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口腔機能発達不全症の治療は、「口腔機能の管理・指導により改善が見込まれるものを対象とする」とされています。
機能訓練だけでは改善が見込まれず矯正歯科治療なども必要となる症例は小児口腔機能管理料の対象外になるため、留
意が必要です。
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1

この本で学ぶ前に

乳児から幼児、そして学童における子どもの発達は目覚

ましく、そして目まぐるしいものです。口腔機能発達不

全症を知るためには、まずこの機能の発達、獲得といっ

た成長課程を知る必要があります。本章では、口腔機能

発達不全症と、この本を読み進めるために必要な基礎知

識として、口腔解剖や食べる機能の発達について概要を

理解していきましょう。


