢生（叢生＋
他の不正咬合も含める）の割合は２７％から６５％，６８％へ
増加した。

４年次 ５年次 ６年次

不正咬合 ３６ ４０ ４７

上顎前突 １８ ２ ２
上顎前突＋叢生 ２ ４ ４
上顎前突＋空隙歯列 ２ １ ３
上顎前突＋過蓋咬合 １ ２ ０
上顎前突＋過蓋咬合＋叢生 ０ ２ １
上顎前突＋過蓋咬合＋空隙歯列 ０ １ ０
上顎前突＋開咬＋空隙歯列 ０ １ ０
過蓋咬合 １ ２ ３
過蓋咬合＋叢生 ０ ０ ２
過蓋咬合＋空隙歯列 ０ １ １
叢生 ８ １９ ２０
空隙歯列 ４ ４ ６
交叉咬合＋叢生 ０ １ ５

正常咬合 ２３ １３ ６

計 ５９ ５３ ５３

単位：人

図２ 混合歯列と永久歯列の割合（n＝５３）

図３ 正常咬合と不正咬合の割合（n＝５３）
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活発な時期に相当すると考えられた。
不正咬合者は，４年次６１％から５年次７５％，さら

に６年次は８９％へと年々増加した（図３）。４年次は
上顎前突や過蓋咬合，叢生，空隙歯列が見られた
が，５年次には側方歯萌出に伴い，交叉咬合も加
わった。また，この時期口腔機能異常の影響を受け
やすい開咬を発症する児童が見られた１１）。６年次に
は不正咬合の組み合わせが増え，咬合状態の多様化
が見られた。これは，咬合の不正の増加に加え，側
方歯群の交換に伴い，叢生が加わったためであっ
た。これを示すように，不正咬合のなかで叢生の割
合は２７％から６５％，６８％へ増加した。今回の調査で
は下顎前突症の児童が観察されなかったが，厚生労
働省の平成２８年歯科疾患実態調査によるとオーバー
ジェットが－３～－１mmは１２～１５歳１０６人中１人
となっており１０），渡辺らの調査でも同様に下顎前突
症の児童は見られなかった１１）。これは縦断調査を受
け入れてくれた学校が一校であったため，対象者が

少ないことが原因であり，今後さらに対象者を増や
す努力を行い調査を継続する予定である。
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おり１２），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１３，１４）と報告している。Motta
らの報告では，各年齢における機能的問題の発現率
を比較したところ，年齢が増すに従い減少傾向を示
し，有意に負の相関（r＝－０．８７）が見られ１３），また，
Garde らによると，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があり１４），低
年齢児のほうが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た。今回の調査
では，口腔周囲の機能的問題を有する児童の割合
は，４年次２２％から５年次４０％へ増加し，６年次で
は１１％まで減少した。過去の報告と比較すると，４
年次から６年次にかけて口腔周囲筋の発達に伴い機
能的問題を有する児童の割合は減少傾向を示すとい

表２ 口腔機能状態の推移
機能異常がある者の割合は４年次２２％，５年次４０％，

６年次１１％であった。５年次には顎関節症状，特に関節
雑音を示すものが，発現率９．４％を示したが，６年次に
は消失していた。

４年次 ５年次 ６年次

機能異常 １３ ２１ ６

口唇閉鎖不全＋舌突出 ６ １ ２
口唇閉鎖不全のみ ０ ６ ２
舌突出のみ ７ ９ ２
顎関節症のみ ０ ２ ０
舌突出癖＋顎関節症 ０ ２ ０
口唇閉鎖不全＋顎関節症 ０ １ ０

機能正常 ４６ ３２ ４７

計 ５９ ５３ ５３

単位：人

表３ ２０１３年の正常咬合者，不正咬合者における機能異常保
有状況
２０１３年の正常咬合者と不正咬合者の機能異常保有状況
をχ二乗検定したところ，正常咬合は機能異常を有する
ことは少なく，不正咬合は機能異常を有することが多い
事が示された（p＜０．０５）。

正常咬合 不正咬合

機能正常 ２１ ２５

機能異常 ２ １１

n＝５９，単位：人

図４ 機能正常を有する者と機能異常を有する者の割合（n＝５３）
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う点では一致した（図４）。５年次に増加傾向を示す
点は，上記のように４年次から５年次は混合歯列か
ら永久歯列への交換期であり，口腔内の環境変化に
より機能異常を有する者の割合が増加したと考え
た。また，機能異常がある者が増えた原因の一つと
して，顎関節症の発症があった。４年次にみられな
かった顎関節症状，特に関節雑音を示すものは５年
次で９．４％を示し，６年次では再び観察されなく
なった。顎関節症は５年次のみに観察され，一過性
の症状であることが示唆された。この顎関節症の発
現時期と発現頻度は茂木らの顎関節異常についての
報告に類似していた１５）。顎関節症はセルフリミテッ
ドディジーズであり，重症化することは殆どなく，
発症と改善を繰り返すことを示唆する結果となっ
た１６）。今回の調査はバイアスが出ないようにするた
め，３名の矯正専門医が担当しているが，担当者名
を明記していないため，信頼性評価指数としてカッ
パ係数を示す事は困難であった。今後はこの点も改
善していく必要があると考えられた。また，顎関節
症を有する者の咬合状態は正常咬合も不正咬合もあ
り，顎関節症と不正咬合の関連はなかった１７）。
６年次に機能異常を有する者の割合が減少した要

因としては，児童が検診を経験することで学習し，
意識して舌突出や口呼吸をしないようにしたとも考
えられた。経年的に見ると，４年次では特に問題な
い児童が５年次では舌癖が確認できるようになり，
反対に，４年次舌癖があった児童が５年次では改善
するなど，習癖の種類は増えたが，一貫性はなかっ
た。
４年次から５年次にかけて，咬合状態によらず口

腔衛生状態不良者が増加した理由は，思春期に近く
なって，自分の興味の範囲や行動の広がりなどによ
り，歯にかける興味が減少し，歯ブラシを当てる時
間が少なくなったことが原因と考えられた１８）。ま
た，５年次に悪化した口腔清掃状態が６年次に改善
された理由として，児童が検診を受けることで学習
し，一時的に清掃状態が改善したことも考えられ
た。さらに，歯科指導をしていない２０１５年時で改善
が見られたので，検診することで，児童の口腔内へ
の関心が高まっていると推測される。これらの結果
から継続的な反復指導が必要であると考えられた。
調査期間中，歯科指導の介入は行わなかったが，

５年次から６年次に口腔習癖が減少した一因として
検診を受けることによる児童の“気づき”が学習さ
れたものと考えた。検診結果に基づく何らかの歯科
指導，特に習癖などは必ずしも個別対応でなくと
も，機能的問題に関する知識の集団指導を行うこと
により，口腔習癖の改善が見込まれる可能性があ
る。すなわち，小さな介入で大きな効果を得られる
ことが予想され，このことが形態的な不正咬合の予
防に繋がるものと考えられた。今後，経年調査を受
けるメリットを伝え，児童のみならず，父兄，教育
関係者が，より口腔内に関心を持つことでこの運動
の目的であるこどもの健全な成長がもたらされると
考えられた。

結 論

千葉県市川市におけるヘルシースクール「すこや
か口腔検診」において，５３名について経年調査した
ところ，４年次から６年次にかけて永久歯への交換
に伴い，不正咬合は増加した。また，不正咬合の種
類は増加し，多様な咬合状態を示した。口腔機能異
常に関しては，４年次から５年次にかけては増
加，６年次は減少が見られた。この経年調査におい
て，口腔機能異常は増加傾向は見られず，不正咬合
と口腔機能異常の出現の傾向は一致しなかった。
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Relationship between malocclusion and oral functional abnormalities in children
in the ４th-６th year of elementary school : a longitudinal survey from２０１３to２０１５

Kana URAMOTO，Etsuko MOTEGI，Takenobu ISHII，Kenji SUEISHI

Department of Orthodontics, Tokyo Dental College

Key words : malocclusion, oral functional abnormality, longitudinal survey

Chronological follow-up of the development of malocclusion and oral function in children is significant in
clinical dentistry，but is rarely possible． We report on our findings of oral examinations at an elementary
school that participated in our longitudinal survey as part of a healthy school promotion project in Ichikawa
City，Chiba Prefecture． The participants in the longitudinal survey included ５３ children who were
followed up from the ４th to the ６th year of elementary school（from２０１３ to ２０１５）． An occlusion survey
form prepared by orthodontists was used as the investigative method． Three orthodontists completely
arranged and agreed on the screening content in advance． The screening items included presence or
absence of malocclusion，type of malocclusion，state of lip closure as an oral functional abnormality，
presence or absence of tongue protrusion during swallowing，and temporomandibular joint（TMJ）symp-
toms． The results showed an yearly increase in malocclusion as deciduous teeth were replaced with
permanent teeth from the ４th to the ６th year of elementary school． Furthermore，the types of
malocclusion increased，and the children exhibited numerous occlusal states． Functional abnormalities
also increased from the ４th to the ５th year of elementary school，but showed a decrease in the ６th year．

（The Shikwa Gakuho，１１８：２１５－２２０，２０１８）

２２０ 浦本，他：不正咬合と口腔機能異常の経年調査
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