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就学時の健康診断で注意すべき点第4章

� う 蝕

な助言を行うことです。実際には，健康診断の結果を

保護者に通知し，その通知にあわせて必要事項を記載

します。

一方，定期健康診断における事後措置は，学校保健

法第７条に基づいて，学校と学校歯科医が連携をとっ

て行われる健康診断結果への対応です。具体的に

は，１．治療勧告，精密検査受診の勧告，２．COを

有する者，GO者の取り扱い（事後措置としての保健

指導）３．個別指導，４．定期健康診断後の再診査

（臨時健康診査），５．健康相談，６．予防処置，７．

歯科保健に関する統計資料の作成などが挙げられま

す。

就学時の健康診断に基づいた事後措置は，心身に疾

病や異常が認められず，健康と認められるものについ

ては，その旨を保護者に通知し，今後の健康に留意し

て元気で入学するよう助言することが必要です。ま

た，疾病や異常が認められるものには，速やかに治療

あるいは精密検査を受けるよう勧告し，健康状態に応

じた保健上必要な助言をします。

就学時の健康診断の事後措置としてもうひとつ重要

なことは，治療または生命の維持のために療養に専念

することが必要で，教育を受けることが困難なものに

ついて「就学の義務」の免除に対する措置，そして盲

者，聾者又は知的障害者の疑いがあったり，肢体不自

由者および病弱者であるものへの就学指導と就学相談

です。

【参考】

第７条：学校においては，前条の健康診断の結果に基

づき，疾病の予防処置を行い，又は治療を指

示し，並びに運動及び作業を軽減する等適切

な措置をとらなければならない。

第５条：市町村の教育委員会は，前条の健康診断の結

果に基づき，治療を勧告し，保健上必要な助

言を行い，及び学校教育法第２２条第１項に規

定する義務の猶予若しくは免除又は盲学校，

聾学校若しくは養護学校への就学に関し指導

を行う等適切な処置をとらなければならな

い。

乳歯は，すべて永久歯と交換するまで，健全に機能

する必要があります。

就学前の低年齢で発生したう蝕は急速に進行するこ

とが多く，疼痛を引き起こしたり，咀嚼機能などに影

響を及ぼしたりするおそれがあるので，就学時健診で

は乳歯う蝕の未処置歯については，就学前に治療を受

けておくように保護者に指導して下さい。

就学時はちょうど第一大臼歯の萌出時期と重なりま

す。萌出状態と歯垢沈着とは関連があり，さらに歯垢

の沈着はう蝕の発生に影響します。第一大臼歯が萌出

してから咬合平面に達するまでの間は，ブラッシング

が難しく，自浄作用も期待できないため，深く複雑な

形態の小窩裂溝を中心に歯垢が沈着しがちです。ま

た，萌出間もない時期は，歯を構成しているカルシウ

ム結晶が未完成であって，歯の質としては未成熟の状

態にあり，酸に対する抵抗性が低くなっています。こ

のため，この時期にう蝕に罹患すると，歯の崩壊は急

性広範性に進行します。そこで，就学時の健診診断で

第一大臼歯がう蝕に罹患している者には，早期のう歯

治療を勧めましょう。

また，就学時の健診ではとくに要観察歯（CO）の
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� 歯の萌出（乳歯の晩期残存）

� 歯の形成不全

検出は行いませんが，ブラッシングやフッ化物の歯面

塗布などが最も有効な時期にあるので，保護者への保

健指導を行うのも良いでしょう。

永久歯で最初に萌出する歯は下顎中切歯で，平均萌

出時期は男児で６歳３ヵ月，女児で６歳１ヶ月です。

それより２～３カ月遅れて下顎第一大臼歯が，さらに

２～４カ月遅れて上顎第一大臼歯が萌出します。第一

大臼歯の平均萌出時期は男児で６歳８ヶ月，女児で６

歳７ヶ月です。萌出時期にはかなり個人差があり，平

均萌出時期の前後１年程度の差はよくみられますが，

特に問題とはなりません。したがって就学時の健康診

断時にはすべて乳歯であったり，下顎中切歯あるいは

第一大臼歯も萌出していたりと，かなり個人差がみら

れます。また，上顎中切歯は平均萌出時期が男児で７

歳３ヵ月，女児で７歳０ヶ月ですので，萌出している

こともあります。

就学時の健康診断では萌出直後の第一大臼歯が最も

重要なポイントです。その萌出状態，歯垢沈着状態，

う蝕や歯の形成不全の有無等を確認して下さい。

何らかの原因で乳歯が晩期残存し，それによって後

継永久歯の歯列に明らかに障害を及ぼすと判断された

ときには，要精検と区分し歯科医師所見欄にその旨を

記入して下さい。下顎前歯部では通常，永久前歯が一

旦，乳前歯の舌側に萌出し，後に押し出されるように

歯列弓内にはいるので，永久歯萌出後も乳歯が残存す

ることがあります。

図３は，日本人小児の乳歯と永久歯の萌出時期を図

示したものです。

歯の形成不全には，エナメル質形成不全，象牙質形

成不全，エナメル質減形成，象牙質異形成などがあり

ます。歯の表面が白濁している程度のものから，茶褐

色に変色しているもの，表面が粗造なもの，実質欠損

を伴うものまで多様です。原因としては，歯冠形成期

に全身的あるいは局所的に何らかの侵襲を受けたこと

と考えられます。歯の形態異常により食物が停滞した

り歯垢が沈着して，う蝕になりやすく，咀嚼能率にも

影響する場合があります。また前歯部であれば，心理

面に影響することも考えられるので，歯科医師による

精密な検査を受けるように勧めてください。

１：乳歯の萌出時期 １）１０，５０，９０％は萌出歯率を示す年月齢 ２：永久歯の萌出時期 １）１０，５０，９０％は萌出歯率を示す年月齢

図３ 歯の萌出時期（萌出歯率）（小児保健研究，５２：４６１～４６４，１９９３）
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� 上顎正中過剰歯

� 第一大臼歯の異所萌出（写真１）

過剰歯の発現頻度は数％であり，その殆どは上顎前

歯部，特に正中部にみられます。そのうち約８割が埋

伏状態であり，そのさらにおよそ７割は逆生です。過

剰歯は永久歯の歯根吸収や萌出遅延，嚢胞の形成，歯

列不正などの障害を引き起こすことがありますが，Ⅹ

線写真で偶然発見されることが多いことから，就学時

の健康診断で問題になるのは萌出しているものに限ら

れます。正中離開や叢生などの歯列不正の原因となる

ので，歯科医を受診するように勧めてください。

第一大臼歯は，第二乳臼歯の遠心面を滑走しながら

萌出します。時に，第一大臼歯が第二乳臼歯の遠心根

を吸収し，第二乳臼歯の歯冠の下に潜り込んだ形にな

ることがあり，第一大臼歯の異所萌出や萌出遅延とな

ります。第一大臼歯は咀嚼の中心になるばかりでな

く，永久歯の正しい配列にとっても非常に重要な歯と

考えられます。異所萌出による第一大臼歯の近心移動

や近心傾斜は，不正咬合を引き起こす原因になること

が多いので，歯科医師による精密検査を受けるように

勧告してください。

サイド
メ モ� 第一大臼歯（６歳臼歯）は磨けてるかな

６歳臼歯は１．最も大きな歯で，食べ物をかみ砕く能力が最も高く，かつ咬みしめた時最大の力を

発揮します。

２．咬み合わせ，歯並びの中心となる歯で，この歯が喪われると様々な障害が起きてき

ます。

このように大切な歯ですが，萌出して１年以内で５０％，２年で８０％がむし歯になってしまいます。

このためこの歯の平均寿命は女性で約４７歳，男性で約５３歳で，永久歯の中で最も寿命が短い歯です。

この歯の最も予防効果を上げる方法は，萌出直後からの保護者の手伝い磨きです。一番の奥の狭い

場所に萌えてくるので，とても磨きにくく，この年齢では十分に６歳臼歯を磨くだけの手指の運動能

力が備わっていません。手伝い磨きを通じて，歯の大切さや口の中がきれいになった感覚を子どもに

伝えてあげて下さい。

この２つのことが確実に子どもに伝われば，子どもの歯磨き習慣は必ず身につくようになるでしょ

う。

写真１ 上顎第一大臼歯の異所萌出
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� 歯列不正

� 正中離開

就学時の健康診断時は，永久歯列交換へのスタート

時期で，種々の歯列不正が発生しやすい時期でもあり

ます。歯列不正の一因として口腔習癖がありますが，

その中でも，指しゃぶり（指吸引癖）は最も多くみら

れる習癖です。理解力などの発達に個人差はあります

が，歯列不正を引き起こしている場合には，就学まで

に中止させる手段が必要です。

就学時の健康診断で，検出の対象になる歯列不正

は，学校生活を過ごすにあたって，おもに発音，発

語，摂食などの機能上の障害になるようなものです。

保護者には専門歯科医の精密検査を受けることや，状

況によっては治療を勧めるなどの，相談，指導を行い

ましょう。さらに機能的障害が予測されるときは，就

学後の学校での学習など生活指導のための資料となる

よう，その旨を健診票に記載して下さい。

このような歯列不正には，重度の開咬，反対咬合，

側方交叉咬合などがあります。

正中離開は切歯の発育段階によっては生理的に見ら

れ，多くは犬歯等の萌出によって自然に閉鎖します。

一方，自然には閉鎖せず，他の原因により発生する

正中離開と区別することが必要です。非生理的な正中

離開の原因として，小帯肥大や，付着位置異常，正中

過剰埋状歯，側切歯の先天性欠如や矮小歯，習癖など

が考えられます。これらの非生理的な正中離開が認め

られた場合は，専門歯科医師の精密検査を受けること

サイド
メ モ� 指って，おいしい？

習慣的かつ持続的に指しゃぶりをしている場合に，上下の前歯の咬み合せが開いてしまっていたり

（開咬），あるいは上の前歯が大きく突出している（上顎前突）ような，不正咬合がある場合には，指

しゃぶりを止めることをすすめます。

このような不正咬合がある場合に，前歯で咬み切る動作が出来ず，横の方の歯で咬み切ることが多

くなるため，姿勢が悪くなったり，適切な量をコントロール出来なかったり，咬めないために早食い

や逆に食べるのが遅くなってしまいます。

また，前突が強い場合には口が閉じられず，口を開けて食べるようになるため，舌を前に出して飲

み込む癖がついて，「サ行」「夕行」「力行」の発音にも影響が出てきます。

このように就学してからの「給食」や「学習」にも影響があるので，指しゃぶりを止めるよう指導

したり相談にのったりすることが必要です。

しかし，この年齢に達するといろいろな心理的影響もあり，なかなか「中止」することが難しいこ

ともあります。一般的には，なぜやめなければいけないかをよく説明して下さい。また，身体を動か

すこと（外遊びをする），家の中では家の手伝いや手を動かす絵や工作遊びなどを通じて手指をよく動

かしていくことで，手の方に気がいかないようにしたり，手を動かす「おもしろさ」を伝えるように

することも効果的です。

日本学校歯科医会会誌９０号２００３年１１月

２０



� 顎関節の異常

� 歯周疾患（歯肉炎）

１０ 小帯の異常

１１ 口 臭

１２ その他（唇顎口蓋裂など）

を勧めて下さい。

顎関節の異常の病因は多因子性と考えられ，病態も

多様です。これらの因子の中には，不正咬合や関節円

板の形態・位置異常があります。就学時は，歯列不

正・咬合異常が発生しやすい時期であり，また最近の

研究からこの時期に顎関節部の症状を伴う場合には，

関節円板の障害の状態が決して軽症でない事が報告さ

れ，低年齢からの顎関節への関心ならびに配慮が重要

であると言われています。就学時の健康診断時に顎関

節部の疼痛や開口障害が認められる場合には，歯科医

師の精密検査を受けるよう勧めてください。

就学時の健康診断時に軽度の不潔性歯肉炎（歯周疾

患要観察者GO）がみられることがあります。このよ

うな場合，GO検出の目的である学校での管理下で児

童への保健指導は行うことができないのでGOとせ

ず，その場での保健指導や歯科医師の精密検査を受け

るよう勧めてください。

この時期は前歯交換期であり，咬合関係によって

は，咬合性外傷により下顎永久切歯の唇側歯槽骨が吸

収し，歯肉退縮がみられることがあります。歯槽骨の

吸収程度によっては，スポーツなどにより何らかの外

圧が歯に加わって歯の脱臼・脱落が引き起こされるこ

ともあります。

全身疾患に伴い抗痙攣剤（フェニトイン）を長期間

服用している幼児では，薬物性歯肉肥大症が見られる

こともあります。歯肉肥大の状態によっては咀嚼に影

響を及ぼすことがあります。全身状況の把握とともに

医師，歯科医師の精密検査を受けるよう勧めて下さ

い。

小帯の異常には付着位置の異常と肥大とがありま

す。

舌小帯では，短舌，舌強直症などともよばれて，舌

を最大に突き出させると舌先端がハート型にくびれた

り，開口時に舌が上顎前歯に触れることが出来なかっ

たりします。このような場合，発音・発語など構音機

能に影響を及ぼすことがあります。

上唇小帯では異常があっても，永久犬歯の萌出等に

より正中離開が閉鎖していくと，多くは小帯の付着位

置も下がります。ただし，小帯の付着部位が口蓋側の

切歯乳頭まで伸びている場合など，永久犬歯萌出期に

なっても閉鎖せず，小帯切除術が必要となることがあ

ります。

このような小帯の異常を認めたときには，歯科医師

の精密検査を受けるよう勧めて下さい。

口臭の原因として，口腔清掃（舌の清掃も含む）不

足や，食生活などの生活習慣が考えられます。歯列不

正などがある場合は，食物が停滞し，歯垢が沈着する

など口腔内環境が悪くなり，う蝕や歯肉炎の発生を誘

発し，口臭を引き起こしやすいので，日常生活の注意

や管理が必要であることを保護者に指導しましょう。

特に，口臭が学校でのいじめの対象となった場合，

仮性口臭症さらには口臭恐怖症へのトリガーとなるこ

とも考えられますので，このような真性口臭症の児童

には，専門歯科医師への受診を勧めて下さい。

就学後にも，学級担当教諭と共に学級全体の学校生

活指導も必要と思われますが，「意識させすぎないこ

と」などの配慮も大切です。

唇顎口蓋裂は発音や咀嚼などの口腔機能に影響を及
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