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日本人小児における乳歯・永久歯の萌出時期に関する研究Ⅱ―その１乳歯について― 
The Chronology of Deciduous and Permanent Dentition Ⅱ 

― PartⅠ Deciduous Dentition ― 
 

○日本小児歯科学会 
The Japanese Society of Pedodontics 

 
【目的】 

 歯の萌出時期の年代変化が着目されている。日

本小児歯科学会は 1984年にわが国小児の乳歯、永

久歯の萌出時期に関する全国調査を行った。その

後約 30 年を経て再び 29 歯科大学・大学の協力の

もと、現代小児の乳歯・永久歯の萌出時期および萌

出順序について全国調査を行った。今回、速報とし

て乳歯の萌出時期および萌出順序について前回の

調査結果と比較し、分析をおこなったので報告す

る。 

【対象と方法】 

 対象は 0歳 3か月から 3歳 11か月の小児。歯の

萌出時期に影響を及ぼし、歯種ならびに萌出判定

困難な全身的局所的疾患を有する者は除外した。

切端、咬頭または歯冠の一部が歯肉面より 1mm 未

満の萌出状態にあるものを萌出歯、1mm以上の萌出

状態にあるものを既萌出歯として判定を行った。

調査時期は各大学の医の倫理委員会における承認

をえたのち、2016年 5月 31日までとした。 

各大学から送られた歯の萌出データを集計し、

SPSSにてｔ検定を行った。 

【結果】 

表１ 男児の乳歯萌出年齢 

歯種 人数 
最小-最大 

月齢 

平均萌出 

年齢 

S.D.

（月） 
1984１） ｐ値 

 A 49  4 - 14  月 1.76  10か月  0.000 

 B 71  7 - 21  11 月  2.48  11か月 0.821 

 C 100  11 - 27  1 5か月 3.11  1歳 6か月 0.057 

 D 72  11 - 27  1 4 月  2.67  1歳 4か月  0.828 

  104  19 - 45  2   5.23  2歳 5か月  0.354 

  52  3 - 14  月  2.08  8か月  0.000 

L B 71  6 - 22  1 0か月 3.18  1歳 0か月 0.619 

L C 98  9 - 27  1 5か月 3.21  1歳 7か月  0.000 

L D 69  10 - 23  1 4   2.42  1歳 5か月 0.002 

L E 102  19 - 35  2歳 3か月 3.60  2歳 3か月 1.000 

     

表２ 女児の乳歯萌出年齢 

歯種 人数 
最小-最大 

月齢 

平均萌出 

年齢 

S.D. 

（月） 
1984１） ｐ値 

U  48 6 - 14 9 月 1.91 10か月 0.060 

  70 7 - 17  1.98 11か月 0.870 

 C 98 12 - 26 1  3.00 1歳 6か月 0.226 

 D 84 9 - 22 1 4  2.83 1歳 4か月 0.481 

 E 94 20 - 38 2 月 4.34 2歳 6か月 0.507 

  53 3 - 13 月 1.89 9か月 0.000 

  80 7 - 19  2.49 1歳 0か月 0.684 

L C 97 11 - 24 1  2.77 1歳 7か月 0.068 

L D 81 9 - 28 1 4  3.09 1歳 5か月 0.039 

L E 89 20 - 38 2 3 月 4.20 2歳 3か月 0.683 

 
 
 
 

図１ 性別乳歯の萌出順序 

【考察】 

1930年代の岡本 2)と 1984年の前回調査では、乳

歯萌出時期に変化がなかったが、本調査では男女

ともに下顎乳中切歯と下顎第一乳臼歯の萌出時期

が有意に早くなっていることを認めた。また、男女

とも、上下顎の乳犬歯と第一乳臼歯がほとんど同

時期に萌出するように変化していた。 

今後、乳歯の萌出時期・順序の変化を考慮して、

齲蝕予防や口腔機能獲得支援の方法を検討してい

く必要があると考えられた。 

【文献】  

1） 日本小児歯科学会：日本人小児における乳歯・

永久歯の萌出時期に関する調査研究，小児歯

誌，26(1)：1-18，1988． 

2） 岡本清纓：乳歯萌出時期の変異統計学的研究、

歯科学報,227：767-793, 1938. 

男児：A→A→B→B→D＝D→C＝C→E→E 

女児：A→A→B→B→D＝D→C＝C→E→E 
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地域医療連携における三次医療機関としての当センターの実態調査 
A study of regional medical liaison as tertiary medical care service in our center 

 
○五十川伸崇、工藤みふね、金沢英恵、世川晶子、髙橋奈津子、金田一純子、馬場祥行 

Nobutaka Isogawa, Mifune Kudo, Hanae Kanazawa, Akiko Segawa,  
Natsuko Takahashi, Junko Kindaichi, Yoshiyuki Baba 

 
（国立研究開発法人国立成育医療研究センター・小児歯科・矯正歯科（東京）） 

Pedodontics and Orthodontics, Department of Surgical Specialties,  
National Center for Child Health and Development(Tokyo) 

 
【目的】 
当科は、歯科処置への受容困難な小児や障害児

を主たる対象に全身麻酔下歯科処置が可能な小児

歯科の三次医療機関である 。今回は、当科にお

ける地域医療連携の実態を全身麻酔下歯科処置の

観点から把握する為に調査を行なった。

【対象と方法】

年 月から 年 月の間に、国立研究

開発法人国立成育医療研究センター小児歯科・矯

正歯科にて全身麻酔下歯科処置を行なった 件

（ 名）の手術を対象とした。これらについて

年齢、処置内容、麻酔時間、居住地、紹介・逆紹

介の有無について調査を行なった。

【結果】 
年齢は18歳未満が80％以上を占めていた。 
処置内容は齲蝕処置、抜歯、舌小帯切除術の順

に多く、これらで9割以上を占めた。2014年以前に

齲蝕処置は70％前後で最も多く、抜歯処置が20%
前後であった。2015年以降には齲蝕処置は60％前

後に減少し抜歯処置が30％前後に増加した。 
平均麻酔時間は2014年以前に100分前後であっ

たが2015年以降には130分前後に増加した。 
居住地域は当センター所在地の世田谷区が3割

以上を占めており特に多かった。次いで隣在市区

が多く、世田谷区と隣在市区居住者で7割以上を占

めた。一方、隣在市区中、三鷹市居住者は調査期

間を通して3名と特に少なかった 
手術患者に占める紹介患者の割合は2013年の

2％未満から2014年以降には23～35％に増加した。

 
 
 

 
【考察】 

2015年以降に齲蝕処置の割合の低下と抜歯処置

の割合の増加を認めた。また、麻酔時間の増加も

同時期に生じた。これは、以前は多数歯齲蝕の処

置を二回に分けて行っていたが、2015年以降は一

回で全部位の処置を行うように変更したため生じ

たと考えられた。一方、抜歯処置の比率の増加は

齲蝕処置の割合の低下により相対的に生じたと推

察された。 
全身麻酔下歯科処置が行われている患者の多く

は当センターのある世田谷区および隣在市区居住

者であった。隣在市の中でも三鷹市居住者は、当

センターより近く交通が至便な小児期三次医療機

関に受診しているために少なかったと考えられた。 
地域歯科医院からの紹介率および逆紹介率の増

加は、地域医療連携の中で三次医療機関として役

割を適切に推進できた結果と考えられた。 
【結論】 

三次医療機関としての当科の特徴が抽出できた。 
今後は地域医療連携による成人期移行の適正化に

ついても検討したい。

【文献】

1) 五十川伸崇：私たちの歩んできた小児歯科、そ

して未来へ 小児歯科の循環型地域医療連携シス

テム構築への取り組み 小児期三次医療機関の小

児歯科医として，小児歯科臨床，20(10)： 77-79，

2015．
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ネパール歯科医療協力会の活動～ネパール大地震復興支援特別隊の活動～ 
A   s      Ne  

A s   N     ss    
◯麻生 弘、大野秀夫、大野陽真、大野慧太郎、柏木伸一郎、西本美恵子、志賀和子、深井穫博

Aso Hiroshi,Ohno Hideo,Ohno Youma,Ohno Keitarou,Kashiwagi Shinichirou,Nishimoto Mieko,Shiga Kazuko,Fukai 

Kakuhiro  

ネパール歯科医療協力会（Association of Dental Cooperation in Nepal） 

 
Ⅰ. はじめに 

ネパール歯科医療協力会（ADCN と略）29 次隊

は 2016 年 4 月のネパール大地震の影響を受け、

2016 年 9 月先遣隊を被災地に派遣した。その結果

（１）欲しい物はない（２）子ども達の「こころ」

が地震により傷ついたので何かいやしのプログラ

ムをやって欲しい（３）ADCN の例年のミッショ

ンは続けて欲しい（４)教材が失われたので欲しい

であった。そこで ADCN はネパール大地震支援特

別隊を編成した。今回はその活動内容について報

告する。 
Ⅱ.ネパール大地震復興支援特別隊の活動内容 
1.学校における歯科保健活動 
2.子どもの心プログラム 
3.母子保健 
4.高齢者歯科保健 
5.生活実態調査 
6.歯科診療 
Ⅲ.調査方法 

活動内容の目的に従って調査を行った。 
Ⅳ.結果および考察 
1.学校における歯科保健活動 

学校建物は、被災前の半分程度しか復興しなか

ったものの、28 次隊までと同様に継続的プログラ

ムの支援と地震による再開を図ることが出来た。

フッ化物洗口の実施状況は、実施 12 校、非実施校

9 校（被災による中断 7 校、未開始校 2 校）であ

った。 
2.子どもの心プログラム 

日本人の子どもを対象として開発された二次元

イメージマッピング法１）がネパールの子どもにも

有効であった。詳細は 2016 年 7 月歯科保健医療

国際協力協議会で発表した 2）。 
3.母子保健 
（1）成長発達 
問題はみられなかった。 

（2）歯科疾患 
う蝕の増加が認められた。う蝕罹患率は 70.0％

であった。1 人平均う蝕歯数はスナコシ村 4.5 本、

テチョー村は 2.1 本、レレ村は 9.4 本であった。 
4.高齢者歯科保健 
地震による歯口腔の健康状態への影響は認めら

れなかった。しかし心理的負担や生活への影響が

残っているため、地域ぐるみのケアを継続する必

要があった。 
5.生活実態調査 

地震前後の生活評価は、調査した 28 家族のうち

悪化 13 家族、変わらず 15 家族であった。「泣い

てばかりいても始まらないからね」という声が印

象的であった。 
6.歯科診療 

地震の 1 次復興が落ち着いたためか、歯の疼痛

などの歯科医療のニーズが高かった。 
Ⅴ.まとめ 

ADCN はネパールのテチョー村を中心に 26 年

間多くのプロジェクトを実施した。目標は現地ネ

パール人が自立型口腔保健を確立することにある。

29 次隊のプロジェクトを通して、大地震により非

日常から日常に戻りつつある現状が把握出来た。

しかし、失った保健行動については今後原因を調

査して活動する予定である。 
Ⅵ.参考文献 
1）宮原春美、安日泰子：二次元イメージマッピン

グ法を用いた性教育の試み、長崎大学医学部保健

学科紀要：16（2）、67—72、2003． 
2）原田有理子、中村修一、白田千代子、深井穫博

ネパール大地震後の「子どもの心プログラム」〜

二次元マップを用いて〜、歯科保健医療国際協力

協議会第 回総会学術集会抄録 、  
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2013〜2015年の東京都心における小児歯科初診患児実態調査 
Survey of actual condition of new patients in a dental college hospital in Tokyo 

 from 2013 to 2015. 
○富永早紀, 岩田美奈子, 小鹿裕子, 山本絢子, 米倉智子,  

櫻井敦朗, 辻野啓一郎, 大多和由美*, 新谷誠康 
Saki Tominaga, Minako Iwata, Yuko Koshika, Ayako Yamamoto, Tomoko Yonekura, 

Atsuo Sakurai, Keiitirou Tsujino, Yumi Otawa*, Seikou Shintani 
（東歯大・歯・小児歯，*東歯大・歯・口腔健康科学講座障害者歯科口腔顔面痛研究室） 

Depatment of Pediatric Dentistry, Tokyo Dental College and Division of Special Needs Dentistry and 
Orofacial Pain,Department of Oral Health and Clinical Science ,Tokyo Dental College 

 
【目的】 
近年、我が国の出生率は大きく低下している。

しかし、大学病院小児歯科の報告では初診患児は

逆に増加するとともに、患児の来院動機が多様化

してきていることが報告されている。また、外国

人患児の増加など都心の大学病院の環境には大き

な変化があるように思われる。そこで、2013年〜
2015年の3年間における東京都心の歯科大学病院
小児歯科を受診した初診患児を対象としてその実

態を調査したので報告する。 
【対象と方法】 
対象は、2013 年〜2015 年までの 3 年間に東京

歯科大学水道橋病院小児歯科に来院した 16 歳未
満の初診患児 1994人である。 
患児の性別、初診時年齢、来院動機、国籍、乳

歯列期における一人当たりの齲蝕歯数などについ

て診療録をもとに調査を行った。 
【結果】 
受診した小児 1994 人のうち、男児 1079 人

(54.1%)、女児 915 人(45.9%)であった。初診時年
齢では 7歳が 233人(11.7%)ともっとも多く、次い
で 3歳 202人(10.1%)、6歳 198人(9.9%)の順であ
った。来院動機は、齲蝕治療が 763 人（38.3%）
と最も多く、次いで歯数異常 251人(12.6%)、外傷
244人(12.2%)であった。 
外国人の受診患児は、160 人(8.0%)で、千葉病

院小児歯科(2.8%)に比べると高いと言える。初診
時年齢は 4歳が 28人(17.5%)と最も多く、次いで
3 歳 25 人(15.6%)、2 歳 19 人(11.9%)の順であっ
た。来院動機は、齲蝕処置を主訴に来院したもの

が 92 人(57.5%)と大半であった。また、外国人患
児はアジアが多く、その中でも中国が 61 人

(38.1%)と最も多かった。 
 乳歯列期で齲蝕治療を行った患児は対象者全体
で 504人であった。一人当たりの齲蝕歯数は、日
本人患児(422人)は 11本以上が 26.2%であったの
に対し、外国人患児(62 人)は 41.9%であり、齲蝕
罹患状況がより重度であることがわかった。 

 
＜図１＞ 乳歯列期に齲蝕治療を行った患児の一

人当たりの齲蝕歯数 
【考察】 

2009年の同様の調査と比較し、初診患児数は著
しく増加しており、2013年から 2015年にかけて
は約 100人ずつ増加している。また、経年的に外
国人患児の数は増加しており、乳歯列期患児の齲

蝕罹患状況に焦点を当てたところ、多数歯齲蝕の

患児が多いことがわかった。従来から日本国内で

は齲蝕の減少、二極化が言われているが、それら

に加え、齲蝕の多い外国人患児の増加が起きてい

た。これらは社会情勢の変化が大きく関係してい

ると考えられ、今後、文化や食生活習慣の違う多

様な患児への対応が求められている。 
【参考文献】 
岩田美奈子, 他：歯科大学病院小児歯科における
初診患者の実態調査, 小児歯誌， 52：47-53,2014． 
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歯学部附属病院における小児歯科外来受診患者の近年の変化 
Recent Changes of Outpatients in Pediatric Dentistry of Dental Hospital 

 
○猪原千佳，大石敦之，橋本吉明，宮新美智世 

Chika Ihara, Atushi Oishi, Yoshiaki Hashimoto, Michiyo Miyashin 
 

（東医歯大・院・小児歯） 
Dept. of Pediatric Dentistry, Div. of Oral Health Sciences,  

Graduate school of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental University 
 

 
【目的】 
平成 27年度における東京医科歯科大学歯学部附
属病院小児歯科受診患者の実態調査。 
【対象と方法】 
平成 27年度の初診患者（小児歯科外来新規登録
患者）について、診療録に基づき、初診時年齢、来

院動機、居住地等を調査した。これを平成 22年度
までの同様の調査 1）と比較し近年の受診患者の動

向を検討した。 
【結果】 
１）年間初診（新規登録）患者数 
平成 11 年度から次第に増加し平成 27 年度は

1363人だった。 
２）平成 27年度初診患者 
来院動機の動向は「検診・フッ化物歯面塗布」や、

「歯数・萌出の異常」が近年増加していたが、「混

合歯列期の歯並び」が減少していた。「歯の形成・

形態異常」、「軟組織疾患」の割合は比較的少なく、

調査年度による変化も少なかった。なお、今回調査

を行った全ての年度において、「齲蝕」の割合が最

も高く、「顎関節」が最も低かった（図 1）。 
初診時年齢は、平成 27年度においては 3歳から

8歳が最も多かった。近年の変化としては、他の年
齢層に比べ 2 歳以下の割合に増加傾向が認められ
た（図 2）。また、初診患者の居住地は、都区外や
近隣の県と比較して、都区内居住者の増加が顕著

にみられた。 
【考察】 
大学病院での検診・フッ化物歯面塗布を主訴と

する患者の増加や、低年齢児の初診患者の増加は、

専門機関での予防歯科管理に対する期待の高まり

や、低年齢の歯科治療はより専門性の高い歯科医

師に行ってもらいたいと考える保護者の増加を示

唆している。 
混合歯列期の歯並びに関する受診の減少と、歯

数・萌出の異常に関する受診の増加は、地域の歯科

医院での咬合誘導や早期の矯正歯科治療の増加を

示唆している。また、それに伴い歯数・萌出の異常

を指摘された結果、大学病院を受診する事例が増

えている可能性を示唆している。  
 

 
        図１ 来院動機の分布  
 

 
図２ 初診時年齢の分布 

【参考文献】 
1)歯学部附属病院における小児歯科外来受診患者
の近年の変化(第 50回日本小児歯科学会発表) 
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千葉県下の大学病院小児歯科における初診患児実態調査 
A survey of actual condition of new patients visiting the pediatric dental clinic of 

the dental college hospital in Chiba Prefecture. 
 

○東野美晴，桜井敦朗，秋元佐和子，荒井亮，本間宏実，熊澤海道， 
今井裕樹，辻野啓一郎，米津卓郎，新谷誠康 

Miharu Higashino, Atsuo Sakurai, Sawako Akimoto, Ryo Arai, Hiromi Homma, Kaido Kumazawa,  
Hiroki Imai, Keiichiro Tsujino, Takuro Yonezu, Seikou Shintani 

 
（東歯大・歯・小児歯） 

Department of Pediatric Dentistry, Tokyo Dental College  
 
【目的】 
小児期における齲蝕予防中心の歯科保健対策に

より，乳歯における齲蝕の減少と軽症化が実現さ

れた。一方で，大学病院小児歯科には現在でも重

症齲蝕を有する患児をはじめ，様々な主訴を有す

る小児が多く来院している。少子高齢化やグロー

バル化も加わり，高次医療機関である大学病院小

児歯科が果たすべき役割は変化してきていると考

えられる。そこで，2012 年から 2016 年までの 5
年間に東京歯科大学千葉病院小児歯科を受診した

初診患者の実態調査を行った。また，本学水道橋

病院小児歯科との結果の比較を行い，地域による

小児患者の特徴の相違についても検討した。 
【対象と方法】 
対象は，2012年から 2016年までの 5年間に東

京歯科大学千葉病院小児歯科を受診した初診患児

5662名である。 
患児の性別，初診時年齢，来院動機，国籍，居

住地，障害の有無，紹介状の有無について初診時

の問診票と診療録をもとに集計を行った。 
【結果】 
初診患児数は 2012年から 2016年までの 5年間，

1100 人前後で推移している。累計での男女比は，
男児 3203名(56.6%)，女児 2459名(43.4%)と男児
の割合が多かった。初診時年齢は 8 歳が最も多か
ったが，4歳から 8歳までは 540名〜550名が来
院しており，大きな差異は認められなかった。 
居住地分布では，当病院の位置する千葉市内が

3066 人(54.2%)を占めるが，船橋市，習志野市，
市原市など，市外からの来院も多かった。また，

山武郡，長生郡のような九十九里沿岸地域からも 

 
毎年 20名程度の来院があった。 
来院動機は，齲蝕治療が 1945名(13.3%)で最も

多かった。次いで，外傷 874名，歯列相談 659名
の順であった。また，過剰歯は年々増加傾向(2012
年 52名，2016年 90名)が認められた。齲蝕治療
を来院動機とする患児は，4歳児(319名)が最も多
かった。なお，紹介状を持って来院する患児の割

合は全体で 3069名(54.2%)であったが，この５年
間で明らかな増加傾向を示していた (2012 年
48.2%，2016年 60.9%)。 
外国籍の患児は 161 名(2.8%)であり毎年一定数

来院していたが，水道橋病院小児歯科(8.0%)に比
べると低いといえる。また，障害を有する患児の

割合は 384 名(6.8%)で年度にかかわらずほぼ横ば
いであった。 
【考察】 
本学千葉病院小児歯科に来院する患児は齲蝕治

療や外傷の処置を希望する場合が多く，定期検診

や齲蝕予防を主訴とすることは少ない。紹介状を

持参する患児の増加からも，緊急性の高い外傷の

処置や重症齲蝕の対応を中心に，小児歯科の専門

性が求められる傾向が今後も強くなると考えられ

る。また，千葉県内の遠方から来院する患児が多

いが，これらの地域では小児歯科専門医を有する

開業医が非常に少ないことがわかっており，今後

地元開業医などとの連携を深めていく必要がある

と考えている。 
【文献】 
岩田美奈子, 他：歯科大学病院小児歯科における
初診患者の実態調査, 小児歯誌， 52：47-53，2014． 
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当科における１０年間の口唇口蓋裂児の実態調査

Investigation of child patients with cleft lip and palate for 10 years in our clinic 
 

○宮嵜 彩 1，杉本明日菜 1，井上秀人 2，北村尚正 1，上田公子 3、河原林啓太 1、赤澤友基 3、 
長谷川智一 1、岩本 勉 1 

Aya Miyazaki1, Asuna Sugimoto1, Hidehito Inoue2, Takamasa Kitamura1, Kimiko Ueda3, 
Keita Kawarabayashi1, Yuki Akazawa3,Tomokazu Hasegawa1,and Tsutomu Iwamoto1 

（1徳大・院・小児歯，2井上歯科診療所， 3徳大病院・小児歯） 
1Tokushima Univ., Inst.of Biomed.sci, Dept.of Ped. Dent., 2Inoue Dental Clinic., 3Tokushima Univ. 

Hosp.Dept.Ped.dent. 
 
【目的】 

口唇口蓋裂は，日本人において 〜 人に

名の割合で出生するといわれており，顎顔面領域

の先天異常の中で最も多い疾患の１つである。顎

顔面の形態異常とともに乳歯や永久歯における歯

質や歯数の異常，形態，位置の異常を伴う疾患で

あり，かつその治療は成長発育に合わせるために

成人に至るまでの長期間に及ぶため，口腔内の管

理が非常に重要となる。今回，その病態を把握す

るために過去 年間当科を受診した口唇口蓋裂

児を調査した。

【対象と方法】 
年 月から 年 月の 年間に当科

を受診した新規来院患者のうち，口唇口蓋裂児

名を調査対象とした。調査項目は，性別と裂型、

性別と左右差，裂型別の歯の異常 歯質、歯数、形

態、位置の異常 ，全身疾患の有無，う蝕の有無，

初診時の年齢，出生齢，出生体重とし，初診時問

診票と診療録，エックス線写真に基づき調査した。

【結果】 
初診時の年齢

〜 か月が 人， か月〜 歳が 人， 〜 歳

が 人， 〜 歳が 人， 〜 歳が 人， 〜 歳

が 人，〜 歳が 人， 歳以降が 人であった。

う蝕の有無

歳児健診でのう蝕有病率は であった。

裂型別の歯数の異常

過剰歯を持つものは全体の ，先天欠如があ

るものは全体の を占めた（図 ）。

裂型別の歯質の異常

口蓋裂、唇顎口蓋裂、唇顎裂において，半数以

上の児に対し形成不全を認めた（図 ）。

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

【考察】 
本調査においても過去の報告同様に口唇口蓋裂

児において，歯数の異常や歯質の異常を有する児

が多数みられ，口腔管理の重要性を改めて認識す

る結果となった。歯の萌出位置の異常や形成不全

の出現は齲蝕リスクを高めるが，低年齢から口腔

内を管理することによって，齲蝕の発生を抑える

ことができた。

また，本調査を通して口唇口蓋裂の発生機序と

歯の発生過程について解決しなければならない課

題があることも明らかとなってきた。よりよい治

療法の確立と的確な予防法の発見を目指して，多

角的に発生メカニズムと病態発生メカニズムを理

解する必要があると考えられた。

図 裂型と歯質の異常

図１ 裂型と歯数の異常
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園児の口腔機能と食・生活習慣の実態調査について 

On the field survey for oral function and meal and lifestyle habit of kindergartner 

 

○土岐 志麻，坂下玲子*，武井典子**，高田康二**，岡崎好秀*** 

Shima Toki, Reiko Sakashita*, Noriko Takei**, Kouji Takada**, Yoshihide Okazaki*** 

 

（とき歯科，*兵庫県立大学看護学部，**(公財)ライオン歯科衛生研究所，***国立モンゴル医学科学大学歯学部） 

Toki dental clinic，College of Nursing Art & Science, University of Hyogo，** The LION Foundation for Dental Health，

***Mongolian National Medical-Science University. Dept. Pediatric Dent.

【目的】 
 近年、小児の口腔機能の低下が指摘されている

が、その実態や原因は明らかではない。そこで、

小児の食と口腔機能の実態を明らかにするために、

今回は食・生活習慣と口腔機能に関わる調査・検

査項目を絞り込むための予備調査を行った。 
【対象と方法】 
 対象は、青森市の某保育園児 33名(男児 15名、
女児 18名；4歳児 10名、5歳時 12名、6歳児 11
名)である。事前に、食・生活習慣の調査と口腔機
能検査の目的を説明して同意が得られた保護者に

調査票への記入を依頼した。質問紙の内容は、授

乳について 8項目、離乳期について 19項目、離乳
後の食生活について 27項目である 1,2)。その後、

歯科検診日に歯列・咬合、歯垢・歯肉の状態、う

蝕・現在歯数に関する健診を行うとともに、口腔

機能検査を行った。その内容は、リップル君 R (㈱
松風)を用いた口唇閉鎖力の測定、紙風船・吹き戻
し・口笛・ブクブクうがい実施可否の検査、ヨー

グルトを用いた補食検査、咬合状態・唇の形・口

蓋の幅と深さの検査、食べる姿勢等である。 
【結果】 
 今回の対象者は、「第 1子」12人(36.4%)、「第 2
子」14 人(42.4%)、「主な養育者は母親」31 人
(93.9%)であった。授乳形態は「混合乳」19 名
(57.6%)、「母乳」5 人(15.2%)であり、「スマホを
しながら授乳」17 人(52.5%)、「TV を見ながら授
乳」23人(69.7%)であった。「夜泣き」22名(66.7%)、
「夜中の授乳」18 人(54.5%)であった。離乳期に
ついて「手づかみ食べをした」14名(42.4%)、「下
唇にスプーンを当てて食べさせた」20名(60.6%)、
「唇で捉えさせた」16名(48.5%)、「口を閉じで飲
み込んだ」25 名(75.8%)、「足を床につけて食事」
13名(39.4%)であり、「離乳食の食べさせ方を習っ
た」は 0人であった。離乳後について「朝食の摂

取量少ない」17名(51.5%)、「飲み物がないと食べ
られない」20名(60.6%)、「食べるのが早い」6名
(18.2%)、「食べるのが遅い」9 名(27.3%)、「食べ
るときにペチャペチャ音がする」10 名(30.3%)、
「前歯でかみきる食材を与えている」5名(15.2%)
であった。「起きているとき口で呼吸」2名(6.1%)、
「寝ているとき口で呼吸」2名(6.1%)、「いびきを
かく」3名(9.1%)であった。 
 歯科健診結果では、d=1.6±2.9本、f=0.3±0.7本、

過蓋咬合9人(27.3%)、切端咬合7人(21.2%)、反対咬

合2名(6.1%)であった。「イーしたときに下の歯が

全く見えない」9名(27.3)、「口を閉じたとき唇がへ

の字・顎に梅干しができる」15名(45.5%)、「唇が

厚い」8名(24.2%)、「口蓋が浅い」10名(30.3%)、

「口蓋幅が狭い」3名(9.1%)、「食べる姿勢がよく

ない」12名(36.3%)、「ヨーグルトを食べるときの

上唇の伸び方が不自然」20名(60.6%)、「紙風船を

膨らませる」25名(75.8%、4歳児は60%、5歳時は83%、
6歳児は82%)、「吹き戻しができる」27名(81.8%、

4歳児は70%、5歳時は75.%、6歳児は100%)と年齢

差があった。また、口唇閉鎖力は5.5±3.0N(最小値

1.8N、最大値14.4N)であった。 

【考察】 
 今回の質問紙調査から、口腔機能の発達によく

ない影響を与えると思われる食行動もみられた。

さらに、歯科検診や簡便な検査の結果から口腔機

能が低下している小児の存在が確認された。今後、

欠損値が多かった調査項目を見直し、食・生活と

口腔機能の関連性を検討するとともに、さらに介

入研究を行う予定である。 
【文献】 
 1）日本小児歯科学会：小児の咀嚼機能に関する
総合的研究，小児歯誌，36(1)，1-21，1998. 

 2）磯野史朗：乳児のいびきは放置すべきでない，
小児歯科臨床，21(4)，6-10，2016． 
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山梨県における保育園児の食べ方に関する調査 ―第 3報 アンケート結果の因子分析― 
Questionnaire of feeding behavior of children at nursery school in Yamanashi  

―（Ⅲ）Factor A   

 
○鈴木智子＊、岩下智＊、一瀬佳世子＊、榊原雅弘＊、天野静子＊、一瀬千冬＊、米山理香＊、七沢真樹子＊ 

清水英美＊、市川寛子＊、山本るみ＊、小沢章＊、秋山賢一＊、関矢多希＊＊、宮新美智世＊＊、武井啓一＊、**  

Tomoko Suzuki＊，Satoshi Iwashita＊，Kayoko Ichinose＊，Masahiro Sakakibara＊， 
Shizuko Amano＊，Chifuyu Ichinose＊，Rika Yoneyama＊， Makiko Nanasawa＊， 

Hidemi Shimizu＊，Hiroko Ichikawa＊，Rumi Yamamoto＊，Akira Ozawa＊，Kenichi Akiyama＊， 
Taki Sekiya＊＊，Michiyo Miyashin＊＊，Keiichi Takei＊,＊＊ 

 
（*山梨小児歯科研究会、＊＊東医歯大・院・小児歯） 

＊Yamanashi Society of Pediatric Dentistry, **Tokyo Medical and Dental Univ. Dept. Pediatric Dent. 
 
【目的】幼児期の保護者、保育士から、食べるの

が遅い、好き嫌いが激しいなどの悩みや不安の声

が聴かれる。この時期の食事は食べる機能の基本

を作る重要な役割がある。演者らが山梨県下の保

育士に園児の食べ方について調査したところ、ア

ンケートからは早食いと丸飲みとの関係が深いこ

とが示され、給食の様子の観察からは、食べる速

さは環境、口腔状態、食べる意欲等と関連を認め

た 2）。このたびは、問題があると指摘された食べ

方の潜在因子を見つけることを目的として調査を

行い、その結果を多変量解析したので報告する。 
【対象と方法】 山梨県下の保育園(188 施設)の年
中児（4歳 0か月～6歳未満、3775名）年長児(5
歳 0 か月～7 歳未満、3809 名)に対し、保育士に
11項目を尋ね、その結果を因子分析し潜在因子を
見つけ、各園児の因子得点を出し、因子得点の学

年差を比較した。質問項目を表に示す。 
【結果】因子分析の結果、4つの潜在因子が見つ 
かった。因子 1は A、J、Kに負荷が高く、これら
の項目は食べるのが遅く、好き嫌いや食べる意欲

に関係している傾向があることから、《食べたがら

ないか または 食べるのが遅い・早く食べよう

としない因子》と命名した。因子 2 は C、E、H
に負荷が高く、固いものをしっかり噛み砕いたり、

飲み込むことが苦手とする傾向があることから、

《咀嚼嚥下機能関連因子》と命名した。因子３は

B、Fの早食い、丸飲みに負荷が高いことから、《食
べるのが速い因子》と命名した。因子４は D、I

に負荷が高く、唇を閉じて食べないことと関係す 

 
る傾向があることから《口唇閉鎖関連因子》と命

名した。因子 1,2 は共に年長の因子得点が有意に
低く、因子3,4は学年による差はみられなかった。 
表１因子分析結果 

 
【考察】食べるのが遅いことと好き嫌いが激しく、

食への意欲が少ないことが関連付けられたが、好

きなものを味わって食べているため遅くなること

も考えられる。今回の質問項目からは４つの潜在

因子が上げられたが、累積寄与率が 30.24％であ
ることより、食べ方の問題にはまだ他にも要因が

あると推測される。本調査は年中・年長の２学年、

また横断調査のため明確には断言できないが、因

子 3の因子得点は学年の差がないことより、進級
しても早食いは変化しないことが示唆された。 
【文献】1）堂本暁子, 他: 口腔の機能, 特に摂食

に関する小児保健的研究. 第 32 回日本小児保健

学会講演集, 296-297, 1985 2)鈴木智子、他：山

梨県における保育園児の食べ方に関する調査 1,2

報―日本小児歯科関東地方会抄録集、41-42、2016 

質問項目 因子１ 因子２ 因子３ 因子４

A. 給食の時間内に食べ終わらない 0.22 -0.16 0.06

J 食べ物の好き嫌いがはげしい 0.12 -0.01 0.04

K いつもいやいや食事をする 0.13 0.00 0.01

C 軟らかいものしか食べたがらない 0.14 4 0.03 0.08

E 食べ物がうまく飲み込めない 0.31 4 -0.01 0.08

H 固いものをうまく噛めない 0.09 0.00 0.07

B 食べるのが早い -0.13 -0.06 0.03

F 食べ物を噛まずに丸飲みする 0.02 0.07 0.18

D 食べる時に音を出して食べる 0.00 0.05 0.05

I  食べ物が口から出てしまう 0.06 0.09 0.08 0 40

0.24 0.26 -0.01 0.17

分散 1.09 1.04 0.78 0.42

寄与率 9.89 9.49 7.06 3.80

累積寄与率 9.89 19.38 26.44 30.24

G 飲み物・汁ものがないとご飯や

おかずを食べにくい
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１歳２か月児・１歳６か月児における小児の生活習慣と齲蝕罹患状況の関連について

Relationship between Lifestyle and Dental Caries at 14 months of Age, 18 months of Age 

○布施晴香

Haruka Fuse 

（飾区健康部（保健所）健康づくり課）

Division of Health Promotion, Katsushika Ward Public Health Center 

【目的】

 近年、小児齲蝕有病者率は顕著な減少傾向にあ

るが、飾区では依然として重症齲蝕を呈する例

も認められる。小児齲蝕は、育児と深いかかわり

があると言われているように、小児齲蝕と小児を

取り巻く生活環境等との関連性は、これまでにも

多くの報告がある。歯科健康診査の目的は、その

時点における小児の歯科保健状態を把握するとと

もに、将来の齲蝕罹患傾向を予測し、適切な指導

を行うことで、小児の齲蝕予防を期待することに

ある。そこで今回、飾区独自の取組である 1 歳

2 か月児歯科健診、法定の 1 歳 6 か月児歯科健診

を受けた小児から得られた生活習慣に関する内容

と口腔内診査結果から、本区における小児の生活

習慣の現状や齲蝕の罹患状況を把握し、今後の歯

科健診を検討する目的で調査を行った。 

【対象と方法】

 平成 24 年度から平成 26 年度の 3 年間に東京都

飾区青戸保健センターで実施した 1 歳 2 か月児

歯科健診を受けた小児 2,114 名と 1 歳 6 か月児歯

科健診を受けた小児 2,727 名を対象とした。調査

項目は、問診票から得られた母乳摂取状況、哺乳

瓶使用状況、甘味飲料摂取状況、アメ・チョコの

摂取状況とし集計分析を行った。口腔診査は、人

工照明下にてミラーを用いて仰臥位にて実施し、

歯牙単位で記録した。 

【結果】 

歯科健診の受診状況は、1 歳 2 か月児歯科健診

では受診者 2,114 名(受診率 65.3％)、1 歳 6 か月

児歯科健診では受診者 2,727名(受診率 85.2％)で

あった。母乳を飲んでいる児は、1歳2か月で1,081

名(51.2%)、1歳 6か月で 716 名(26.2%)であった。

哺乳瓶の使用状況は、1 歳 2 か月で使用している

児は 583 名(27.6%)、1歳 6か月で使用している児

は 291 名(10.7%)であった。甘味飲料を飲んでいる

児は、1 歳 2 か月で 447 名(21.2%)、1 歳 6 か月で

971 名(35.6%)であった。アメ・チョコの摂取状況

は、1 歳 2 か月で食べている児は 45 名(2.1%)、1

歳6か月で食べている児は289名(10.6%)であった。

齲蝕有病者数は、1歳 2か月は 12名(0.6％)、1歳

6 か月は 48 名(1.8％)であった。齲蝕がある小児

では、歯科健診受診者全体と比較して、1 歳 2 か

月児、1歳6か月児ともに母乳(1歳 2か月：83.3%、

1歳 6か月：47.9%)と甘味飲料(1歳 2か月：33.3%、

1 歳 6 か月：52.1％)を摂取する習慣がある児の割

合が高かった。また出生順位は第 2子が多かった。

齲蝕本数の分布では、齲歯を 4本持つ児が、1歳 2

か月児では 5名、1歳 6か月児では 20名と最も多

く、齲蝕部位は上顎乳中切歯および乳側切歯が多

かった。 

【考察】 

 上顎乳中切歯および乳側切歯が齲蝕になってい

る小児が多いことから、母乳と甘味飲料の摂取が

齲蝕誘発の要因となっていることが考えられた。

このため、口腔指導内容は、保護者の育児に対す

る姿勢や口腔衛生の認識状況をみながら、長期授

乳は齲蝕発生のリスク因子の一つであることや、

規律ある食習慣の確立の重要性を十分に啓蒙して

いく必要があると思われる。 

また、低年齢児と接点がある行政での健診は、

適切な保健指導を行うための貴重な機会でもある。

小児の齲蝕予防には、生活習慣等の指導を早期に

介入して行うことが重要であることから、飾区

では 1 歳 2 か月児歯科健診の時期を見直し、平成

27年度からは 1歳児歯科健診として、保健師や栄

養士も関与する総合的な健診として実施している。 

【文献】 

 1）井手有三，他：1歳 6か月児歯科健診におけ

る授乳状況からみた齲蝕罹患に関する研究，

小児歯誌，43(5)：605-612，2005． 
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中国上海市における幼稚園児の生活習慣が齲蝕罹患リスクにもたらす影響 
Influence of Lifestyle Factors on Risk of Dental Caries among Children Living in Urban China. 

 
○兼元妙子、桜井敦朗、今井裕紀、藥師寺仁、新谷誠康 

Taeko Kanemoto, Atsuo Sakurai, Hiroki Imai, Masashi Yakushiji, Seikou Shintani 
 

（東歯大・歯・小児歯） 
Department of Pediatric Dentistry, Tokyo Dental College  

 
【目的】 
	 我々は 1994 年から、中華人民共和国（以下，
中国）上海市の幼稚園児を対象に齲蝕罹患状況の

調査や口腔保健指導を行っている。対象の幼稚園

の齲蝕罹患率は減少傾向にあるものの、同時期の

日本の歯科疾患実態調査と比較すると良好な状態

とはいえない。また、日本の生活習慣に即して行

われてきた口腔保健指導の内容が中国でもそのま

ま当てはまるかどうかはわからない。そこで中国

人小児の生活習慣を把握し、その因子の齲蝕発生

との相関を明らかにして、重点的に指導すべき項

目を整理する必要があると考えた。 
	 本研究では、上海市の幼稚園児に対する齲蝕罹

患状況の調査とともに、保護者から食生活や生活

習慣に関するアンケートを行った。得られた結果

のうち、特にどの因子が中国において齲蝕発生リ

スクを上昇させているのかを検討した。 
【対象と方法】 
	 本研究は東京歯科大学倫理委員会の承認（承認

番号 286）を得て行った。対象者は、中国の上海
市内の幼稚園（２施設）に通う小児 368名である。
また比較を行うため，日本の千葉県船橋市内の幼

稚園児 128名にも同様の調査を行った。対象者に
は，齲蝕罹患調査および出生児から調査時までの

小児の生活習慣および食習慣に関するアンケート

を行った。アンケートは日本語または中国語のも

のを用いたが内容は同一である。齲蝕罹患調査と

アンケート調査の回答については日中間で比較を

行い、中国人小児における生活習慣や食習慣と齲

蝕発生との関連性を統計学的に検討した。 
【結果】 
	 齲蝕歯数、dft index、齲蝕有病者率、未処置歯
保有者率は有意に中国人小児で高かった。dft 
index、齲蝕有病者率は日本では年中児(4〜5 歳)
になって増加していたのに比べ，中国では年少児

(3〜4 歳)から高かった。日中の生活習慣には，仕
上げ磨きの有無と頻度，フッ化物の利用，授乳習

慣など，多くの違いが認められた。各質問の回答

と齲蝕経験の有無，未処置歯の有無の相関につい

てカイ２乗検定で統計処理を行ったところ，13項
目で有意差を認めた。最後にそれらのうち，特に

中国で今後指導すべき項目を明らかにするため多

項ロジスティック回帰分析を行った（表）。 

 
＜表＞ロジスティック回帰モデルによる中国人小児の

齲蝕発生リスクに影響する要因 

【考察】 
	 多項ロジスティック回帰分析の結果、中国人小

児で特に齲蝕発生リスクを上昇させる因子が示さ

れた。特に、「昼夕食間以外の間食」と「24 か月
以降の卒乳」については、現在のところ日本に比

べ中国であまり注意が払われていない習慣であり、

今後特に注意が必要と考えられた。将来の中国人

小児の齲蝕発生リスクを効率的に抑制するために、

重点的な指導のポイントを整理することは有効と

考えられる。しかし、今後口腔衛生に対する意識

が向上すれば、重点的に指導すべきポイントが変

わっていくと考えられるため、継続的な調査を行

う予定である。 
【文献】 
今井裕樹，他：上海市幼稚園園児の歯科疾患実態

調査	 1994年と 2004年との比較，小児歯誌，45：
51-57, 2007. 
【会員外研究協力者】 
Hongwei Dong, Sizhen Shi 
Research Institute of Pediatric Dentistry, 
Tongji University, Shanghai, PR China. 
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一 保 施 に入所 被 待児童 科保 行動 
Dental Health Behavior of Abused Children in Temporary Shelters in Hiroshima 

 
○新里法子, 海原康孝*，二井典子**, 番匠谷綾子***, 光畑智恵子，山﨑健次**** , 香西克之,* 

Noriko Niizato, Yasutaka Kaihara*, Noriko Nii**, Ayako Bansyodani***,  
Chieko Mitsuhata, Kenji Yamasaki****, Katsuyuki Kozai ,* 

 
（広大・院・小児歯，*広大病院・小児歯，**二井歯科クリニック（広島市）， 

***河上歯科医院（広島県尾道市），****広島県歯科医師会） 
Hiroshima Univ. Dept. Pediatric Dent., *Hiroshima Univ. Hosp. Dept. Pediatric Dent., **Nii D.C., 

***Kawakami D.C. and ****Hiroshima Pref. Dent. Assoc.
 
【目的】 
 児童虐待は近年，深刻な社会問題となっている。

我々は平成 21年度より，広島県歯科衛生連絡協議

会（県歯科医師会・大学・行政で構成）の事業と

して，広島県下の 2か所の一時保護施設を訪問し，

入所児童（以下，要保護児童とする）の支援を目

的として口腔内診査ならびに口腔衛生指導を行う

とともに，口腔内状況について報告してきた 1)。

本報告では，要保護児童の歯科保健行動および齲

蝕罹患との関連性について検討を行った。 

【対象と方法】 
 平成 21年 7月から平成 27年 7月まで，月一度
の我々の訪問時に一時保護施設に保護されていた

児童 465名（男子 243名，女子 222名）を対象と
した。対象児童を幼児，小学生，中高生（中学生，

高校生）の 3つの年齢群に分類した。さらに入所
理由により，虐待（身体的虐待，心理的虐待，性

的虐待ならびにネグレクト），および非虐待（保護

者の疾病による養育困難や非行など）の 2群に分
類した。入所前の児童の歯科保健行動や養育環境

については，一時保護施設職員に質問紙による聞

き取り調査を行った。質問項目は歯口清掃習慣（回

数，仕上げみがき経験など），飲食習慣，定期的な

歯科受診，保護者の養育態度とした。齲蝕罹患状

況の指標として一人平均未処置歯率を用いた。統

計学的検討は Spearmanの順位相関分析，χ２検
定，Mann-Whitney の U検定，および
Kruskal-Wallis検定により行った。 
【結果】 
要保護児童の入所理由は，虐待が 241名

（51.8%），非虐待が 224名（48.2%）であった。 

  
分析の結果，すべての年齢群で親の養育態度が

悪くなると未処置歯率が高くなる傾向がみられた

（図 1）。また，幼児において，仕上げみがきの経
験がない，あるいは定期的な歯科受診習慣がない

と未処置歯率が有意に高くなった（P < 0.05）。し
かし，歯科保健行動，飲食習慣および一人平均未

処置歯率について，虐待群と非虐待群との間に統

計学的有意差は認められなかった。 

＜図 1＞年齢群別および養育態度別一人平均未処置歯率 

【考察】 
 近年，虐待だけでなく，子どもの情緒や行動，

性格形成など広範囲に深刻なダメージを与える行

為をmaltreatmentと呼ぶことが増えている。こ
れまで我々は，要保護児童の齲蝕経験者率が高く，

齲蝕処置完了者率が低いことを報告した 1)。今回，

要保護児童の生活習慣や歯科保健行動に入所理由

による違いがみられなかったことから，要保護児

童の保護者の養育能力不足と同時に，これらの小

児への積極的な歯科的介入の必要性が示唆された。

また，入所理由より養育環境の良悪の方が齲蝕罹

患との関連性が高かったことから，高い齲蝕罹患

が maltreatment の指標となることが示唆された。 
【文献】1）新里法子，他：一時保護された被虐待児童

の口腔内状況について，小児歯誌，50：237-242, 2012． 
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東京都多摩地区における小児在宅歯科医療の取り組み 
Launch a new network of home child dentist in the west area of Tokyo    

 
○山田裕之 1),2), 松田英恵 1), 小方清和 1)，佐藤潤子 1)，鈴木厚子 1)，田村文誉 2) 

Hiroyuki Yamada 1),2), Hanae Matsuda1), Kiyokazu Ogata1), Junko Sato1), Atsuko Suzuki1),  

Fumiyo Tamura2) 
 

（1）東京都立小児総合医療センター・小児歯科（東京）） 
1) Division of Pediatric Dent., Tokyo Metropolitan Children's Medical Center (Tokyo) 

（2）日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック（東京）） 
2) The Nippon Dental University Tama Oral Rehabilitation Clinic 

 
【背景】 
近年、小児医療の発展により低出生体重児や基礎疾

患を有する新生児が多く救命されている。そして、人

工呼吸器などの医療依存度の高い重症心身障害児（重

症児）が在宅へ移行するケースも増加してきている。

在宅療養中の重症児は、感染の危険性や、人工呼吸器

などの医療機器の問題で外出が困難であり、適切な歯

科医療を受けられていない可能性が高い。歯科医師側

の問題点としても、小児在宅医療を支える人材が少な

いことが考えられ、十分に対応できない可能性が示唆

された。そのため、東京都多摩地区（多摩地区）で在

宅療養中の重症児を対象とした、医科と歯科の医療連

携システムを構築し、歯科的対応を包括的に支援する

ための「多摩小児在宅歯科医療連携ネット（多摩小歯

ネット）」を平成27年1月に立ち上げた。 
【目的】 
多摩地区における小児在宅歯科医療の支援を行う

ためには、歯科医療側の現状把握を行う必要性がある。

そこで、多摩地区の歯科医師会の先生方に、「障害児

歯科治療アンケート」調査を行った。なお、アンケー

トには、「障害児とは重症心身障害児のことを示す」

と注釈を加えた。 
【方法】 
多摩地区の各歯科医師会に多摩小歯ネットの趣旨

を説明し、賛同を得たのち、アンケートの調査を行っ

た。内容については、現状が把握でき、専門外の先生

でも回答しやすい簡易的な形式で質問した。 
主たるアンケート内容（抜粋）を次に示す。 
質問A 「障害児」への「通院」での診療につい

てお聞かせください。 
質問B 「障害児」の「訪問」での診療について

お聞かせください。 

【結果】 
有効回答率は32%（573/1806名）であった。 
質問Aでは、「頻繁に行っている・時々行っている」
が 33.5%であり、「行っていないが興味がある」が
21.3%であった。質問Bでは「頻繁に行っている・時々
行っている」が5.5%で、「行っていないが興味がある」
が31.0%であった。 
【考察】 
今回の調査結果から、通院で重症児の受け入れを行

っている歯科医院が3割以上と比較的多いが、訪問を
行っている歯科医院が1割以下と少なかった。しかし、
興味があると答えた歯科医院が、「訪問での診療」で

3割以上あった。この結果を踏まえ、多摩小歯ネット
では、定期的な研修会を開催し学術的・技術的な支援

を行うことで、重症児に対応できる歯科医院を増やす

こと、また、歯科医院と後方支援病院との連携を強化

し、「小児在宅患者の口腔衛生管理は、近隣にある訪

問可能な、かかりつけ歯科医が行い、歯科治療が必要

な場合は、必要に応じて後方支援病院と連携する。そ

の子が発達し通院での受診が可能になれば、通院で対

応し、後方支援病院と連携しながら管理していく」と

いったシステム構築が必要であると考えた。 
現在、多摩小歯ネットでは、ホームページを作成し、

掲載の承諾が得られた、重症児に対応できる歯科医院

リストの掲示や、各歯科医院のマップ化（地図にプロ

ット）を行っている。また、後方支援病院や訪問看護

ステーションに受け入れ可能な歯科医院のリストを

配布する予定である。今後、定期的に研修会を開催し、

多摩地区における小児在宅歯科医療連携の整備と維

持向上を継続的に行う次第である。 
本研究は、「公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念
財団」の助成を受け行った。 
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日本小児歯科学会大会における託児室利用状況（第１報） 
A Usage Situation of Nursery Room at the Congress of Japanese Society of Pediatric Dentistry, 

Part 1  
 

○渥美信子，馬場篤子，下村－黒木淳子，茂木瑞穂，名生幸恵，藤岡万里， 
土岐志麻，浜野美幸，清水武彦，朝田芳信，井上美津子，高野博子 

Nobuko Atsumi, Atsuko Baba, Junko Shimomura-Kuroki, Mizuho Motegi,  
Sachie Naoi, Mari Fujioka, Shima Toki, Miyuki Hamano, Takehiko Shimizu,  

Yoshinobu Asada, Mitsuko Inoue, Hiroko Takano   
 

（日本小児歯科学会女性小児歯科医委員会） 
The Committee on Female Pediatric Dentist Relations of the Japanese Society of Pediatric Dentistry 

 
【目的】 
 日本小児歯科学会の女性会員を対象にアンケー

トを行った結果、継続就業のために仕事と育児と

の両立をサポートする事業として、学術大会での

託児室設置を希望する意見が多かった１）。そこで、

平成25年9月の日本小児歯科学会理事会において、
大会開催時の託児室設置の援助が承認され、現在

設置は必須となっている。そこで今回、平成 25～
28年度の託児室利用状況、利用者へのアンケート
結果および今後の検討課題について報告する。 
【対象と方法】 
 平成 25～28 年度に開催された各大会から提出
された託児室利用状況報告書より託児室利用者数

および年齢内訳を調査した。また、託児室を利用

した保護者を対象に、無記名、選択式（一部自由

記載）で実施したアンケートのうち、アンケート

用紙が保存されている 54名を調査対象者とした。
質問項目は下記の通りである。 
１．預けた保護者の性別、年齢、職業はどれか。 
２．今回の託児室設置を何で知ったか。 
３．利用料の自己負担はどの程度までならよいか。 
４．また預けたいと思うか。 
５．４ではいと答えた理由は何か。（複数回答可） 
６．４でいいえと答えた理由は何か。（複数回答可） 
７．大会会場と別の場所になっても利用したいか。

８．今回、託児室がなかったら大会への参加はど

うしたか。 
【結果】 
 平成 25年度は中部と九州地方会で、平成 26～ 
28年度は全国大会および 6地方会すべてで託児室 

 
が設置された。利用者数の合計は 110 名で、0 歳
代 13％、1歳代 31％、2歳代 16％、3歳代 13％、
4歳代 9％、5歳代 11％、その他 7％であった。 
１．預けた保護者は 96％が女性で、年齢は 30 歳
代が 70％、40歳代が 30％であり、職業は歯科医
師が 89％、歯科衛生士が 11％であった。 
２．託児室設置の情報は 57％がHPから得ていた。 
３．一人一日あたりの利用料の希望は、500～
10,000円で、最も多かったのが 3,000円であった。 
４．全員が「はい」と回答した。 
５．また預けたい理由としては、「学会に参加した

いから」が最も多く 53名であった。 
７．最も多かったのが「状況による」と回答した

もので 52％、「利用したい」が 39％であった。 
８．「参加した」48％、「参加しなかった」46％、
「わからない」6％であった。 
【考察】 
 今回の結果では、利用者は対応、料金、設備、

セキュリティに満足し、全員が「今後も利用した

い」と回答していた。利用した子どもの年齢は、0
～2 歳代までが 6 割を占めていた。授乳スペース
の確保や人数制限の変更など今後の課題もあるが、

「託児室がなかったら大会へは参加しなかった」

との回答が約半数あったことからも、学会開催時

の託児室設置は、育児中の方にとって、学会への

参加を促進する要因の一つであると考えられた。 
【文献】 
 1）馬場篤子，他：日本小児歯科学会に属する女

性小児歯科医への本音トークアンケート結果，

小児歯誌，50：383-392，2012． 
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臨床の現場から小児の睡眠と呼吸を考える 
第 1報 最近の小児の睡眠環境に関する実態調査 

Consideration for Pediatric Sleep-disordered Breathing on a Clinical Site 
－The Survey of Sleep Environment in Pediatric Patients－ 

 
◯小肩敏江，外木徳子，堀川早苗，隝田みゆき，中川さとみ，杉野道崇， 

松田雅子，清水清恵 外木守雄* 
Toshie Ogata, Noriko Tonogi, Sanae Horikawa, Shimada Miyuki, Satomi Nakagawa, 

Michitaka Sugino, Masako Matuda, Kiyoe Shimizu, Morio Tonogi* 
（千葉県小児歯科睡眠呼吸障害研究会 *日大・歯・口腔外科） 

The academy of resarch for pedodontics sleep-disordered breathing in Chiba, 
* Nihon Univ. School of Dentistry Dept. Oral and Maxillofacial Surgery, Sleep Surgery unit 
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【目的】 
睡眠時無呼吸症（SAS）は小児の成長や学習，発

達障害及び行動異常などに影響するとされる。そ

の亜型である上気道抵抗症候群（UARS）は，睡眠
中に上気道の抵抗が強くなって眠りの質が影響さ

れる睡眠関連呼吸障害の一つで，小児に多いとい

われる。小児歯科の現場において，UARS を早期
に発見し，適切な対応をするためには，その実態を

把握する必要がある。そこで，我々は小児の睡眠に

関するアンケート調査および口腔内診査を行った

ので，その結果を報告する。 
【対象と方法】 
対象は 2014年 3月〜2016年 8月に千葉県小児
歯科睡眠呼吸障害研究会所属の歯科医院（9 施設）
を受診した小児のうち，研究の主旨に同意が得ら

れた矯正治療経験のない 3〜12歳の 1146名（男児
599名，女児 547名）である。これらの小児の保護
者に対して，宮崎らの小児睡眠呼吸障害問診票を

もとに，睡眠中の様子，日中の様子，身体的状態に

関する 29項目のアンケート調査を実施した。同時
に，咬合状態，口蓋扁桃肥大の程度（Brodsky 分
類），口腔咽頭スペースと舌の関係（Mallampati分
類）を記録し，その傾向を分析した。本研究は日本

大学歯学部倫理委員会の承認を得ている（日大倫

理許可番号:EP16D006）。 
【結果】 
睡眠時間は 9〜10 時間が最も多かったが，6 歳

以下で 6時間や 10歳以上で 12時間を超える小児
も存在した。睡眠中の開口は 63.8%，日中の開口は

52.9%と半数以上の小児に開口があった。いびきは
40%近くの小児にみられ，睡眠中に胸がへこむ，息
が止まるといった睡眠関連呼吸障害が疑われる回

答が数%あった。鼻づまりがよくあるかという質問
に対し，あてはまる・非常にあてはまるという回答

は全体の 19.8%で，どちらかといえばあるも含め
ると 39.9%となった。アデノイド・口蓋扁桃肥大を
指摘されたことがある小児は 13.5%いた。口蓋扁
桃が中咽頭の 75％以上を占めるBrodsky分類 4度
は全体の 7.2％，Mallampati 分類で最も重度の
ClassⅣは 26.1%であった。ともに年齢が上がると
重度の割合が減少する傾向にあった。不正咬合は

40.9%にみられた。 
【考察】 
睡眠時間はほとんどの小児で十分であると考えら

れたが，中には年齢に不釣り合いな睡眠時間の小

児も存在し，睡眠衛生指導の必要性が示唆された。

また，鼻づまりのある小児の割合に比べ睡眠時や

日中に開口している小児の割合が高く、習慣性開

口が疑われた。小児の SASや UARSのような睡眠
関連呼吸障害の原因は鼻閉，扁桃肥大とされるが，

扁桃肥大が加齢により軽症化することを加味する

と，不正咬合を含めたその他の口腔諸問題が小児

の睡眠の質や睡眠関連呼吸障害の発現に関連する

可能性があると考える。 
【文献】 
1) 宮崎総一郎編：小児の睡眠呼吸障害マニュア

ル．全日本病院出版会，東京，pp70-94，2012. 
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臨床の現場から小児の睡眠と呼吸を考える 
第２報 小児のいびき そこから見えてくるもの 

Consideration for Pediatric Sleep-disordered Breathing on a Clinical Site 
－The Significance Fact from Pediatric Snore－ 

 
○外木徳子，隝田みゆき，中川さとみ，清水清恵，小肩敏江，堀川早苗， 

松田雅子 荻澤翔平＊，外木守雄＊ 

Noriko Tonogi, Miyuki Shimada, Satomi Nakagawa, Kiyoe Shimizu, Toshie Ogata,  
Sanae Horikawa, Masako Matsuda, Shouhei Ogisawa*, Morio Tonogi* 
（千葉県小児歯科睡眠呼吸障害研究会, * 日大・歯・口腔外科） 

 The academy of research for pedodontics sleep-disordered breathing in Chiba,  
* Nihon Univ. School of Dentistry Dept. Oral and Maxillofacial Surgery, Sleep Surgery unit 
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【目的】 
小児の心身の成長発育に悪影響を及ぼす上気道

抵抗症候群（UARS）を早期発見し適切に対応す
ることは，我々小児歯科医の重要な役割のひとつ

である。そこでその糸口を探るため，我々は小児

の睡眠関連呼吸障害（SDB）のスクリーニング項
目についてアンケート調査を行ってきた。その中

で主症状の一つであるいびきは，保護者が最も気

付きやすい症状であり，問診もしやすい。第２報

では，いびきの有無に注目しその他の因子との関

連について検討した。 
【対象と方法】 
対象は 2014年 3月～2016年 8月に千葉県小児

歯科睡眠呼吸障害研究会に所属する歯科医院(9施
設)を受診した小児のうち，研究の主旨に同意を得
られた 3～12歳の 1146名（男児 599名，女児 547
名）である。口腔内診査と同時に保護者に対して

宮崎らの小児睡眠呼吸障害問診票をもとにアンケ

ー ト 調 査 を 行 っ た 。（ 日 大 倫 理 許 可 番

号:EP16D006）今回はいびきとその他のアンケー
ト項目，口蓋扁桃肥大の程度（Brodsky分類），口
腔咽頭スペースと舌の関係（Mallampati 分類）
および咬合状態との関連を調査した。 
【結果】 
いびきありの小児は全体の 39.1%で，男児に多

かった。また，いびきの頻度が高いほど男児の割

合は高くなった。いびきありの小児の 82.8%に睡
眠時の開口が，67.７%に日中の開口がみられ，い
びきなしの小児の睡眠時 51.3％，日中 43.1％と比

較して高かった。その他の項目のうち，睡眠中に

苦しそうな呼吸をしている，咳き込む，日中の鼻

づまりは，いびきありの小児において発現率が高

い傾向であった。口蓋扁桃肥大の程度については，

Brodsky分類で最も重症である 4度の割合はいび
きなしの小児で 4.9％だったのに対し，いびきが週
3 回以上みられた小児では 22.4％と高かった。こ
のようないびきの頻度による差は，Mallampati 
分類では見られなかった。正常咬合においては，

いびきありの小児が 36.4％で，いびきなしの小児
の 63.6％と比較して低い割合であった。 
【考察】 
歯科臨床の現場では，小児の健全な成長発育を

第一に考えた幅広い情報収集と対応が望まれる。

今回の調査で小児のいびきは様々な SDB の症状
も併発しうること，UARSの兆候を示す重要なサ
インであることが再認識された。そこで通常の口

腔診査に加え，いびきをはじめとする睡眠呼吸障

害の問診，開口状態の観察，口蓋扁桃の診査の重

要性を啓発していくことが必要である。特にいび

きが頻繁に見られる小児に対しては，注意深く観

察し，関連医科施設との連携なども考慮すべきで

ある。また，不正咬合との関連性についてもさら

に検討を加えていく必要性が示唆された。

【文献】 
1） 岩崎智憲：小児期の上気道通期障害がもたら

す顎顔面歯列咬合形態への影響と小児歯科か

らの睡眠医療への貢献，小児歯誌，54：1-8，
2016  
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臨床の現場から小児の睡眠と呼吸を考える  
第３報 睡眠時呼吸停止がみられた小児についての検討 

Consideratio  f r Pediat c Sleep-diso de ed Breath g n a Clinical Site  
－The Study of Sleep Apnea in Ped atr c Pat ents  
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臨床の現場から小 の睡眠   
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【目的】 
 閉塞性睡眠時無呼吸症（OSA）のような睡眠関

連呼吸障害は健全な小児の成長発育に悪影響を及

ぼす可能性がある。その発現はまれでないとされ

るが，それを裏付ける疫学調査は少なく実態は不

明である。そこで我々は，小児睡眠呼吸障害関連

項目を中心としたアンケート調査を実施し，結果

を報告してきた。今回は睡眠中に息が止まること

があると回答した小児に着目し，その内容や口腔

所見について OSA の徴候がない小児と比較した。 
【対象と方法】 
 対象は 2014 年 3 月〜2016 年 8 月に千葉県小児

歯科睡眠呼吸障害研究会に所属する歯科医院（９

施設）を受診した小児のうち，研究の主旨に同意

が得られた 3 歳～12 歳の 1146 名である。これら

の小児の保護者に対して宮崎らの小児睡眠呼吸障

害問診票を元にアンケート調査を実施した（日大

倫理許可番号 EP16D006 ）。その中で，睡眠中に

息が止まることがあると回答した小児 53 名を呼

吸停止群として抽出した。そして，OSA に関連す

るとされる 7 つの質問項目（睡眠中のいびき・苦

しそうな息・胸がへこむ・息が止まる・息をさせ

るためにゆする・睡眠中，日中の開口）すべてに

症状がないと回答した 243 名の小児を正常群とし，

アンケート結果，口蓋扁桃肥大の程度（Brodsky
分類），口腔咽頭スペースと舌の関係（Mallampati
分類），咬合状態について両群間で比較検討した。 
【結果】 
 呼吸停止群の 75.5%は男児であった。正常群に

性差はなかった。呼吸停止群の 80%以上に睡眠中

や日中の開口がみられ，いびきや苦しそうな息を

している小児も多かった。7 項目以外の項目につ

いて両群間で比較すると，呼吸停止群において寝

相や寝起きが悪く，落ち着きがない小児の割合が

高く，鼻づまりもよくみられる傾向にあった。ア

デノイド・口蓋扁桃が大きいといわれた経験につ

いて，呼吸停止群では約半数があると回答したが，

正常群ではわずか 6.2%であった。呼吸停止群にお

いて Brodsky 分類 3 度・4 度（口蓋扁桃が中咽頭

の 50％以上を占める）の割合が高い傾向にあった。

呼吸停止群の小児で Mallampati 分類 ClassⅠは

少なかった。正常咬合の割合は呼吸停止群 49.1%
に対し，正常群 72.0%であった。上顎前突は正常

群全体の 4.9%に対し，呼吸停止群では 22.6%を占

めていた。また呼吸停止群において 8 歳以上は 20
名存在したが，その中の 13 名に不正咬合があり，

1 名を除く 12 名に上顎前突か開咬がみられた。 
【考察】 
 睡眠中に息が止まった経験のある小児では開口

が多くみられ，口腔からみた咽頭腔の大きさは狭

く，上顎前突の割合が高かった。このような小児

については睡眠情報を収集し，必要に応じて保護

者に適切な指導をすること，口腔周囲筋のトレー

ニングをすること，口呼吸や咬合の改善を図るこ

となどが将来の OSA 予防につながると考える。 
【文献】 
１）宮崎総一郎編：小児の睡眠呼吸障害マニュア

ル．全日本病院出版会，東京，pp70-94，2012. 
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治療経過監視ツール『デンタルモニタリングシステム』の有効性について 
On the effectiveness of the dental monitoring system for treatment progress monitoring 

 
○中村朋美(DDS)*,** ***，中村徳三(DDS)*，大場英和(DDS)*，江田康輔(DDS)*，中村昭博(DDS)*， 

渡部茂(DDS)*,白川哲夫(DDS)** 
 

○Tomomi Nakamura, Norimitsu Nakamura, Hidekazu Oba, Kousuke Eda, Akihiro Nakamura, 
Shigeru Watanabe, Tetsuo Shirakawa  

 
（*明海大・歯・口腔小児，**日大・歯・小児歯, ***医療法人社団徳朋会中村デンタルクリニック） 

Meikai Univ. Dept. Pediatric Dent. and Nihon Univ. Dept. Pediatric Dent. and Medical Corporation  
Tokuhoukai Nakamura Dental Clinic 

【目的】 
 『デンタルモニタリングシステム』とは，スマ

ートフォンを使用し,患者自身が歯列写真を撮影
し,主治医にデータが送信される治療サポートシ
ステムである.開発したアルゴリズムを使って,治
療前の歯列の 3Dモデルが作製され,送信された写
真が分析・比較され,全ての歯が一歯一歯分析され,
動きが数値化され,臨床的に適切な結果であるか
歯科医師が判断できる.今回,このシステムを用い
て観察を行った患者の保護者,歯科医師を対象に
それぞれアンケート調査を行い,その有効性につ
いて検討を行ったので報告する. 
【対象と方法】 
 矯正治療を行った患者のうち『デンタルモニタ

リングシステム』を利用した患者の保護者及び患

者 30 名(10～16 歳の患者)と本学歯学部小児歯科
医員 10 名を対象とし,それぞれのアンケート調査
を実施した. 
【結果】 
 1.患者の保護者用アンケート結果 
『デンタルモニタリングシステム』は,いかがで
したかは,「とてもよかった」（23％）,「良かった」
(73％),「どちらともいえない」(3.3％)となった.
良かった点はどのような事でしたかは,「子供が治
療に前向きになった」(80％),「病院に行かなけれ
ばならない時を教えてくれた」(93.3％),「スタッ
フとのコミュニケーションや連携が促進された」

(73.3％)その他(20％)「子供の気分転換になってい
た」,「忙しいので治療回数が減って良かった」な
どとなった. 『デンタルモニタリングシステム』
のような治療サポートシステムは,より良い矯正

治療に有効だと思いますかは,「とても有効」(60％),
「有効」(36.6％),「どちらとも言えない」(3％)と
なった.どの質問に対しても「良くなかった」「全
く良くなかった」との回答は 0％であった. 
2.歯科医師用アンケート結果 
『デンタルモニタリングシステム』は,患者との信
頼の構築ツールとしてどの程度有効でしたかは,
「非常に有効」(50％),「有効」(30％),「どちらと
も言えない」(20％)となった.スムーズな矯正治療
のサポートシステムとしてどの程度有効でしたか

は,「非常に有効」(50％),「有効」(40％),「どちら
とも言えない」(10％)となった. 
【考察】 
 【考察】矯正治療は他の治療よりも治療経過の

観察が多いと言える.また,拡大装置の拡大やアラ
イナー,リテーナー装着に協力してくれているか
患者の申告によることも多い.しかし, 『デンタル
モニタリングシステム』は特許取得済みのアルゴ

リズムを使用して全方向で 0.1mm 単位と角度

0.5°の正確さで算出されるため,その分析結果に
異常があれば,歯科医師に通知が届く.また,アクテ
ィビティ・グラフにより,治療の効果をリアルタイ
ムで判断できるため,拡大の指示,アライナーやア
ーチワイヤーの交換時期を見極めることができ,
診察時期を患者の生体反応に合わせて定めること

ができるため,歯科医師,患者も時間を有効利用で
き,余計な診察に費やす時間の節約に繋がると思
われる.アンケート結果からも『デンタルモニタリ
ングシステム』は患者,保護者からみて矯正治療を
スムーズに且つ時間の有効活用にも有効であると

思われた. 
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子供療養支援士の支援を受けた場面緘黙症患児の歯科適応への取り組みの一例 
A case of dental adaptation for selective mutism children with CLS support 

 
○種市梨紗， 大島昇平，八若保孝＊  

○Risa Taneichi, Syouhei Ooshima, Yasutaka Yawaka* 
 

（北大病・歯・小児・障害，*北大・院歯・小児障害） 
Hokkaido Univ. Hosp. Dent. Clinic of Div. Oral Rehab., 

Hokkaido Univ. Grad. Sch. Dent. Med. Dent. for Children and Disabled Persons 
【目的】 

場面緘黙（選択性緘黙）は，言語能力（発語や

理解）に問題がないにも関わらずある特定の状況

になると一貫して話すことができない小児期の不

安障害と言われており，発症率は低く女児に多い

と報告されている 1)．未だに原因や病態について明

らかでない点も多く，欧米に比較して日本では治

療や支援の体制がさらに遅れている．今回我々は

不安が強く，言語的コミュニケーションを樹立す

ることが困難な場面緘黙児に，他業種と連携した

行動療法を行い歯科適応に対する良好な結果を得

ることができたので報告する． 
【症例】 
初診日：平成 26 年 3 月 20 日 
患児：7 歳 11 か月（初診時）の女児 
主訴：むし歯を治したい 
全身疾患：＃1 場面緘黙, ＃2 不安障害 
現病歴：3 歳児検診にて緘黙状態を指摘され，小児

科での精査を経て，平成 23 年 6 月に小児精神科で

上記のように診断され，1 年に 1 回の定期管理を受

けていた．平成 25 年 12 月に保護者の仕事の都合

で札幌市に転入．保護者がう蝕に気づき，自意にて

近医を受診するも，診療への協力が得られず，平成

26 年 3 月当院を紹介で受診された． 
【結果】 

初診時，母と二人で来院．待合室から緊張した様

子で，診療室への入室は多大な労力と時間を要し，

壁に張り付いたままで，診療台から離れた椅子に

座ってもらうことも困難であった．保護者への問

診で，転入後は精神面のフォローは受けていない

現状があった．歯科的な自覚症状がみられなかっ

たため，まずは小児精神科の受診を促し，精神面の

現状の把握と当科における歯科的トレーニングに

よる口腔内の現状の把握を並行して実施していく

ことを相談にて決定した． 

その後数回は，通法どおりの行動調整で患児の

不安の軽減を図ったが大きな効果は得られなかっ

た．その為，通常は当院小児科病棟で小児および家

族の心理社会的支援をおこなっているチャイルド

サポート（CLS,HPS,子供療養支援士など）の利用

を検討し，保護者へ介入の説明と同意を得た．介入

の目的を，歯科や歯科医療スタッフに対する不安

や恐怖の軽減と診査・診断に必要な検査への精神

的サポートとした．初めは介入時間を 30 分，歯科

診療時間を 15 分として 1 月に 1 回実施した．あそ

び（工作など）を利用することで，患児のストレス

や不安の軽減を図り，診療への円滑な導入を試み

た．患児からの発語がないため，非言語コミュニケ

ーションツールとしてチャイルドサポートがタブ

レット端末を，歯科医師が交換日記を利用し，信頼

関係の構築と共に患児の自発的行動や選択を促し

た．協力度は一進一退したが，現在発語こそみられ

ないものの，診療室での表情は穏やかで，非言語的

応答（頷きや指差し，筆談等）が可能となり，歯科

診療への協力も年齢相応のものとなっている． 
【考察】 

小児の歯科診療では，行動調整を行うことは必

要不可欠である．今回の症例で医療行為に携わら

ない職種からの患児に対する行動療法の利点を改

めて認識できた．歯科医療は不安や恐怖の対象に

なりやすい環境である．まだ日本における認知度

の低い子供療養支援士らの活躍の場が増え，スト

レスや不安の少ない医療が提供できる一助になっ

ていくことが望まれる． 
【文献】 

1) Esposito. M, Gimigliano.F, et al. : Pediatric 
selective mutism therapy: a randomized 
controlled trial. Eur J Phys Rehabil 
Med,10:2016. 

小児歯科学雑誌 55（2）：195 2017 195

P-019



歯と口の健康のための絵本を活用した歯科治療の行動変容の有効性について

About the effectiveness of the behavioral modification of the dental treatment  
for which a picture book for health of a tooth and the mouth was utilized. 
○大野慧太郎* **，森川和政*，大野陽真* **，大野秀夫**，牧 憲司*

Keitarou Ohno, Kazumasa Morikawa, Youma Ohno, Hideo Ohno, Kenshi Maki 
 

（*九歯大•小児歯, **(医)おおの小児矯正歯科(下関)） 
Division of Developmental Stomatognathic Function Science, Department of Health  
Improvement, Kyushu Dental University. Ohno Pediatric and Orthodontic Dentistry

 
【目的】

小児歯科治療において子どもが治療内容を理解

することが難しく,体験したことがない事や想像

できない事に対して不安や緊張感から不適応行動

を起こし,治療の妨げとなる場合がある。このよう

な子どもの心身の反応の表出を予防・制御し,子ど

も,養育者そして医療者が快適な環境下で歯科治

療が行えるように(医)おおの小児矯正歯科では行

動変容の視覚媒体として歯と口の健康のための絵

本(以下絵本と省略)を活用して歯科治療を行って

いる。絵本とは障がい児の視覚支援に用いる絵カ

ードを本のように綴じることで物語にしたもので

ある。今回,絵本を活用した歯科治療の行動変容の

有効性について検討したので報告する。

【対象と方法】

1.調査対象および内容

調査対象は健常児で,絵本を活用した患児(以下

活用群)および絵本を活用しない患児(以下対照

群)とした。調査内容は絵本を活用した歯科治療の

行動変容の有効性について,医療者の視点で評価

した。治療内容は齲蝕治療(コンポジットレジン充

塡,乳歯冠),シーラント(小窩裂溝塡塞法)および

薬物塗布(サホライド®,ビーブランド・メディコー

デンタル,大阪,ナノシール®,日本歯科薬品株式会

社,山口)の 3 種類とした。

(1)活用群

齲蝕治療は 33 名(平均年齢 4 歳 7 か月),シーラ

ントは32名(平均年齢4歳 4か月)および薬物塗布

は 31 名(平均年齢 3歳 4 か月)であった。

(2)対照群

対照群は歯科治療に入る前に行動変容療法を行

った。齲蝕治療は 27 名(平均年齢 4 歳 10 か月),

シーラントは17名(平均年齢4歳 3か月)および薬

物塗布は 22 名(平均年齢 3歳 7 か月)であった。

2.評価方法

患児の歯科治療の協力度の評価は医療者が協力

度を 5 段階評価［5(大変良い),4(良い),3(どちら

でもない),2(悪い),1(大変悪い)］と評価した。な

お,本研究は九州歯科大学研究倫理委員会の承認

(承認番号13-64,2013年 12月 24日)を受けて行っ

た。

【結果および考察】

1.活用群

協力度の評価値は平均値で齲蝕治療3.7,シーラ

ント 4.4 および薬物塗布 3.5 であった。評価値は

3.5 以上でほぼ良好な行動変容をした。

2.対照群

協力度の評価値は平均値で齲蝕治療3.4,シーラ

ント 3.2 および薬物塗布 3.0 であった。

3.活用群と対照群の比較

活用群は対照群と比較していずれも高値を示し、

有意差が認められた。絵本を活用した治療は有効

であった。

【結論】

絵本は絵と文字の両方から情報を伝える事で，

子どもにとって楽しみを提供する。また,絵本は子

どもの感性や想像力を育み,情動的安定にも役立

つことで歯科治療行動変容の視覚媒体として有効

であることが示唆された。
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小児歯科領域における口腔内スキャナーの有用性の検討 
Evaluation of usefulness of intraoral scanner in pediatric dentistry 

 
○村井雄司，九津見茂子，首藤かい，近藤有紀，藤田裕介 

小橋美里，倉重圭史，疋田一洋*，齊藤正人 
 

Yuji Murai, Shigeko Kutsumi, Kai Shudou, Yuki Kondo, Yuusuke Fujita 
Misato Kobashi, Yoshihito Kurashige, Kazuhiro Hikita*, Masato Saitoh 

（北医療大・歯・小児歯科，*北医療大・歯・デジタル歯科医学） 
Health Sciences Univ. of Hokkaido.  

Div. of Ped. Dent. and Divi. of Digital Dent. 
 
【目的】 

小児歯科臨床において口腔内状況の把握や成長

発達の管理のため，印象採得にて研究用模型を作

製し，歯冠や歯列弓の分析を行うことで，現在お

よび将来の口腔状態を把握・推測することが可能

である。しかし従来の印象採得では，歯科治療経

験の尐ない小児には困難なことが多く，さらに，

長期に渡る複数の研究用模型の保管には資源を要

する。 
近年，CAD/CAM 冠の普及に伴いデジタル化が

進み，補綴のみならず矯正歯科領域でも口腔内ス

キャナーを使用した光学印象が導入されているが，

小児歯科領域ではいまだ広く普及されていない． 
そこで本研究は口腔内スキャナーを用いた光学

印象を行い，得られたデータや光学印象時の使用

感を考察することで，今後の小児歯科領域におけ

る有用性を検討することを目的とした。 
【対象と方法】 

小児およびその保護者で同意が得られ，治療に

対し協力的な 6 名（男児 4 名，女児 2 名）を対象

とし，印象採得（アルジネート印象，光学印象）

を同一日に行った。光学印象には口腔内スキャナ

ーとして TRIOS®（3shape）を使用した。アルジ

ネート印象採得後，研究用模型を作製した。同一

小児の，①口腔内スキャナーにより直接口腔内か

ら得た三次元データ，②研究用模型をスキャンし

て得た三次元データ，③研究用模型から直接計測

したデータ，それぞれを比較検討した。なお，本

研究は北海道医療大学個体差医療科学センター倫

理委員会の承認を得て実施した。 
 

 
【結果】 

口腔内スキャナーを用いた光学印象は，アルジ

ネート印象材による印象採得に比べ時間を要する

傾向が高かったが，採得時の違和感や疼痛を訴え

る小児は認められなかった。また①，②および③

の模型分析を行った結果，対象者すべてにおいて

歯冠幅径，歯列弓幅径および長径などに有意な差

は認められなかった。 
【考察】 

口腔内スキャナーを用いた光学印象は，その精

度も従来の印象と比較し同程度であることが報告

されているが 1)，本研究からも同様の結果が得ら

れたため，光学印象は小児に対しても有効である

ことが示唆された。 

流動性をもつ従来の印象法は嘔吐反射を有する

小児に対し使用は困難であるが，口腔内スキャナ

ーを用いた光学印象により嘔吐反射も軽減され，

それに伴うトラウマ形成も尐ないことが考えられ

る。また，研究用模型がデータ化されることによ

り測定が容易であり管理も行いやすい。しかし，

小児の口腔では使用した口腔内スキャナーのスキ

ャンチップサイズが大きく，特に上顎臼歯部頬側

面の採得が困難であること，唾液量が多いことな

ど，小児特有の口腔内環境により，成人に比べ小

児は光学印象採得に時間を要することが今後の課

題である。 
【文献】 

1）四ツ谷 護他：口腔内スキャナーを用いた光

学印象により製作された前歯部ジルコニアセ

ラミックブリッジフレームの適合性に関する

研究，歯科学報，114：227-234，2014． 
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開業医における日帰り全身麻酔下での歯科治療

○奥 猛志，堀川清一＊，大内山晶子，坂口知穂，才原由美子

○

（医療法人 おく小児矯正歯科、堀川歯科医院 ）

、

【はじめに】

障害者や非協力児等の歯科治療では行動調整の

手段の一つとして全身麻酔がある。全身麻酔下で

の歯科治療は無意識下で行うため、抑制治療によ

る心的外傷が無い、治療の効率が良い、質の高い

治療が得られるなどの利点がある。全身麻酔は大

学病院などの入院設備の整った高次医療機関では

実施されているが、一般開業医での実施は少な

い。一般開業医でも入院の必要の無い日帰り全身

麻酔であれば、十分な麻酔の知識、技術、設備の

もと、整備された環境で経験豊かな歯科麻酔医が

行えば、安全に行える。

おく小児矯正歯科では細心の注意の中で日帰り

全身麻酔下の歯科治療の提供を行っているので、

概要について報告する。

【概要】

＜日帰り全身麻酔までのスケジュール＞

１．診査・患者説明

２．歯科麻酔医による術前診査（必要に応じて医

科対診）

３．全身麻酔下歯科治療

４．術後歯科健診

＜全身麻酔下歯科治療の手順＞

１．モニター装着

２．導入

３．気管挿管

４．口腔内写真撮影

５．Ｘ線検査（口腔内、胸部）

６．治療（術中採血）

７．口腔内写真撮影

８．覚醒・帰宅

９．術後経過確認

＜症例＞

平成 年 月～ 月までに、述べ 名に対し

て日帰り全身麻酔下での歯科治療を行った。その

うち 名は 回実施した。

患者概要：男性 名、女性 名、平均年齢 歳

（ ～ 歳）

障害名：健常者 名、自閉症 名、精神発達遅滞

名、脳性まひ 名、ダウン症 名

全身疾患：喘息 名、先天性心疾患 名、食物アレ

ルギー 名、てんかん 名

麻酔時間：平均 時間 分（ 時間 分～ 時間

分）

治療時間：平均 時間 分（ 分～ 時間 分）

治療内容：う蝕治療 名（ 名平均 本）、埋伏

歯抜歯 名、小帯切除 名、歯周治療 名（重複

有）

術後合併症：術後嘔吐１名

【まとめ】

抑制下での歯科治療の肉体的・心理的問題が取

りざたされる中、日帰り全身麻酔下での歯科治療

は、安全かつ確実な治療を確保できる手段として、

障害者や非協力児等の行動管理として今後さらに

ニーズが増えてくることが予想された。

課題として、安全性を考慮すると日帰り麻酔で

は麻酔時間に制約があり、治療可能な内容が限ら

れること、治療により確実性とスピードが求めら

れることが挙げられた。また、補綴処置が必要な患

者の 回目の行動管理も検討しなければならない。

さらに、実施にあたっては多くのスタッフや時間

の確保が必要であるため、キャンセルへの対策も、

安定運営のための課題と考えられた。

【文献】

１）ロナルドＤ．ミラー ミラー麻酔科学、メデ

ィカル・サイエンス・インターナショナル、東京

、

２）日本麻酔科学会、日本臨床麻酔学会、日帰り

麻酔研究会：日帰り麻酔の安全のための基準ガイ

ドブック、克誠堂出版株式会社、東京、
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小児の唾液流量とタンパク質解析によるバイオマーカーの検討 

Analyses of oral disease markers including saliva flow rate and salivary proteins in children

 
○下村－黒木淳子，梨田智子*，島田路征**，林－坂井幸子***，関本恒夫 

Junko Shimomura-Kuroki, Tomoko Nashida*, Michiyuki Shimada**, Sachiko Hayashi-Sakai***, and Tsuneo 

Sekimoto

 
（日歯大・新生歯・小児歯，*日歯大・新生歯・生化，**日歯大新潟病院・小児歯，***新大病院・歯放） 
The Nippon Dental Univ. Sch. Life Dent. Niigata Dept. Pediatric Dent., *The Nippon Dental Univ. Sch. Life Dent. 

Niigata Dept. Biochem., ** The Nippon Dental Univ. Niigata Hosp. Dept. Pediatric Dent., and ***Niigata Univ. 

Div. Oral Maxillo. Radiol.
 
【目的】 

 近年、小児の唾液分泌量が過去に比較して減少

してきているのではないか、との印象をもつ小児

歯科医療関係者が少なからず存在する。また、以

前と比べて齲蝕以外の疾患が増加している印象も

持たれている。しかし、小児を取り巻く環境が時

代とともに変化しているにも関わらず、唾液分泌

量の量的・質的変化に関する研究は行われていな

い。時代変化による唾液分泌量の変化を調べるに

あたり、現状を知る必要がある。

そこで本研究では、小児の唾液分泌量および詳

細な構成成分を調べ、口腔疾患、口腔環境、およ

び多種類の唾液タンパク質との相関性を調べるこ

とにより、口腔疾患の発現をモニタリングできる

ファクターを抽出することを目的とする。

【対象と方法】

 対象は日本歯科大学新潟病院小児歯科に来院す

る乳歯列期から永久歯列期までの患児とした。研

究対象者となる患児より、刺激唾液を計測しなが

ら採取し（唾液流量）、これを試料として唾液緩衝

能検査、タンパク質および糖タンパク定量、およ

び Western blotting によるタンパク質解析を行った。

Western blotting は一定のタンパク質量を泳動し、

得られたバンドは全て数値化して統計に用いた。

また、同日に対象患児の口腔内診査を行い、口腔

内状況を記録した。

 なお、本研究は日本歯科大学新潟生命歯学部倫

理審査委員会の承認を得て行った（承認番号

ECNG-R-274）。また、本研究を行うにあたり、全

ての患児および保護者に対し研究目的の十分な説

明を行い、同意を得た。

【結果】

 重回帰分析の結果、dmft/DMFT は糖タンパク量

が多いほど有意に増加し（p<0.05）、amylase タン

パク量が多いほど有意に減少した（p<0.001）。ま

た、唾液流量は唾液緩衝能が高いほど有意に増加

し（p<0.001）、また Bpifb1 タンパク量が多いほど

有意に増加した（p<0.05）。

【考察】

 今回の結果より、唾液中に含まれる糖タンパク

量が多いと dmft/DMFT が増加、つまり齲蝕罹患率

が上昇したことから、糖タンパク質を多く含む唾

液を有する場合、齲蝕感受性が高くなる可能性が

示唆された。また唾液中の amylase タンパク量が

減少するほど齲蝕罹患率が増加した結果から、唾

液中の amylase が齲蝕感受性に関与している可能

性についても示唆された。さらに、Bpifb1 は自然

免疫系に関連すると言われている抗菌タンパク質

の 1 つであるが、緩衝能が高いほど唾液流量が増

加し、またこの Bpifb1 タンパク量が多いほど唾液

流量が増加したことからも、Bpifb1 は口腔疾患に

対し何らかの作用を及ぼしている可能性が考えら

れた。

 本研究により、唾液中に含まれる糖タンパク質

の定量、および amylase や Bpifb1 を含む多種類の

唾液タンパク質の成分・定量解析を行うことは、

小児の齲蝕感受性をモニタリングできるファクタ

ーを抽出する有効な手法である可能性が示唆され

た。

【会員外共同研究者】

1) 日本歯科大学新潟生命歯学部歯科理工学講

座 宮川行男教授   
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小児口腔より分離されたラクトバシラスが Streptococcus mutans のバイオフィルム形成に与える
影響 

Effects of Lactobacillus strains isolated from children on biofilm formation by Streptococcus 
mutans 

 
○	森本節代, 高島由紀子, 仲野道代 

○Setsuyo Morimoto, Yukiko Takashima, Michiyo Matsumoto-Nakano 
 

（岡大・医歯薬・小児歯） 
Okayama Univ. Dept. Pediatric Dent. 

【目的】 
	 Streptococcus mutans は齲蝕の主要な病原性
細菌であり、その齲蝕原性の代表的なものとして

グルコシルトランスフェラーゼおよびグルカン結

合タンパクによるバイオフィルム形成が挙げられ

る。一方、齲蝕の発症および進行にラクトバシラ

スが関連しており、S. mutansと混合するとその
齲蝕原性能が高まることが報告されている。今回

我々は小児口腔の健全部位および齲蝕部位よりラ

クトバシラスを分離し、S. mutansの齲蝕原性能
およびバイオフィルム形成に与える影響について

検討を加えたので、これを報告する。 
【対象と方法】 
	 本研究は、岡山大学医歯薬学総合研究科の倫理

委員会の承認のもと、岡山大学病院小児歯科を受

診された患児の口腔内の齲蝕部位および健全部位

よりプラークを採取し、ラクトバシラスの分離お

よび菌種の同定を行った。これらのラクトバシラ

スを用いて、スクロース依存性平滑面付着能およ

びバイオフィルム形成能の測定を行った。またラ

クトバシラスが S. mutans MT8148に及ぼす影響
を検討するため 2-コンパートメントシステムを用
いてセルカルチャーインサート内の液体培地にラ

クトバシラスを播種し、コンパニオンプレート内

の S. mutans と同時に培養した。培養後の S. 
mutans バイオフィルムの構造を共焦点レーザー
顕微鏡にて観察するとともに、バイオフィルムの

全 RNA を抽出しグルコシルトランスフェラーゼ
およびグルカン結合タンパクをコードする遺伝子

の発現量をリアルタイム PCR法にて解析した。 
【結果】 
	 齲蝕部位から採取した全てのプラークからラク

トバシラスが分離されたが、健全部位からは 30％
の検出率であった。齲蝕部位からは、Lactobacillus 

salivarius が最も多く検出された。分離された菌
を用いて行ったスクロース依存性平滑面付着では、

Lactobacillus brevis に お い て 最 も 高 く 、
Lactobacillus fermentum と L. salivarius がそ
れに続いた。バイオフィルム形成も L. brevisにお
いて最も高く、L. salivarius および Lactobacillus 
plantarumがそれに続いた。一方、ラクトバシラ
スとMT8148を同時に培養した実験において、L. 
salivarius と MT8148 を同時に培養した時、
MT8148 単独の場合と比較して有意にバイオフィ
ルム形成量が増加した。またスクロース依存性付

着能は L. salivarius	 および L. plantarum と

MT8148を同時に培養した時、MT8148単独の場
合と比較して有意に付着率が増加した。リアルタ

イム PCR 法の結果、MT8148 単独の場合と比較
して、L. plantarum, Lactobacillus rhamnosus, 
Lactobasillus lactis, および L. brevisが共存した
場合 gtfBの発現が増加した。また、L. acidophilus, 
L. paracasei, L. ramnosus, L. fermentum, L. 
brevisおよび L. salivariusが共存した場合 gbpC
の発現が増加した。共焦点レーザー顕微鏡におけ

るバイオフィルム構造観察の結果、バイオフィル

ムの厚さは L. ramnosus, L. plantarum, L. brevis, 
L. salivariusにおいて、MT8148単独の場合と比
較して高かった。また、バイオフィルムの密度は

L. paracasei, L. plantarum, L. brevisにおいて
MT8148株単独の場合と比較して高かった。 
【考察】 
ラクトバシラスは齲蝕の発生および進行に深く関

与している可能性が示唆された。さらに、L. 
rhamnosus, L. brevisではgbpCおよびgtfBの発現
の双方が増強されたため、S. mutansの齲蝕原性へ
の関与も示唆された。
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ラット齲蝕モデルにおける Streptococcus mutans 株の IgA 腎症発症への影響の検討 
Streptococcus mutans strain contributes to IgA nephropathy in rat model with induced caries 

 
○和唐薫子，仲	 周平，野村良太，仲野和彦 

Kaoruko Wato, Shuhei Naka, Ryota Nomura, Kazuhiko Nakano 
 

（阪大・院・小児歯） 
 Dept. Pediatric Dent., Osaka Univ. Grad. Sch. of Dent. 

 
【目的】 
	 IgA 腎症は、慢性糸球体腎炎の中で最も頻度が
高く、 20 年の経過で約 40 ％が末期腎不全に陥
る予後不良な腎臓疾患であり、小児における慢性

糸球体腎炎のうち半数を占めると言われている。

しかし、その原因やメカニズムに関しての詳細は

不明な点が多い。これまでに、IgA 腎症を呈する
患者の口腔内にコラーゲン結合能を有する 
Streptococcus mutans が高頻度に検出されるこ
とを明らかにした。本研究では、 IgA 腎症患者口
腔サンプルより分離したコラーゲン結合能を有す

る S. mutans 株をラット齲蝕モデルの口腔に定
着させ、IgA 腎症の発症の可能性に関して検討す
ることにした。 
【対象と方法】 
1. 使用した S. mutans 菌株: S. mutans の標準
株として用いられている日本人小児口腔由来の 
MT8148 株 (コラーゲン結合能なし) と IgA 腎
症患者の唾液中から分離した JD74 株 (コラー
ゲン結合能有り) を使用した。なお、以下のラッ
ト齲蝕モデルを用いた動物実験には、これらの菌

株をストレプトマイシン (1500µg/㎖) 耐性とし
標識付けしたものを用いた (それぞれの株の名称
はMT8148R 株および JD74R 株とした)。 
2. ラット齲蝕モデルにおける検討 : Specific 
Pathogen Free の  Sprague-Dawley 系ラット 
(15 日齢オス) に 2 日間抗生物質を投与し、口腔
常在細菌を抑制した。菌非定着群は、普通飼育用

粉末飼料を摂取させる群 (普通飼料摂取群) とス
クロース 56 ％を含む齲蝕誘発性飼料 2000 (ス
クロース飼料摂取群) を摂取させる群に分けた。
一方で菌定着群 (MT8148R 株群および JD74R 
株群) は、生後 17 日目より 5 日間供試菌を摂取
させ、口腔内に菌の定着を行うと同時にスクロー

ス 56 ％を含む齲蝕誘発性飼料 2000を与えて飼 

 
 
育した。菌定着開始後 24 週に、全ての群の体重
の測定を行った後、ラットの屠殺を行い、腎臓の

摘出後に重量の測定を行った。病理組織学的評価

として Periodic Acid-Schiff (PAS) 染色および 
IgA 抗体を用いた免疫染色を行った。また、ラッ
トの顎骨の摘出を行い、全ての群におけるプラー

クスコアおよび齲蝕スコアの算出を行った。 
【結果】 
1. プラークスコアおよび齲蝕スコア: 菌定着群の
プラークスコアは、菌非定着群と比較して有意に

高い値を示した。齲蝕スコアは、MT8148R 株群
が JD74R 株群および菌非定着群と比較して有意
に高い値を示した。観察された齲蝕のほとんどが

歯髄に到達していた。 
2. 体重変化および腎臓の重量: 菌定着後 24 週
における各群のラットの体重及び屠殺時に採取し

た腎臓の重量を測定したところ、いずれの群にお

いても有意な差は認められなかった。 
3. 腎臓組織における病理組織学的分析: PAS 染 
色の結果から、JD74R 株群では他の群と比較し 
て、メサンギウム領域の基質の有意な増殖が観察

された。また、JD74R 株群では、他の群と比較し
て、パラメサンギウム細胞に IgA の沈着が有意 
に多く認められた。 
【考察】 
	 本研究の結果、ラット齲蝕モデルにおいて、コ

ラーゲン結合能を有する S. mutans 株により重
度の齲蝕が誘発されると、IgA 腎症が引き起こさ
れる可能性が示唆された。今後、発症メカニズム

に関して検討していきたいと考えている。 
【会員外共同研究者】 
三﨑	 太郎（聖隷浜松病院腎臓内科） 
伊藤	 誓悟（防衛医科大学校腎臓内分泌内科） 
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Streptococcus mutans における分子シャペロン DnaK の役割	
Role of molecular chaperon DnaK by Streptococcus mutans 

 
○吉田衣里，松三友紀，高島由紀子，仲野道代 

Eri Yoshida, Yuki Matsumi, Yukiko Takashima, Michiyo Matsumoto-Nakano 
 

（岡大・医歯薬・小児歯） 
Okayama Univ. Dept. Pediatric Dent.  

 
【目的】 
	 口腔内の様々なストレス下で菌が生存し続ける

ためには、ストレス応答タンパクが大きく関与し

ている。そのうちの一つである分子シャペロン

DnaKは、齲蝕原性細菌 Streptococcus mutans	に
おいて新たなタンパクの生成や変化を誘発するた

めに重要な役割を担っており、S. mutansの特性
の一つである耐酸性に関連することが報告されて

いる。今回我々は、このストレス応答タンパクで

ある分子シャペロン DnaK のストレス応答機能
について検討を行ったので報告する。 
【対象と方法】 
１．供試菌：日本人小児由来の S. mutans MT8148
株 (血清型 c) を実験に用いた。 
２．dnaK 変異株の作製：スペクチノマイシン耐
性遺伝子をもつシャトルベクターpDL278 を、制
限酵素 BamHⅠおよび HindⅢで消化し、DnaK
をコードする遺伝子 dnaK のセンス鎖とアンチセ
ンス鎖を挿入したプラスミドを作製した。これを

MT8148 株に形質転換することにより、dnaK 過
剰発現変異株 (DnaK-o) および dnaK発現抑制変
異株 (DnaK-s) を作製し、実験に供試した。 
３．増殖能：供試菌を Todd Hewitt (TH) 液体培
地にて 37℃で培養後、pH5.5および 7.0に調整し
た TH液体培地、0.5%塩化ナトリウムを添加した
TH液体培地にそれぞれ播種し、波長 600nmの吸
光度を経時的に測定し、増殖能を比較した。 
４．耐酸性能：供試菌を Yeast Extract含有 Todd 
Hewitt (THYE) 液体培地にて培養後、菌液を新鮮
な THYE液体培地に播種し、波長 600 nmで濁度
が 0.4〜0.5になるまで 37℃で培養した。培養後、
3000回転、4℃下で 10分遠心分離を行い、得られ
たペレットに、pH 5.0 に調整された THYE 液体
培地 2 ml を加え、37℃で 2 時間振盪培養を行っ
た。培養後、1 mlは段階希釈後、THYE寒天培地

に播種し、37℃で 48 時間、嫌気的に培養した。
残りの 1 mlに、pH 3.5に調整された THYE液体
培地 9 mlを加え、37℃で 3時間振盪培養を行い、
同様にTHYE寒天培地に播種し、37℃で48時間、
嫌気的に培養した。培養後、pH 5.0の寒天培地上

のコロニー数に対する pH 3.5の寒天培地上のコロ

ニー数の割合をその菌の耐酸性を示す指標として

算出した。 
【結果】 
	 DnaK-s の増殖能は、親株 MT8148 と DnaK-o
と比較してpH5.5およびpH7.0ともに減少してい
た。また 0.5％塩化ナトリウムを添加した場合、
MT8148株と DnaK-o株と比較して DnaK-sの増
殖能は低下した。MT8148 株と比較して DnaK-o
株において耐酸性能が上昇し、DnaK-s 株では耐
酸性能は低下していた。 
【考察】 
	 以上の結果より、DnaK の発現を抑制させた変
異株では、酸性・塩ストレス下での増殖能が親株

と比較して減少し、耐酸性能も低下することが明

らかとなったことから、DnaK はストレス応答に
関与していることが示された。今後は、他のスト

レス因子に対する DnaKの発現状況を調べること
により、DnaK の機能をさらに検討する予定であ
る。 
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妊娠期における歯周病に関するアンケート調査と 

小児歯科医院での歯科衛生士の役割について 

Questionnaire survey on periodontal disease during pregnancy and  
Consideration about roles of dental hygienists in our clinic 

 
○前田愛里，石谷徳人，徳永まどか，田村香里，宮内英里，並松 諒，柚木園 藍 

Airi Maeda, Norihito Ishitani, Madoka Tokunaga, Kaori Tamura,  
Eri Miyauchi, Ryo Namimatsu, Ai Yunokizono  

 
（ 医療法人 イシタニ小児・矯正歯科クリニック ） 

Ishitani Clinic of Pedodontics and Orthodontics 
 
【目的】 
 当クリニックは小児専門の歯科医院であるため、

来院する患者の大半は小児患者であるが、妊婦で

ある保護者もよく見受けられる。近年、歯周病に罹

患した妊婦では、早産、低体重児出産へのリスクが

増加するとの報告もあり、小児専門で働く我々に

とっても看過できるものではない。そこで、妊婦の

歯周病に関する認知度を把握するためのアンケー

ト調査を実施したので報告し、さらに歯科衛生士

が果たす役割についても述べてみたい。 
【対象と方法】 
 アンケートの対象者は、当クリニックにおいて

口腔管理を行っている妊婦（経妊婦）ならびに小児

患者の保護者である。アンケート方法は、対象者の

中から無作為に 243 名を選出し、アンケートへの
協力を依頼した。アンケート用紙は、対象者の個人

情報に配慮し、無記名による回答を依頼して用紙

を回収した。 
【結果】 
アンケート回答者は 243名（回答率 100%）であ

った。 
・妊娠性歯肉炎について「知っている」と回答した

者は 119名（49.0％）であった。その内、知った時
期については、「妊娠中」84名（70.6％）、「妊娠前」
30名（25.2％）、「出産後」5名（4.2％）の順であ
った。また、何（どこ）で知ったかについて、「産

婦人科」52名（35.1％）、「保健所」42名（28.4％）、
「ネットや雑誌」27名（18.2％）、「歯科医院」22
名（14.9％）、「その他」5名（3.4％）の順であった。 
・妊婦に歯周病があると早産・低体重児出産のリス 
クが高まることについて、「知っている」と回答し 

 
た者は 130名（53.5％）であった。その内、知った
時期については、「妊娠中」79名（60.8％）、「妊娠
前」37名（28.5％）、「出産後」14名（10.7％）の
順であった。また、何（どこ）で知ったかについて、

「産婦人科」53名（34.2％）、「保健所」48名（31.0％）、
「ネットや雑誌」29名（18.7％）、「歯科医院」17
名（11.0％）、「その他」8名（5.1％）の順であった。 
・垂直感染について、「知っている」と回答した者

は 234名（96.3％）であった。 
・妊娠中に歯科を受診したかについて、「受診した」

と回答した者は 115名（47.3％）であった。受診時
期については、「安定期」78名（67.8％）、「妊娠初
期」28名（24.4％）、「妊娠後期」9名（7.8％）の
順であった。その際、「歯周検査を受けて説明を受

けた」と回答した者は 77名（67.0%）、「ブラッシ
ング指導を受けた」と回答した者は 77名（67.0％）
であった。 
・妊娠中もしくは出産後にお口の症状で困ったこ

とについて、「歯肉腫脹出血」50名（20.6％）、「歯
の痛み」46名（18.9％）が上位であった。 
【考察】 
 今回のアンケート調査より、妊娠期における歯

周病に関して、一般の人々に十分な理解を得られ

ておらず、一般歯科医院における対応も不十分で

あることが明らかとなった。歯周病への対応は歯

科衛生士の最も重要な役割の１つであり、小児歯

科医院においても、保護者に対して妊娠前からの

口腔ケアの重要性を伝えることが重要であると感

じた。そして、小児期からの継続的な口腔管理を通

じて、次世代の歯周病予防へつながる正しい口腔

の健康観を育成していきたい。 
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小児歯科における授乳育児支援   

     第３報 授乳状況と齲蝕の発症について 

The support of feeding in the field of pediatric dentistry  
The survey of relationship between the time of end of breastfeeding and dental caries  

○林志穂，鬼頭佳子*，鬼頭秀明* 
Shiho Hayashi, Yoshiko Kito *, Hideaki Kito * 

（坂井歯科医院（名古屋市）*瑞穂小児歯科診療所（名古屋市）） 
Sakai Dentistry and Mizuho Pediatric Dentistry 

【目的】 
 母乳育児は乳幼児の身体、精神の健康、発育にと

ても重要である 。但し悪条件が重なると、卒乳の

遅れが齲蝕発症のリスク要因となる事実がある。

第 53回本大会にて、母親の授乳に対する知識と意

識を調査し、授乳は母親自身の事情、育児や授乳に

対する考えなども大きく反映する結果を報告し、 

第 54回本大会では、ボトルカリエスへの認識の有

無が卒乳時期に影響を与えない結果から、個々の

家庭に沿った卒乳指導の重要性を報告した。 
 今回は授乳状況と齲蝕の発症についての調査を

行い、小児歯科医として求められている支援の方

向性を追求した結果について報告する。 

【対象と方法】 
 名古屋市近郊にて未就学の子どもを持ち、本研

究への理解が得られた母親に対してアンケート調

査を行った。総計 690名（男児 363名、女児 327
名）、平均年齢３歳５か月であった。 
【調査内容】 
調査対象を、A：:６か月～２歳、B：２歳１か月～
７歳の２グループに分け、（１）授乳群、卒乳群に

おける齲蝕罹患率、（２）卒乳時期と齲蝕罹患率、

について調査を行った。 
【結果】 
A：６か月～２歳（188名） 
 授乳群と卒乳群の割合は、それぞれ 47.9％、
52.1％であった。 
（１）授乳群において、齲蝕有の割合は 3.3％、齲
蝕無の割合は 92.2％であり、卒乳群においてはそ
れぞれ 8.1％、89.8％であった。 
（２）卒乳平均月齢は、齲蝕有群では 13.1 か月、
齲蝕無群では 12.8か月であった。 
B：２歳１か月～７歳（502名） 
授乳群と卒乳群の割合は、それぞれ 4.4％、

95.6％であった。 

（１）授乳群において、齲蝕有の割合は 31.8％、 
齲蝕無の割合は 68.2％であり、卒乳群においては
それぞれ 29.1％、60.4％であった。 
（２）卒乳平均月齢は、齲蝕有群では 17.6 か月、
齲蝕無群では 13.4か月であった。 
【考察および結論】 
（１）Aグループにおいて、授乳群卒乳群の齲蝕の

有無に大差はなかった。 

Bグループにおいても、それぞれの人数の差がある

ものの、同様に齲蝕の有無に大差はなかった。 

（２）卒乳時期について、両グループ共に齲蝕有り

の群では卒乳時期が約４か月遅い傾向にあった。 

これらの結果は、従来からみられる卒乳時期の

遅れが齲蝕罹患率を高くするという多くの報告と

一致する。しかし両グループにおいて、授乳群でも

齲蝕罹患率の割合が卒乳群と変わらない事実も明

らかとなった。長期授乳下でも、口腔衛生状況向上

などにより良好な状態を維持できることが示唆さ

れた。また、齲蝕発症には他因子も関与しているこ

とも考えられ、さらなる追求が必要となる。 

過去の報告通り卒乳時期は母親の授乳に対する

考えや意識が大きく関与する。悪条件が重なると

卒乳の遅れが、齲蝕発症のリスク要因と成り得る

事実を発信しつつ、その家庭に沿った口腔衛生指

導を行うことが重要と考えられる。 

【文献】 
１）米国小児科学会編：母乳育児のすべて、メディ

カ出版、大阪、2005. 
２）水野克己著：母乳育児学、南山堂、東京、2012. 
３）小児歯誌：53（２）：357、2015小児歯科にお
ける授乳育児支援~第一報~母親の授乳に関する意
識アンケート、 
４）小児歯誌：54（２）：189、2016小児歯科にお
ける授乳育児支援~第二報~夜間授乳のリスクに関
する認識が 7卒乳に及ぼす影響 
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幼稚園におけるフッ化物洗口実施にむけた保護者の意識調査 
Attitude survey of fluoride mouth rinsing in kindergartens for parents 

 
○安部晴美，永井由美子*，今井裕樹**，眞木吉信***，新谷誠康** 

Harumi Abe, Yumiko Nagai*,Hiroki Imai**, Yoshinobu Maki***, Seikou Shinntani** 
 

（東歯大・病院、東歯大・歯科衛生士専門学校*、東歯大・小児歯**、東歯大・衛生***） 
Tokyo Dent.Coll.Chiba Hospital, Tokyo Dent.Coll.School of Dental Hygiene* 

Tokyo Dent.Coll.Pediatric Dentistry**, Tokyo Dent.Coll.Epidemiology and Public Health*** 
 

【目的】 
 千葉県ではフッ化物の集団応用事業として、フ

ッ化物洗口が進められている。しかし、千葉市内

の幼稚園では 89園中、フッ化物洗口を実施してい
る施設はわずか３施設と非常に少ない。そこで今

回、新たに千葉市内の私立Ｔ幼稚園におけるフッ

化物洗口を企画した。それに先立ち、フッ化物洗

口前の保護者の意識調査を含めた現状を把握する

ことを目的として調査を行った。 
 
【対象と方法】 
 対象は、千葉市内Ｔ幼稚園に通園する園児 129
名とその保護者である。その中で同意が得られた

92 名の保護者にフッ化物洗口実施前のアンケー
ト調査を実施した。 
アンケートの調査内容は、「フッ化物塗布・洗口経

験の有無」「フッ化物の効果に関して」「フッ化物

洗口実施に関して」などである。本研究は実施に

あたり、東京歯科大学倫理委員会の承認（承認番

号 701）を得るとともに、対象園児の保護者から
本研究に関する同意を得た。 
 
【結果】 
アンケートは３歳児 18名、４歳児 41名、５歳
児 28 名、６歳児３名の保護者計 92 名（回答率
71.3％）より回答を得た。 
１．子供のフッ化物塗布経験の有無 
ある 71名（77.2％）、ない 21名（22.8％） 
２．子供のフッ化洗口経験の有無 
ある 14名（15.2％）、ない 76名（82.6％） 
３．フッ化物の効果で知っているもの 
「むし歯予防になる」が最も多く、83名（90.2％）、 
歯を強くする」、「歯の再石灰化を助ける」の順で

あった。 

４．フッ化物について知りたいと思うもの 
「フッ化物入りホームケア用品の種類や使用法」

が最も多く 38名（41.3％）、「フッ化物の効果」が
36名（39.1％）であった。 
５．幼稚園でのフッ化物洗口に関して 
心配なことでは、「飲み込んだら体に害はないか」

が最も多く 36名（39.1％）、「費用」27名（29.3％）、
「歯磨剤との併用」、「アレルギー」の順であった。 
６．幼稚園でのフッ化物洗口実施希望の有無 
「希望する」57名（61.9％）、「説明をきいて検討」
29 名（31.5％）、「希望しない」4 名 4.3％であっ
た。 
 
【考察】 
今回の調査結果より、フッ化物洗口に対し希望

する保護者が過半数であったが、フッ化物洗口に

よる体への害はないのかなどに不安を抱く保護者

もいたことから、今後はフッ化物に関する知識の

啓蒙を進めるとともに、Ｔ幼稚園でのフッ化物洗

口によるう蝕予防効果について調査を行う予定で

ある。 
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育児応援フェアに来場した母親の口腔衛生に対する実態調査 
A survey to oral hygiene of the mother at child-rearing support fairness. 

 
○大野裕美，市川智巳，廣岡沙由梨，高桑明子，芳野素子，三瓶伸也 
Hiromi Ono, Satomi Ichikawa, Sayuri Hirooka, Akiko Takakuwa,  

Sugako Yoshino, Shinya Sanpei 
 

（日歯大・新潟病院・小児歯） 
Pediatric Dentistry, The Nippon Dental University Niigata Hospital 

 
【目的】 

 日本歯科大学新潟病院小児歯科では地域歯科医

療支援活動の一環として，某企業が年 1 回開催す

る育児応援フェアに毎年参加している。このフェ

アにおいて当科は虫歯のなりやすさ度チェックコ

ーナーと題し，RD テストを実施している。今回，

来場した母親の口腔衛生に対する実態を調査する

ことを目的に，アンケートを実施した。集計した

結果から，今後の育児応援フェアにおける情報提

供すべき事項について検討したので報告する。な

お，本研究は日本歯科大学新潟生命歯学部倫理委

員会の承認を得ている。 

【対象と方法】 

 対象は平成28年6月開催の育児応援フェアに来

場した母親 162 名とした。アンケート項目は，小

児に関するものとして①歯磨き習慣，②フッ化物

含有歯磨剤の使用状況，③間食回数，④フッ化物

塗布経験の有無とした。母親自身に関するものと

して①歯磨き習慣，②フッ化物含有歯磨剤の使用

状況，③齲蝕原因菌の母子感染の認知度，④齲蝕

原因菌の母子感染の予防対策とした。 

【結果】 

1.小児に関する調査 

 1~5歳までの小児207名に関する回答が得られ

た。歯磨きは全員が毎日行っており，回数は 1 日

1回と2回が41.7％，3回以上が16.6％であった。

フッ化物含有歯磨剤の使用率は1~2歳で 73.0％，

3~5 歳で 91.0％が使用していた。間食回数は 1 日

3回以上の割合が1~2歳で6.7％，3~5歳で9.1％

であった。フッ化物塗布経験者の割合は,1~2 歳

で 74.7％，3~5 歳で 72.1％であった。 

2.母親に関する調査 

 歯磨き回数は 1 日 1 回が 4.6％，2 回が 51.5％，

3 回以上は 40.9％であった。フッ化物含有歯磨剤

の使用率は 92.0％であった。齲蝕原因菌の母子感

染の認知度は 95.0％であった。感染予防対策とし

て「スプーンを共有しない」などの回答が見られ 

 

る一方で，「母親の口の中の虫歯菌を減らす努力を

している」の回答が 23.2％であった。 

【考察】 

 小児の歯磨き習慣は全員が毎日磨いており，平

成 23 年歯科実態調査の 1~4 歳で毎日磨く者の割

合 92.3％より高い傾向にあった。1 日 3 回以上磨

く割合が平成 23 年歯科疾患実態調査の 1~4 歳で

17.4％より低かったが，これは本調査では 1~2 歳

児の割合が多かったことが原因と考える。フッ化

物含有歯磨剤の使用は，平成 21 年国民健康・栄養

調査の 1~2 歳で 47.3％，3~5 歳で 77.1％より顕

著に高かった。間食は 1 日 3 回以上の割合が，平

成 21 年国民健康・栄養調査の 1~2 歳で 22.6％，

3~5 歳で 17.8％より低い傾向にあった。フッ化物

塗布は，平成 21 年国民健康・栄養調査の 1~2 歳

で 41.8％，3~5 歳で 66.8％より高く，積極的に

フッ化物塗布を行っていることが分かった。これ

らのことから，母親は小児の口腔衛生について高

い関心を持っていることが推測できた。 

 母親の歯磨き習慣は，1 日 3 回以上磨く割合が

平成 23 年歯科実態調査の 20~44 歳で 21.3％~

30.6％よりも高かった。フッ化物含有歯磨剤の使

用率は，新潟県：平成 23 年県民健康・栄養実態調

査の 25~34 歳で 73.3％,35~44 歳で 65.9％より

も高かった。以上のことから，母親は自身の口腔

衛生に対して関心を持っていると考えられた。齲

蝕原因菌の母子感染の認知度は，これまでの報告

では 70.0~89.3％であり，今回の結果は高いとい

える。しかしながら，「母親の口の中の虫歯菌を減

らす努力をしている」の回答が少なかったことか

ら，自身の口腔清掃が母子感染の予防に繋がると

いう認識は低いことが分かった。 

 小児期の口腔内の健康づくりにおいて，保護者

の口腔内状況や生活習慣は密接な関わりを持つ。

今後は母親へのさらなる情報提供と，効果的な保

健指導が必要であると考える。 
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小児における唾液中の齲蝕原性細菌数と ICDASとの関連―1年間の前向きコホート研究― 

Association between the levels of salivary cariogenic bacteria and ICDAS in children: a 1-year 
prospective cohort study 

 

○藤田優子，牧 憲司 

Yuko Fujita, Kenshi Maki 
 

（九歯大・小児歯） 

Kyushu Dental Univ. Dept. Pediatric Dent. 
 

【目的】 

平成28年の学校保健統計調査によると、学童期

の齲蝕罹患率は5歳以降増加し、9歳（55.54％）で

最初のピークを迎えるが、その後下降に転じ、12

歳（35.52％）から17歳（54.26%）にかけて再び増

加する。この現象から、乳歯列期に定着した齲蝕

原性細菌は、歯の交換後も残存し、永久歯齲蝕の

発症と進行の要因となっていることが推測される。 

International Caries Detection and 

Assessment System (ICDAS)は、2002年に提唱され

た新たな齲蝕診査・評価システムで、従来COと判

定されていた初期齲蝕が、いくつかのコードに細

分化されているのが特徴である。齲蝕の再石灰化

や進行の程度を非侵襲的に数値で評価する手段と

して非常に有効であるが、他の齲蝕リスク因子と

の関連については明らかにされていない。そこで

我々は、学童期の小児を1年間追跡し、ICDASと唾

液中の齲蝕原性細菌数、およびその他の因子との

関連について解析を行った。 

【対象と方法】 

 対象は、平成 23 年 8 月から平成 25 年 9 月まで

の期間に、九州歯科大学附属病院小児歯科にて齲

蝕処置を終えた、または齲蝕処置を必要としない

6歳から 12歳までの患児 58名（男児 32名、女児

26名）で、初回と 1年後の同一時刻に同じ検査を

行った。検査用のパラフィンガムを 3 分間咀嚼さ

せ、採取した唾液から①刺激唾液分泌量の計測、

②リアルタイム PCR 解析による Streptococcus 

mutans、Streptococcus sobrinus、および乳酸桿

菌の菌数の測定を行った。次に、全歯面の③プラ

ーク付着の有無、④プロービング時の出血の有無

を判定し、⑤DMF歯面率の算出を行った。さらに、

⑥ICDAS の基準に従って、全歯面のコード判定を

行った。 

 

【結果】 

2 回の検査データにおいて、現存乳歯数の減少

により DMF 歯面率も減少傾向を示したが〈図 A〉、

唾液中の S. mutans 菌数に明らかな変動はみられ

なかった〈図 B〉。 

線形混合モデル分析の結果、唾液中の S. mutans

菌数は、下顎第一大臼歯咬合面の ICDAS と有意に

関連し (p<0.05)、乳酸桿菌数は、上顎中切歯唇面

および上顎第一大臼歯咬合面の ICDAS と有意に関

連していた (p<0.01)。ICDAS と刺激唾液分泌量、

DMF 歯面率、該当歯のプラーク付着、プロービン

グ時の出血との間に有意な関連はみられなかった。 

 

＜図＞ 現存乳歯数に対するDMF歯面率(A)とS.mutans菌数(B)の分布 

【考察】 

 唾液中の S. mutans 菌は、乳歯の脱落に関係な

く存在し、幼若永久歯の齲蝕発症に関わることが

明らかとなった。また、唾液中の S. mutans 菌数

は下顎第一大臼歯咬合面における ICDAS を、唾液

中の乳酸桿菌数は上顎中切歯唇面と上顎第一大臼

歯咬合面における ICDAS を決定する重要な因子で

あることが示された。したがって、歯科医療従事

者が、乳歯列期から積極的に齲蝕原性細菌の除去

を行うことで、永久歯齲蝕の発症リスクが低減で

きる可能性が示唆された。 

【謝辞】 

本研究遂行にあたり、鶴見大学歯学部探索歯学

講座 花田信弘教授、野村義明講師にご指導を賜り

感謝いたします。 
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３歳児乳切歯部齲蝕要因の検討 
Study on cariogenic factors for anterior deciduous teeth. 

 
○武田 香 1)，森嶋清二 1)，河野有里 1)，眞木吉信 1), 2)， 

Kaori Takeda1), Seiji Morishima1), Yuri Kono1), Yoshinobu Maki1), 2) 
 

（ 1)公益財団法人ライオン歯科衛生研究所，2)東歯大・衛生 ） 
1) The Lion Foundation for Dental Health,  

2) Epidemiology and Public Health, Tokyo Dental College 
 

 
【目的】 
『健やか親子 21(第 2 次)』では「2025 年の３歳

児カリエスフリー90%」という目標が盛り込まれ

た。小児齲蝕は 1970 年代より減少傾向が続いてい

るが、この目標に向かうためには現状に応じた齲

蝕予防を推進する必要がある。当財団附属診療所

の３歳児初診患者では、2000 年以降齲蝕が見られ

なくなった下顎乳切歯に対して、上顎乳中切歯近

心面は未だ 20 数％と高い有病者率を示している。

1), 2) 今回、３歳児齲蝕がこの部位に好発する要因

を検討することを目的に、局所での齲蝕原因細菌

の定着を調査したので報告する。 
【対象と方法】 
調査対象は、関東地方の某市が 2016 年 9 月、11

月、2017 年 1 月に実施した３歳児健康診査参加者

のうち、保護者の同意が得られた 81 名(男児 47：
女児 34 名)とし、健康診査当日に唾液および上下

乳切歯隣接面のプラークを採取した。また当日の

歯科健診データを取得し、併せて口腔保健行動等

に関する質問紙調査を実施した。採取したプラー

クから、Real-time PCR により総細菌数、齲蝕原

因 細 菌 Streptococcus mutans, Streptococcus 
sobrinus ）を定量し、 S. mutans および  S. 
sobrinus の総細菌数に対する比率を算出した。

なお、本研究は一般社団法人日本口腔衛生学会倫

理委員会の承認を得て実施した(第 27-9 号)。 
【結果】  

対象者 81 名の上顎乳中切歯の有病者率は

24.7%、下顎乳中切歯 3.7%、平均 df 歯数はそれぞ

れ 0.47 本、0.07 本であった。一方、乳中切歯近心

隣接面から採取したプラーク中の S. mutans の
検出率は上顎 33.3％、下顎 28.4%、S. sobrinus の

検出率は上顎 8.6％、下顎 3.7％であった。少なく 
 

 
とも上顎下顎の片方からこれら齲蝕原因細菌が検

出された被験者において、上下顎間の定着率を比

較した結果、上顎において定着率が高かった被験

者の割合は、S. mutans, 79.4%, S. sobrinus で

100%であった。 
【考察】 

今回調査した被験者においても、診療所の初診

患者と同様に、齲蝕の有病者率は下顎に比較して

上顎で有意に高く、齲蝕原因細菌の定着比率も同

様の結果を示した。下顎は上顎に比較して唾液の

影響を受けやすく、齲蝕原因細菌の定着量に影響

を及ぼしたと考えられるが、歯列や口腔機能など、

その他の要因も影響すると思われるため、今後更

に調査を継続する必要がある。 
一方で、隣接面齲蝕蝕予防のためにデンタルフロ

スの幼児期からの習慣的な使用を定着させる必要

があることが示唆された。 
【文献】 
1) 大江未久，二川祐子，眞木吉信ら：都内歯科診

療所における３歳児う蝕有病状況の推移，口腔

衛生学会雑誌，62(2)，181，2012.  
2) 武田 香，森嶋清二，眞木吉信：３歳児乳切歯部

う蝕有病状況の推移，日本公衆衛生雑誌，63(10)，
359，2016. 

（会員外共同研究者 大江未久） 
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フルオロアルミノシリケートガラス含有歯面コート剤の齲蝕抑制薬としての臨床的評価 
The clinical evaluation of a fluoroaluminosilicate glass-containing tooth surface coating material 

on initial caries 
 

○大野陽真* **，西田郁子*，大野慧太郎* **，大野秀夫**，牧憲司* 
◯Youma Ohno , Ikuko Nishida, keitarou Ohno, Hideo Ohno , Kenshi Maki 

 
（*九歯大・小児歯，**おおの小児矯正歯科(下関)） 

Division of Developmental Stomatognathic Function Science, Department of Growth and 
Development for Function, Kyushu Dental College. Ohno Pediatric and Orthodontic Dentistry   

 
【目的】 
	 フルオロアルミノシリケ トガラス含有歯面コ

ト剤(以下ナノシ ル®、日本歯科薬品株式会社、

山 )はフルオロアルミノシリケ トガラス分散

液とリン酸水溶液を混和したものを歯面に塗布す

ることで歯質と 体化したナノ粒子層を形成する。

これまでこのナノ粒子層による耐酸性能や抗齲蝕

作用が報告されている 1 2)。 
	 そこで今回、初期齲蝕に定期的にナノシ ル®

塗布を行い、齲蝕抑制薬としての臨床的評価を行

ったので報告する。 
【対象と方法】 
	 対象者は 2014年 1月から 2016年 12月までに
九州歯科大学附属病院小児歯科および(医)おおの
小児矯正歯科を受診した小児のうち、幼若永久前

歯唇側に ICDASコ ド 1〜2の初期齲蝕を有する
患児 16名とした。無作為にナノシ ル®塗布した

8名（男児 4名、女児４名、7~9歳）を A群、リ
ン酸酸性フッ化ナトリウムゼリ （フルオ ルゼ

リ ®、ビ ブランド・メディコ デンタル、大阪）

塗布した 8 名(男児 6 名、女児 2 名、7~9 歳)を B
群とし、1 年間毎月 1 回塗布した。塗布前にアン
ケ トによる生活実態調査を行い、塗布前、6 か
月後、 年後に ICDAS、エックス線診査、齲蝕活
動性試験(カリオスタット®、デンツプライシロナ、

東京)、細菌代謝物検査(VistaCamiX HD® 、デ
ルデンタル、ドイツ)を行い、それぞれの経時的

変化の比較検討を行った。分析には Dunn testを
用いた。本研究は九州歯科大学研究倫理委員会の

承認(承認番号 13-37)を受けて行った。 
【結果】 
1. 生活実態調査 

 卒乳年齢、フッ化物の使用状況、飲食の状況 

 
 について両群ともほぼ同様の状態であった。 

2. エックス線診査、齲蝕活動性試験 
     両群とも経時的変化は認められなかった。 
3．ICDAS 

   A群は塗布前 1.50、6か月後 1.50、1年後 1.41、  
   B群は塗布前 1.00、6か月後 1.17、1年後 1.17 

    であった。両群とも経時的変化に有意差は認 
    められなかった。 
4． 細菌代謝物検査 
	   A群は塗布前 1.04、6か月後 0.97、1年後 1.00、  
    B群は塗布前 0.99、6か月後 0.97、1年後 0.95  
    であった。A群では 1年後は塗布前と比較し 
    て有意(p<0.05)に低値を示し、 方 B群でも 
    1年後は塗布前と比較して有意(p<0.01)に低    
    値を示した。 
【考察】 
1. 生活実態調査から両群の 腔内環境はほぼ同

条件と考えられた。 
2. エックス線診査、齲蝕活動性試験、ICDASの

結果では両群ともに齲蝕の進行が認められず、

細菌代謝物検査の結果では両群ともに減少傾

向を示したことからナノシ ル®はフルオ

ルゼリ ®と同等の齲蝕抑制効果をするもの

と考えられた。 
【文献】 
	 1）柏村晴子、他 試作フッ素系ナノシ ル剤の

耐酸性の向上に関する研究、小児歯誌、52
26-37、2014． 

	 2) Hiroyuki MIYAJIMA:In vitoro assessment 
of a calcium-fluoroaluminosilicate glass –
based desensitizer for the prevention of root 
surface demineralization,Dental Materials 
Journal 35(3):399-407,2016 
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各種シーラント材を用いた齲蝕予防効果の検討 
－第 2報 長期観察における保持率について－ 

Comparing the caries preventive effect of two fissure sealants in clinical study 
 

○平山展大，唐木隆史，翁長美弥，薄場れい子，伊平弥生，朝田芳信 
Nobuhiro Hirayama, Takashi Karaki,MiyaOnaga, Reiko Usuba, Yayoi Idaira,Yoshinobu Asada 

 
（鶴見大・歯・小児歯） 

Department of Pediatric Dentistry, Tsurumi University School of Dental Medicine. 
 
【目的】 
 ビューティシーラント（以下 BTS）は優れたフ
ッ素リリース・チャージ能を示し，フッ素以外に

もストロンチウム，ホウ素などのイオンを徐放し，

また高濃度のリン酸処理を必要としない 1)。 
我々は BTS の齲蝕予防ならびに齲蝕抑制効果

を知ることを目的として，従来型のレジン系フッ

素徐放性シーラント（ティースメイト F1 以下
TMF）と BTS についてスプリットマウスデザイ
ンを用いて比較検討してきた。今回，約 3～4年間
の長期に渡る観察の結果，それぞれのシーラント

の保持率と齲蝕抑制効果において若干の知見を得

たので報告する。 
【対象と方法】 
 鶴見大学歯学部附属病院小児歯科外来を受診し，

口腔内に BTSと TMFの 2種類のシーラントを填
塞した患児 114名，総被検歯数 347歯を対象とし
た。歯種別のシーラント保持率，齲蝕感受性の違

いによるシーラント保持率ならびに小窩裂溝の状

態によるシーラント保持率について，填塞後 1回
目（平均 7.5か月後），2回目（平均 15.3か月後），
3回目（平均 24.0か月後），4回目（平均 38.3か
月後）の計 4回にわたり調査した。本研究は倫理
委員会の承認を得ている（受付番号 1010）。 
【結果】 
 全般的なシーラントの保持率（ハイリスク患児

群＋ローリスク患児群）は，1 回目から 4 回目ま
で TMF の方が有意に高かった。齲蝕感受性の違
いによるシーラント保持率は，ハイリスク患児群

で TMFと BTSの間に違いはなかったが，ローリ
スク患児群においては BTS が有意に低い結果と
なった（図 1）。小窩裂溝の状態によるシーラント
保持率は，TMF，BTS共に裂溝の着色が多くなる
ほど，保持率は増加した。BTSは齲蝕感受性の低 

 
い健全歯に対しては耐久性が低く，齲蝕感受性の 
高い患児で裂溝に着色がみられるような歯に対し 
ては高い保持率を示すという結果となった。 

 
〈図 1〉齲蝕感受性におけるシーラント保持率 
【考察】 
 シーラントの目的は，齲蝕感受性の高い歯に対

して小窩裂溝齲蝕を予防し，歯の原型を保ったま

ま成熟させることにある。高濃度のリン酸で脱灰

することはシーラントの接着性を向上させる一方，

オーバーエッチングにより酸処理したままの歯面

が残存する危険性が高くなるため，口腔清掃状態

の悪い患児では齲蝕のきっかけを作ってしまう可

能性がある。BTSは齲蝕感受性の高い歯に対して，
長期に渡り高い保持率を示したが，これは S-PRG
フィラーからのフッ素イオンのリリースやリチャ

ージなど，各種イオンの取り込みが効果的に働い

たためと考えられる。また，実際の臨床において，

数十秒間のリン酸処理とその後の水洗，乾燥を必

要としないため，シーラント填塞に要する時間が

短縮されるという利点は大きい。従って，協力状

態に問題のある患児に対してチェアータイムを短

縮するという点においても BTS は有効と考えら
れる。 
【文献】 
1） Shimazu K． et al.：Evaluation of Caries 

Prevention Effects of Fissure Sealant 
Containing S-PRG Filler，小児歯誌，51（3）： 
347-352，2013．  
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乳歯歯髄切断法の臨床報告に関する文献研究 
Findings from clinical reports of pulpotomies in primary teeth‐a literature review 

 
○上原智己，長弘茂樹，上原美希*，窪田えりか，古澤慧美，宮新美智世 

Tomoki Uehara, Shigeki Nagahiro, Miki Uehara*, Erika Kubota, Emi Furusawa, Michiyo Miyashin 
 

（東医歯大・院・小児歯，*千葉県） 
TMDU. Dept. Pediatric Dent. and *Chiba Pref. 

 
【緒言】 

乳歯歯髄切断法に用いられてきたホルムクレゾ

ール(FC) は、近年、その細胞毒性や変異原性と、

アレルゲンであることを理由に使用が控えられて

いる。そこで、乳歯の各種歯髄切断法が海外で受

けている評価を総括することを目的として、乳歯

歯髄切断法の臨床研究に関する文献研究を行った。 
【対象と方法】  

文献検索は、文献検索データベース PubMed を

用いて、2017 年 1 月末に行った。キーワードに

は”pulpotomy”と”primary teeth”を用い、Article 
types を”Clinical Study”に設定し、1997 年から

2016 年までの 20 年間における検索を行った。 
この検索で抽出された 87 件の文献のうち、「乳

歯齲蝕症例に対し歯髄切断法を行っていること」

と「複数の歯髄切断法の臨床成績を比較検討して

いること」を基準に 57 件を分析対象とした。対象

文献について、「歯髄切断の方法」や「治療成績」

等の研究内容に関する項目を比較検討し、集計調

査を行った。 
【結果】 

報告症例数の記載方法が文献により不統一であ

ったため、研究対象とされた歯髄切断法の割合で

比較すると、FC 断髄(FC 法)(70.2%)、Mineral 
Trioxide Aggregate 断髄(MTA 法)(56.1%)、水酸

化カルシウム断髄(CH 法)(29.8%)、硫酸第二鉄断

髄(FS 法)(22.8%)の順に文献数が多く、その他、次

亜塩素酸ナトリウムや電気メス等を利用した報告

も存在した。過去 20 年間の変化を図 1 に示した。 
FC 法は、常に約 70％の文献で報告されており、

従来型の歯髄切断法として、各種歯髄切断法の間

で対照として扱われていた。 
MTA 法の報告件数は新たな歯髄切断法として

の期待が読み取れたが、最近 5 年間では報告件数

が減少に転じていた。 

 
CH 法については、変法も報告されていたが、 

従来に優る治療成績はなく、最近 5 年間で減少し

ていた。 
FS 法は 1990 年代から提唱された乳歯用断髄法

で、歯髄切断面に 15.5%FS 溶液を 15 秒間適用し

たのち、酸化亜鉛ユージノール糊剤を貼付する手

法である。その臨床的成功率は 84.7～100％と報

告され、FC 法と比較のある全文献 9 件のうち、

全ての文献において FC 法と同等もしくはそれ以

上の治療成績と評価されていた。最近 5 年間では、

報告件数が増加していた。 

 

＜図１＞各種歯髄切断法の報告がある文献数の割合 

 

【考察】 
MTA の価格と操作性を改良したと謳う類似品

は増えたが、基礎的研究が少ないため、MTA 同等

の成績を出すかは不明である。 
一方、特段の欠点のない FS 法は、他の歯髄切

断法の限界が見えるにつれ、見直されているかの

ようだ。FS 法に関する和文での報告は渉猟しても

見出せなかったが、本邦にはガイドラインが存在

しない今、文献から学びこれを活用する意義を改

めて認識した。 
【文献】 

1) Smaïl-Faugeron V et al, Cochrane 
Database Syst Rev, Aug 6;(8), 2014. 
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電気的根管長測定器を用いた露髄診に関する研究 
Electronic diagnosis of pulp exposure by electronical apical locators 

 
○宮新美智世、上原智己、和田奏絵、島田学、柿野聡子 

Michiyo Miyashin, Tomoki Uehara, Kanae Wada, Gaku Shimada,Satoko Kakino 

（医科歯科大・院・小児歯） 
TMDU. Dept. Pediatric Dent.

 
【緒言】 

歯と歯髄を温存するためには、窩底と歯髄腔の

間の歯質の厚さや性状をより正確に診査すること

は重要である。窩底と口腔粘膜間の電気抵抗値（イ

ンピーダンス）を測定して硬組織の欠損程度を知

る診査法は、露髄の有無の判定に有効な一種の電

気診である。窩洞と歯髄の間においては、健全歯

質の有無は、歯髄の感染程度、歯髄炎の可逆・非

可逆を診査する上で重要な情報である。しかし臨

床においてインピーダンス測定に用いられてきた

機器は、現在全機種が製造されていない。したが

って、現状のままでは歯質のインピーダンス測定

は不可能になる危険性が生じている。そこで演者

らは、インピーダンス測定に代わる露髄診査法を

開発することを目的として、インピーダンス測定

器と、現在市販されている電気的根管長測定器を

用いて同一の窩洞における測定値を比較する手法

で、根管長測定器が露髄診に応用できる可能性を

実験的に解析し、臨床的意義を検討したので報告

する。 
【材料と方法】 
Ⅰ．実験的計測 
材料は新鮮なブタ下顎内の小臼歯ならびに大臼歯

100 本で、タービンハンドピースにダイヤモンド

バー（#301、（株）松風）を装着して生理食塩水

注水下で直径約 1 ㎜の窩洞を歯軸と平行に形成し

た。窩洞内は余剰の生理食塩水により歯周組織へ

漏電することを防ぐために吸水し、簡易防湿下で

ハミガキペースト(キャリーナ 100SR（株）Bee 
Brand Medico Dental）を窩底に少量付けた。ま

ず、Endodontic meter  SⅡ（コマツ、以下 EM
と略す）をアジャストし、不関電極を被験歯頬側

歯肉頬移行部に置いて、製品付属のプローブで測

定し、EM 値が 27～36 の整数値になる深さまで窩

洞形成した。各EM値が測定された直後にOSADA  

 
APIT15（長田電機工業（株）、以下 OA と略す）

をマニュアルアジャスト設定下で同器に接続した

プローブで窩洞内の OA 値を測定した。各 EM 値

を示す 10 窩洞は小臼歯３本、大臼歯２本に形成し、

各 EM 値窩洞群における OA 値（n=10）の平均値

を、露髄値とされる EM 値 30 前後で比べるため

にｔ検定を行い、p<0.05 を有意差ありとした。 
Ⅱ．臨床例 

5 歳の女児。診断は上顎乳中切歯の歯髄炎、治

療計画は抜髄であった。局所麻酔とラバダム防湿

の下、アクセス窩洞形成中と露髄後に、生理食塩

水で洗浄後に窩洞にキャリーナを少量付けて EM
値と OA 値を測定し、窩洞内を観察した。 
【結果】 
Ⅰ．実験的計測 

 
＜図１ EM 値に対応する OA 値の平均値＞ 
OA 値平均値は、EM 値 27、28、29 の各群に比べ、

EM 値 30 以上では有意に高かった。 
Ⅱ．臨床例 
窩洞形成中 EM値 27の時点で OA値 3.5が測定さ

れ、切削を継続して EM 値 34 になった窩洞では

OA 値が 10 で、探針により露髄が触知された。 
【考察】 
OA と EM を併用して窩洞内を測定したところ、

OA を用いた露髄診が可能であることが示唆され

た。今後は臨床応用のために必要なより詳細な検

討を行う予定である。 
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歯胚形成期におけるシクロフォスファミド早期投与の影響 
Effects of early administration of Cyclophosphamide during tooth morphogenesis 

 
○角 奈央，光畑智恵子，香西克之* 

Nao Kado, Chieko Mitsuhata, Katsuyuki Kozai 
 

（広大・院・小児歯） 
Hiroshima Univ. Institute of Biomedical & Health Sciences. Pediatric Dent.  

 
【目的】 

神経芽腫は，小児がんの中でも白血病・脳腫瘍に

次いで多く，国内で年間 320 例前後の新規患者が

発生する。年齢分布のパターンは二峰性で，0 歳と

3 歳にピークを示すため，治療開始時期が早く歯

胚形成に影響を与えやすい。近年，抗がん剤治療の

治療成績の向上に伴い小児がん患者の長期生存例

は増加し，晩期障害への対応が必要となってきて

いる。歯胚に対する影響として，永久歯の消失・矮

小化・歯根等の形成不全が認められる。シクロフォ

スファミド（以下 CP ）は小児に用いられる抗が

ん剤の 1 つであり，成長期マウスへ投与すること

で歯根形成に対して抑制的に作用するという報告

もある。今回我々は，出生後 1 日目のマウスに CP 
を投与し，明らかな差を示した下顎臼歯における

歯胚形成および歯冠形成過程について検討した。 
【対象と方法】 
1. 対象 

後期妊娠 ddy 系マウス（清水実験材料，京都）

を購入し，当大学実験施設内で正常出産した仔マ

ウスを使用した。 
2. CP の投与 

生後 1 日目マウスに，CP 投与群には CP 
106mg/kg 生殖水溶液を 1 回腹腔内投与し，コン

トロール群には同量の生理食塩水を 1 回投与した。 
3. サンプルの作製 

生後 4 日齢～生後 24 日齢のマウスより頭部を

採取し，新多目的新鮮凍結切片法（川本法）により

凍結包埋を行った。 
4． 凍結切片の作製 

研究用凍結ミクロトーム( Leica CM 3050S ク
リオスタット，ドイツ) を用い，試料を矢状方向に

厚さ 0.05μで凍結薄切した。ヘマトキシリン・エ

オジン染色にて下顎臼歯歯胚( M1 , 2 , 3 )の観察を

光学顕微鏡で行った。 

 
【結果】 
1. CP 投与後 3 日目（出生 4 日目） 
M1 における両群の歯胚はいずれも歯冠形成期で

あり，明らかな差は見られなかった。M2 では両群

とも歯冠形成期であったが，コントロール群のエ

ナメル芽細胞が基質形成期～成熟期を示したのに

対し，CP 投与群のそれは増殖期～分化期の状態を

示した。M3 ではいずれの歯胚も蕾状期であった

が、CP 投与群では口腔上皮および間葉組織の凝集

が弱い傾向にあった。 
2. CP 投与後 7 日目（出生 8 日目） 
M1 における両群の歯胚に明らかな差は見られな

かった。M2 において，両群の歯胚とも歯冠形成期

であり CP 投与群の一部に未熟なエナメル質を認

めたが，明らかな差は見られなかった。M3 ではコ

ントロール群の歯胚が鐘状期前期示したのに対し，

CP 投与群は帽状期のままであった。 
3. 投与後 11 日目（出生 12 日目） 
M1 および M2 の歯胚はいずれも歯冠完成し，歯

根形成期に突入していた。コントロール群に対し

て CP 投与群では歯根形成遅延の傾向が認められ

た。M3 はいずれも歯冠形成期を示したが CP 投
与群の歯胚は小さく，咬頭が少ない傾向を呈した。 
【考察】 

本結果から，CP の早期投与により下顎臼歯歯胚

の形成遅延が認められた。特に，出生直後に歯胚形

成が開始するとされる M3 は，より影響を受けや

すいことが示唆された。今後，CP の分子標的につ

いてさらに検討を行う予定である。 
【文献】 

1）中村侑子，他：シクロフォスファミドによ

るマウス臼歯の歯根形成抑制と歯の萌出遅延，

小児歯誌，51：360-371，2013． 
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造血幹細胞移植患者の口腔内より分離した細菌叢の継時的変化 
Sequential change of bacterial flora isolated from oral cavity of hematopoietic stem cell 

transplant patients 
 

○髙島由紀子，吉田衣里，平野慶子，角田陽子，仲野道代 
Yukiko Takashima, Eri Yoshida, Keiko Hirano, Yoko Tsunoda, Michiyo Matsumoto-Nakano 

 
（岡山大・医歯薬・小児歯） 

Okayama Univ. Dept. Pediatric Dent. 
 

【目的】 
血液がんの治療のため造血幹細胞移植を受ける

患者では、移植に際し抗がん剤や抗生物質等、様々

な薬剤が投与されており、この移植前後に重度の

歯肉炎が発生することが多く認められる。これは、

移植前の免疫抑制剤投与による好中球が減少する

ため、からだの抵抗力が減弱することに起因する

と考えられている。歯肉炎は、小児に認められる

歯周組織疾患のうち最も多いものであり、原因と

しては 腔内のプラ ク中の細菌が関連している

と考えられているが、齲蝕と比較して発症頻度は

低い。このことから、造血幹細胞移植を受ける患

者では、 腔内の細菌叢の変化が起こり、歯肉炎

の発症に関与している可能性が高い。本研究では、

移植前後での 腔内細菌叢の継時的変化について

調べることにより歯肉炎発症との関連について検

討したので、これを報告する。 
【対象と方法】 
本研究は、岡山大学生命倫理審査委員会の承認

を受け行った。保護者の同意が得られた 9 名の患
児（6.5 歳〜17.0 歳）の 腔内診査を行った後、

唾液を採取した。採取した唾液より通法を用いて

染色体 DNA を抽出し、それらをテンプレ トと

し、6種類の 腔レンサ球菌と 10種類の歯周病原
細 菌 の 存 在 を  Polymerase-Chain Reaction 
(PCR) 法を用いて行った。また、採取した唾液を
各菌の選択培地に播種し、得られたコロニ 数の

比較を行った。 
【結果】 

PCR 法による細菌種同定を行った結果、 腔レ

ンサ球菌は全てのサンプルにおいて認められたが、

Sreptococcus mutans は 部の症例からのみ検出さ

れた。移植前後で最もよく検出されたのは 

Streptococcus oralis 、 そ の 次 に Streptococcus 

salivarius が検出された。検出される 腔レンサ球

菌の種類は、移植後のほうが移植前よりも減少し

ていることが明らかとなった。DMF 指数が高いサ

ンプルからは S. mutans と Streptococcus sobrinus 

が検出された。歯周病原細菌においては、移植後

に 最 も 検 出 さ れ た も の は 、 Capnocytophaga 

ocharacea で あ り 、 続 い て  Capnocytophaga 

sputigena だった。コロニ 数の比較では、 腔レ

ンサ球菌数は、３サンプルにおいて移植前と比較

して移植後 か月で増加し、他の６サンプルでは

移植後に減少していることが明らかとなった。

方で、ミ タンスレンサ球菌の検出頻度を確認

すると、移植前や移植後 か月で検出頻度が高い

症例では、移植後３か月では検出頻度が下がった。

乳酸桿菌の検出頻度を確認すると、５症例を除い

た症例において移植後 か月で乳酸桿菌の検出が

認められた。 

【考察】 
通常、小児で歯周病原細菌が検出されることは

稀であることから全身状態により、 腔内の細菌

叢が変化することで、歯周病原細菌の増加が起こ

っていると考えられる。このような歯周病原細菌

の存在は、歯肉炎の進行にとって重要な因子であ

ると考えられる。そのため、継続的な 腔内の清

掃等の歯科的管理を行い、歯周病原細菌の増加を

防ぐことが、移植を受ける小児において特に重要

であると考えられる。今後は、 腔内全体の総菌

数に対してミ タンスレンサ球菌や乳酸桿菌の

検出頻度がどのような状態であるかも同時に調べ

ていく予定である。また、症例によってこれまで

の治療内容が異なるため、歯周炎発症との関連に

ついて検討する予定である。 
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小児がんにおける口腔粘膜障害の実態と保湿・含嗽剤による予防効果

The oral mucosa disorder and the effect of prevention with 
 moisturizing agent and gargle in pediatric cancer  

〇佐々木康成、大江智可子、成瀬正啓、小和田美里、小棚木順子

Yasunori Sasaki, Chikako Oe, Masahiro Naruse, Misato Owada, Junko Odanagi 

（神奈川県立こども医療センター歯科）

Kanagawa Children’s Medical Center, Department of Dentistry  

【目的】

口腔粘膜は血管に富み、細胞の代謝サイクルも

早いため 小児がんに対する化学療法あるいは放

射線治療の影響を受けやすい場所である。治療前

からの口腔衛生状態の維持に加えて、保湿・含嗽

剤の応用などにより口腔乾燥の防止が重要といわ

れているが、小児がん治療中における予防効果に

ついての統計報告はほとんど見られない ）。当科

は、センター内小児がんサポートチームおよび栄

養サポートチームの一部門として、小児がん患児

に対して早期からの口腔領域の健康育成に取り組

んでいる。そこで、小児がん周術期における口腔

粘膜障害の実態を紹介するとともに、特に保湿含

嗽による予防効果を報告する。

【対象と方法】

平成 年 月から平成 年 月までの新規患

者のうち資料が得られた 名（男児 名、女児

名、初診時年齢 生後 か月～ 歳、平均 歳

か月）を対象とした。含嗽剤の使用は、診療録

を後方視的に調査して、口腔粘膜障害の実態を調

べ、含嗽剤の使用との関連について明らかにした。

含嗽剤の使用は、口腔内症状発症前は毎食後・食

間・就寝前の ～ 回 日 症状出現後は、日中

時間毎の使用を指導した。

【結果】

１） がん腫の内訳は、血液腫瘍、胎児性腫瘍、脳

腫瘍、肉腫その他に分類され、治療法として、

化学療法が共通しており、他に放射線療法、

骨髄移植、他手術が含まれた。口腔粘膜障害

は ％（ 名）に見られ、発症に年齢に

よる影響を認めなかった。

２） 含嗽剤は 名（ ％）が使用し、成分は、

主にアズレンスルホン酸 ・グリセリン混合

剤および塩化ベンゼトニウムであった。含嗽

剤使用群（平均 歳 か月）は、非使用群（平

均 歳 か月）と比較して有意に年齢が高かっ

た 。

３）含嗽剤の使用群が非使用群と比較して、粘膜

障害発生の割合が有意に高かった 。

４）含嗽剤の使用は、がん治療開始前または治療

開始早期に始めたもの、および口腔粘膜障害

発生後に開始したものがそれぞれ ％（ 名）

であり、使用群のうち、早期から含嗽剤を使

用開始した場合においても、 ％（ 名）

には口腔粘膜障害を認めた。

【考察】

小児がん治療としての化学療法および放射線

療法により、口腔粘膜障害は高頻度に発症する

ことが明らかになり、患児の 低下のリスク

などを考え、可能な予防と対策が求められた。

）含嗽剤の使用率の向上には、含嗽困難な幼児の

場合はアトマイザーを使うなどの使いやすさ

の工夫や、含嗽剤の味の配慮をしているが、さ

らに指導法の工夫やフォローが必要と考えら

れた。

含嗽剤の使用群で非使用群と比較して口腔粘

膜障害が多くみられたのは、使用群の多くが、

口腔粘膜障害が出現してから含嗽剤使用を開

始したためであると考えられた。

）小児がんにおいて化学療法開始期早期から含嗽

剤を使用することによる口腔粘膜障害抑制の

可能性は十分示せず、今後さらに詳細な調査と

予防対策が必要と考えられた。

【文献】

）佐々木康成：血液・悪性腫瘍を抱えた子ども

たちの口腔環境，小児保健研究， ： － ，

．
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家族性がみられた象牙質形成不全症に対する歯科的管理の１例 
A case of the Dental management for Dentinogenesis imperfecta with family history 

 
○荻原佑介, 井出正道, 朝田芳信， 

YUUSUKE OGIHARA MASAMICHI IDE YOSHINOBU ASADA 
 

（鶴見大学・歯・小児歯） 
Tsurumi Univ. School of Dent. Med. Dept. of Ped. Dent. 

 
【緒言】 
象牙質形成不全症は、象牙質の形成が原発的に障

害される遺伝性疾患であり、遺伝形式は常染色体

優性遺伝である。Ⅰ型：骨形成不全症を伴うもの、

Ⅱ型：骨形成不全症を伴わない単独型、Ⅲ型：象

牙質の障害だけがみられるもので、多発性の露髄

や根尖部の透過像などがみられるものに分類され

ている。口腔内所見としては、歯冠の変色(オパー
ル様色)や著しい咬耗が認められ、エックス線所見
としては、歯髄腔の狭窄・短根・鐘状の歯冠形態

などの所見が認められる。今回我々は、家族性が

考えられた象牙質形成不全症の症例を経験したの

でその治療経過を報告する。本症例については、

保護者の同意を得ている。 
【症例】 
患児：初診時(2013年 4月 15日)１歳２か月の女
児 
主訴：歯の変色が気になる。 
現病歴：上顎乳前歯萌出時の変色が気になり、近

医を受診したところテトラサイクリンによる着色

と診断され、近医では処置できないとのことで当

科を受診した。 
既往歴：出生時体重は 2,730g であり、骨折など
の既往はない。母親の妊娠中および乳児期に抗菌

薬服用の既往はない。 
家族歴：父親は幼児期から歯質が弱く、学童期に

おいて永久歯の早期脱落がみられ、現在上下顎前

歯部にブリッジを装着している。 
現症：Hellmanの歯齢はⅠＣ期で、現在歯は 
BA│AB 

A│A   であり、オパール様の変色と咬耗が認
められた。   
治療経過：初診時の視診,エックス線写真検査所見
から象牙質形成不全症を疑い、経過観察を行うこ

とにした。６か月後（1歳８か月時）の検診時に
は全顎的に象牙質形成不全が認められたため、定 

 
期的なフッ化物塗布を行い、経過観察を継続する

ことにした。（図１,２） 

 
図１ １歳８か月時の口腔内写真 

 
図２ １歳８か月時のエックス線写真 

３歳３か月時の検診で、上顎右側乳切歯唇側に歯

肉腫脹がみられ、上顎両側乳切歯根尖部にエック

ス線透過像が認められた。重度の咬耗により根尖

性歯周炎を引き起こしており、上顎両側乳切歯の

感染根管処置を開始した。その後、他部位の歯冠

破折と齲蝕に対する修復処置も併せて行った。４

歳２か月時に上顎両側乳切歯に著しい外部吸収が

認められたため、根管充填はせず経過観察とした。

早期脱落する可能性があるが、前歯部咬合高径が

低く保隙装置の装着が困難なことと、臨床症状が

消失していたため、抜歯せず保存することにした。

その後も定期的な口腔管理を行っている。 
【考察】 
本症例は、象牙質に限局した障害と歯髄腔の不透

過性の亢進とオパール様の変色が認められること

から、Ⅱ型である可能性が高いと考えられる。遺

伝子診断を行っていないが、父親が象牙質形成不

全症の疑いがあるため、家族性の症例と捉えるべ

きである。象牙質形成不全症では、歯質が脆弱で

あり、急速な咬耗とそれに伴う歯髄感染やエナメ

ル質の破折が認められ、齲蝕感受性も高いため、

短い間隔での歯科的管理が必要である。今後永久

歯にも象牙質形成不全が発現する可能性が高いこ

とから、定期的な管理を行うことが肝要と考えら

れる。 
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生体間肝腎移植の既往がある精神運動発達遅滞を伴う窒息性胸郭異形成症に対し口腔管理を行った 例

A case of oral managemrnt of asphyxiating thoracic dysplasia indivisual with mental and motor 
retardation, who received a living-related liver and kidney transplant 

 
○岡田 由美子，福岡 裕樹

Yumiko Okada, Hiroki Fukuoka 
 

（公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 歯科 矯正歯科） 
Deprtment of Dentistry and Orthodontics, Kurasiki Central Hospital

 
【緒言】

窒息性胸郭異形成症（Asphyxiating thoracic 
dysplasia; ATD）は Jeune 症候群ともいわれ，胸

郭の低形成が特徴で， ～ ％の重症例は新生児

期に胸郭狭小に起因する重度の呼吸不全を起こし

死亡する 。一方、軟骨異形成症の他は無症状の

症例もありその症状の幅は広い。頻度は ～ 万

人に 人といわれ、遺伝様式は常染色体性劣性遺

伝である。今回我々は生体間肝腎移植の既往があ

る精神運動発達遅滞を伴う ATD の口腔管理を経

験したので報告する。

【症例】

患児：初診時年齢 歳 ヶ月 女児

主訴：歯列不正

既往歴：

胆道閉鎖症：肝門部左右胆管空腸吻合術後

肝硬変症：生体肝移植術後

）腎機能障害：生体腎移植術後

）精神運動発達遅延

）低身長：成長ホルモン補充療法中

）高血圧

口腔内所見： は 、 は

、大臼歯咬合関係は Ⅲ、

は であった。前歯部

反対咬合、開咬を呈しており舌は大きめであった。

上下顎前歯部は矮小歯傾向を示し、下顎右側中側

切歯エナメル減形成が疑われた。下顎右側犬歯舌

側に過剰歯の咬頭が存在し、上顎左側中切歯及び

上下左側第二乳臼歯に齲蝕を認めた。また軽度の

歯肉炎を呈していた。

エックス線所見：後続永久歯の先天欠如は認め

なかったが、上顎に 本、下顎に 本の埋伏過剰

歯を認めた。また上顎右側第二乳臼歯に根尖性歯

周炎を認めた。

治療経過：治療対象歯を有していたものの、知

的障害があるためまずは予防処置を含めた患児の

受け入れ可能な処置を開始した。その後歯科の雰

囲気に慣れ始めたため、受診後 ヶ月目で上顎右

側第二乳臼歯の感染根管処置を開始し、上顎左側

中切歯及び上下左側第二乳臼歯に光重合コンポジ

ットレジンにて歯冠修復を行った。交換期障害に

対しては経口抗生剤の内服により術後の菌血症を

予防した上で抜歯を行った。全ての齲蝕治療終了

後は月 回の予防処置を継続し現在に至る。なお

主訴である不正咬合に対しては骨格性の要因が大

きく、外科的矯正治療が適応となる可能性が高い

ため、永久歯萌出及び下顎骨成長観察の方針とし

た。

【結果及び考察】

約 年間に渡るATD患児の口腔内管理の過程で、

通院を重ねるにつれて母子共に治療への協力が得

られ、十分な予防処置が可能であった。有病児の

歯科診療において歯科衛生士は発達課題の理解、

またそれぞれの発達の段階に応じた接し方が要求

される。さらには患児の安全、保護者の安心に至

るまでの課程への配慮も必須であり、これらは円

滑な治療へと導く最短方法であると考えられる。 
知的障害のある重症な有病児に対しての口腔ケ

アは継続的に介入することにより患児及び保護者

との信頼関係を確立することが重要であると考え

られた。 
【文献】

1) Kppler-Noreuil KM et al. Am J Med Genet A, 
155:1021-1032, 2011.  
2) Tuysuz B et al. Am J Med Genet A, 
149:1727-1733, 2009. 
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舌にカンジダを発症した慢性肉芽腫症の１例

Oral candidiasis of patients with chronic granulomatous disease 
 

〇金沢英恵、五十川伸崇、工藤みふね、和田奏絵 、高橋奈津子、

世川晶子 、小美濃千鶴、金田一純子、宮新美智世 、馬場祥行

Hanae Kanazawa, Nobutaka Isogawa, Mifune Kudo, Kanae Wada, Natsuko Takahashi, 
 Akiko Segawa, Chizuru Omino, Jyunko Kindaichi, Michiyo Miyashin, Yoshiyuki Baba 

 
（国立成育医療研究センター感覚器・形態外科部歯科（東京），*東医歯大・院・小児歯） 

Pedodontics and Orthodontics, Department of Surgical Specialties, National Center  
for Child Health and Development（Tokyo）and *TMDU, Dept. Pediatric. Dent. 

 
【緒言】小児科領域における口腔カンジダ症は低

出生体重児や免疫不全患児、あるいは小児がんの

患児に発症する重篤な合併症である。カンジダは

口腔常在真菌であり、患児の免疫能が低下した場

合は日和見感染として、また、抗生剤の長期連用

や消毒薬の多用により常在菌叢が破綻した場合は

菌交代現象として口腔カンジダ症が生じる。臨床

症状としては粘膜の儀膜（白苔）形成や紅斑、粘

膜の肥厚などを呈するが、早期から検査されるこ

とは少なく、視覚的に典型的な病態を認めた後に

対応されることが多いため、患児は長期間の違和

感や治療に悩まされる。そこで、カンジダ菌の発

生を早期に診断し、早期治療につなげることを目

的としてカンジダ菌の増多状態を 24 時間で判断

できるカンジダ菌検出用簡易検査液ストマスタッ

ト®（デンツプライサンキン社）を用いて慢性肉芽

腫症患児の口腔病変を診査し、積極的な口腔ケア

を継続したところ、良好な治療経過が得られたの

で報告する。 
【症例】患者：現在 2 歳 7 か月 男児 
既往歴：生後 1 か月 カンジダ肺炎を契機に遺伝

子検査にて慢性肉芽腫症と診断された。 
生後 3 か月 髄膜炎を発症し、水頭症を合併した。 
生後 11 か月 V-P シャント挿入術施行し、けいれ

ん発作なく経過している。 
1 歳 0 か月 慢性肉芽腫症腸炎と診断され、加療

するも治療中止困難なため造血幹細胞移植（以下、

移植）の適応となった。 
【臨床経過】平成 27 年 10 月周術期口腔機能管理

目的にて当科紹介来院。低年齢非協力のため口腔

ケアができず本人に任せていたため、歯面全体が 

 
黒く色素沈着し、舌には黒毛舌が認められた。初 
診時に歯科外来にて歯面清掃を行い、採取した舌

苔をストマスタット®で調査したところ、偽陽性

（オレンジ色）を示したため、連日病棟に往診し

て口腔ケアを継続した結果、3 日後にはほぼ陰性

（赤色）になった。しかし、移植前の大量化学療

法中は患児の倦怠感が強く、口腔ケアの中断を余

儀なくされたため、移植前日の全身放射線照射

（3Gy）後のケア時には大量の舌苔を認めたが、

可能な限り除去することができた。ストマスタッ

ト®は黄色く変化し、陽性を示していた。移植後は

慢性肉芽腫症が治癒したため、それ以降舌苔の出

現はなく、カンジダ菌も検出されていない。 
【考察とまとめ】慢性肉芽腫症は重症の細菌・真

菌感染症を繰り返し、様々な臓器で肉芽腫を形成

する原発性免疫不全症である。感染症罹患時は原

因菌検索のため生検を含めた培養検査を積極的に

行っている。従って、口腔内でカンジダ菌感染を

早期に発見することはカンジダ菌による全身的な

侵襲を予防する意義を有する。本症例において院

内の細菌検査ではカンジダ菌は検出されなかった

が、当科では口腔内所見で疑われたカンジダ菌を

簡易検査で早期に診断し、口腔ケアの指標とする

ことで移植前にカンジダ菌を最小限に抑制するこ

とができた。慢性肉芽腫症患児に対するカンジダ

菌簡易検査と周術期口腔ケアの有用性が示唆され

た。 
【参考文献】 
1）富沢美惠子，他：悪性腫瘍患児における口腔病

変とカンジダの検出について，小児歯誌，42（5）：
668-674，2004． 
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根尖性歯周炎に罹患した歯内歯（上顎側切歯）を治療後に長期観察した１例 
Long-term observation of the dens in dente (maxillary lateral incisor) 

with apical periodontitis after root canal treatment 
 

〇今井裕樹、辻野啓一郎、新谷誠康 
Hiroki Imai, Keiichiro Tsujino, Seikou Shintani 

 
（東歯大・小児歯） 

Tokyo Dental College Department of Pediatric Dentistry 
 
【目的】 

歯内歯は歯冠部の象牙質の一部が、表層のエナ

メル質を伴って歯髄腔内に深く陥入した歯の形態

異常で、その形態の複雑さから容易に歯髄感染を

起こすが、急性症状を惹起するまで放置されてし

まうことが多い。しかしながらその複雑な形態ゆ

えに、歯内療法処置は困難となり、抜歯となる症

例も少なくない。今回、急性化膿性根尖性歯周炎

に罹患した歯内歯と考えられる上顎の側切歯に処

置を行い、その後１０年以上の長期にわたり観察

し、良好な予後を得られた症例を経験したのでそ

の臨床経過を報告する。 
【症例】 
・初診日：平成 17 年 3 月 25 日 
・初診時年齢：9 歳 1 か月 
・性 別：男児 
・主 訴：右上の前歯が腫れて痛い 
・既往歴：特記事項なし 
・現病歴：昨日より上顎右側側切歯に腫脹・疼痛

が発現し、昨晩は夜間眠れないほどの自発痛と

なり、近医（紹介医）を受診するも、原因不明

で当院口腔外科あてに紹介され来院。口腔外科

より当科へ依頼。 
・現 症：視診では、上顎右側側切歯に齲蝕、舌

盲孔、変色は認められず、自発痛、打診痛を認

め、動揺度 1 度、根尖相当部歯肉（唇側および

口蓋側）に発赤・腫脹、圧痛を認める。 
【診査および診断】 
・医療面接：当該歯に外傷の既往はない 
・エックス線検査：上顎右側側切歯根尖部の歯槽

骨に透過像を認め、歯頸部付近に小さな歯が逆

向きで挿入されているような不透過像をもつ歯

内歯が疑われる所見を認める。 
 

 
・歯髄電気診断：反応を認めなかった。 
・以上の結果から、急性化膿性根尖性歯周炎に罹

患した歯内歯と診断した。 
【処置と経過】 

初診時に浸潤麻酔後、歯髄腔の開放と抗菌薬

および鎮痛薬の投与を行ったところ、炎症が寛

解したため、通報に従い感染根管治療を行い、7
回の根管治療の後、ビタペックス®にて仮根管充

填を施しその約 か月後に同剤で根管充填を行

った。

その後、 ～ か月の定期健診で、上顎右側側

切歯は特に問題なく経過していた。根管充填の

約 年後に根管充填材が歯根の半分程度吸収し

てきたため、再度根管治療を行うこととしたが、

学校生活が多忙となり来院しなくなった。 

そして、平成28年5月に健診を希望して来院。

上顎右側側切歯のエックス線撮影を行ったとこ

ろ、根管充填剤の不透過像がまったく認められ

なかったため、再度糊剤にて根管充填を行い、

現在も経過観察中である。 
【考察】 

歯内歯には舌盲孔が認められることが多いが、

今回の症例では視診および触診でもそれを観察

することはできなかった。しかしながら、初診

時のエックス線写真やその他の診査結果、さら

に、正中過剰埋伏歯の診査のために根管充填後

に撮影した CT に写った当該歯の画像所見から

も歯内歯と考えられる。また、根管や歯髄腔の

形態が複雑な歯内歯ではガッタパーチャポイン

トによる緊密な根管充填が困難である。本症例

においても再度の根管充填に際し、緊密な根管

充填が困難であると判断し糊剤根管充填とした。 
今後、経過観察を行い必要に応じて緊密な根

管充填を行う予定である。 
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乳歯の局所性異形成症の 1例 
A Case Report : Regional Odontodysplasia in primary teeth 

 
○白石愛湖，山元希美子*、柘植昌代、池田まりあ、中村弘之*、篠永ゆかり、阿部洋子、有田憲司 

       Aiko Shiraishi, Kimiko Yamamoto*, Masayo Tsuge, Maria Ikeda, Hiroyuki Nakamura*,  
Yukari Shinonaga, Yoko Abe, Kenji Arita 

 
（大歯大・小児歯，*ナカムラ矯正・小児歯科(亀岡市)） 

Osaka Dental Univ. Dept. Pediatric Dent. And Nakamura Ortho. and Dental Clinic for Children 
 
【目的】 
 regional odontodysplasiaは歯質の形成が著し

く障害される稀な歯の発育異常で、非対称性かつ

局所的に連続した複数歯に生じる事が多い。萌出

後まもなく歯髄壊死に陥ることが多いため、抜歯

が主たる治療法とされているが、その結果審美的

および機能的口腔機能を失うことになる。今回

我々は上顎左側前歯部および上顎左側第 2 乳臼歯

に regional odontodysplasiaの症例に遭遇し、発

表することに関して保護者より文書による同意を

得たので、報告する。 

 
【症例】 
患児：初診時年齢 2歳 11か月 男児 

主訴：上顎左側前歯部の形成異常 

既往歴・家族歴：特記事項なし 

現病歴：上顎右側前歯部は正常な時期に萌出した

が、⎿ABは 2歳以降に萌出した。歯肉腫脹を主訴

に近医を受診した際に形成不全を指摘され、紹介

により来院した。 

初診時口腔内所見：完全萌出歯は上顎 EDCBA ABCD，

で、⎿E は近心咬頭のみ萌出していた。下顎は左

右第二乳臼歯まですべて完全萌出していた。⎿ABC

は右側に比べて矮小で、⎿ABは位置異常および低

位を認め、⎿Bの根尖相当部歯肉に膿瘍を認めた。 

 

  
 

 

 

 

＜図１ 初診時の口腔内写真とエックス線写真＞ 

臨床診断：⎿ABCEの regional odontodysplasia 

 

 
【処置および経過】 
⎿B は保存的処置を試みたが膿瘍形成を繰り返

したため、3歳 6か月時に抜歯した。⎿ACは歯内

治療を行い、グラスアイオノマーセメントで補強

後、CRで歯冠形態修正を行った。3歳 11か月時に

喪失した⎿B 部に接着性ブリッジを装着し、審美

性を回復した。萌出遅延の⎿E は、歯冠形成不全

部からの歯髄感染を予防する目的で歯冠部をグラ

スアイオノマーセメントで被覆した。 

 
 
 
 
 
＜図２ ⎿B 部の接着性ブリッジを装着前（左）
と装着した後（右）の口腔内写真＞ 
 
【考察】 
 regional odontodysplasiaの原因は依然不明な

ままである。罹患歯は早期に細菌感染が生じるた

め、象牙質の形成が止まり歯質が脆弱となるため

保存処置は極めて困難である。本症例では罹患歯

の１歯は保存的処置を試みたものの抜歯に至った。

残りの 3 歯は辛うじて保存でき、現在経過観察を

行っているが、長期的予後は不明である。患歯の

後継永久歯も regional odontodysplasiaの可能性

が高く、また⎿６の歯胚の形成遅延も疑われるた

め、今後も慎重な観察と対応を行い、長期的口腔

管理における咬合育成が必要であると考える。 

 
【文献】 
 1）棚瀬精三，他：上顎臼歯部に認められた

Regional Odontodysplasia の長期咬合管理，

小児歯誌，38(3)：639-648，2000． 
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児 ク ス プ 用い を １  
A case of treatment of the maxillary first molar using microscope in child 

木口友里，小川京，岡本春憲*，清水武彦  
Yuri Kiguchi, Kei Ogawa, Harunori Okamoto*, Takehiko Shimizu 

 
（日大・松戸歯・小児歯，*おかもと歯科医院） 

Department of Pediatric Dentistry, Nihon University of Dentistry at Matsudo                    
and Okamoto Dental Clinic

【目的】 
	 近年、歯科医療においてマイクロスコープ及び

コーンビームCT(以下CBCT)撮影を用いた治療が
保険診療に導入され、より正確で精密な治療を行

うことが求められている。マイクロスコープは肉

眼で見逃す可能性のある破折線、軟化象牙質、残

髄などを確認することができる 1）。しかしながら、

小児歯科領域においてその活用の報告は少ない。

今回我々は、低年齢にもかかわらず上顎第一大臼

歯に歯髄処置が必要となった症例を経験した。そ

こで、正確な歯根の形態を把握するためにCBCT2）

撮影を行い、精度の高い根管治療を行うためにマ

イクロスコープを用いた。小児歯科診療における

マイクロスコープの意義について検討を加えたの

で、報告する。 
【症例】 
患児：10歳 10か月	 男児 
主訴：右上の奥歯が痛い 
現病歴：3 日前から自発痛があり、解熱鎮痛剤を
服用したが、痛みが消えないため来院した。 
既往歴：特記事項なし 
口腔内所見：上顎右側第一大臼歯遠心面に小豆大

の実質欠損が認められた。露髄は認めなかった。 
エックス線所見：上顎右側第一大臼歯遠心に歯髄

腔に近接する透過像が認められた。近心頬側根が

彎曲し、根尖が上顎洞底に近接していた。＜図 1＞ 
診断名：上顎右側第一大臼歯の急性化膿性歯髄炎 
【治療及び経過】 
	 デンタルエックス線写真より、根尖の上顎洞底

への近接、根管の湾曲が確認できたため、CBCT
撮影を行い、上顎洞と歯根の位置関係、歯根の完

成度、根管の形態、根管口の位置を精査し、抜髄

処置を施した。マイクロスコープ(Leica M320 
F12®)下にて、根管長測定機能付き根管拡大装置

(デンタポート ZX®)を用い、根管拡大を行った＜図
2＞。水酸化カルシウム製剤(カルシペックス®)にて
貼薬、仮封(キャビトン®)した。抜髄処置から１週
後、マイクロスコープにて診査を行い、残髄や根

管内壁面の汚染がないことを確認し、ガッタパー

チャポイントにて根管充填を行った。 

 
＜図1＞初診時デンタルエックス線写真

 
＜図2＞拡大視野によって明示された根管口 

【考察】 
	 マイクロスコープを用いることにより、肉眼で

は確認しにくい軟化象牙質を選択に除去すること

ができ、歯質の削除を最小限に抑えられたと考え

る。また湾曲した根管でも、適切な根管拡大、ス

トレート化をスムーズに行うことが可能であった。 
マイクロスコープを用いた精度の高い治療は歯の

予後に寄与すると考えられ、小児歯科においても

使用することは有効であると考えられる。 
【文献】 
	 1）片山	 直，他：歯の亀裂に関する考察，日本

外傷歯誌，9刊 1号：10-14，2013.12 
	 2）岡野	 友宏，他：歯科臨床における歯科用コ

ーンビーム CT の基礎的・臨床的評価，日歯
医学会誌，31：64-68，2012． 
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過度なブラッシングにより歯根露出を来したと考えられる１例 
Root Exposure Induced by Excessively Frequent Brushing : A Case Report 

 
○ 河本 新太郎*, 石坂 亮*, 柴田 宗則*, **, 大塚 章仁*, 堀部 森崇*, 松本 侑*, 名和 弘幸*,

外山 敬久*, 福田 理* 
Shintaro Komoto*, Ryo Ishizaka*, Munenori Shibata*, **, Akihito Otsuka*, Moritaka Horibe*, 

Susumu Matsumoto*, Hiroyuki Nawa*, Takahisa Toyama*, Osamu Fukuta* 
 

（*愛院大・歯・小児歯，**柴田小児歯科） 
Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Aichi-Gakuin University*  

and Shibata Pediatric Dental Clinic** 
 
【目的】成人では歯周疾患によって生じる歯肉退

縮がしばしば認められるが、乳歯、特に幼児期に

歯根露出を伴う歯周疾患が発生することはきわめ

てまれである。幼児期の歯肉退縮の原因は主に口

腔清掃状況の不良、外傷性咬合、全身疾患、過度

な力による矯正治療、継続的な歯肉への機械的刺

激 1）などが考えられる。

今回我々は、不適切なブラッシングが原因で局

所的に歯根露出をきたしたと考えられる症例を経

験したので報告する。なお、本症例の公表につい

ては文書による保護者の同意を得ている。

【症例】初診時年齢：２歳６か月 性別：男児

主訴：仕上げ磨きを拒否する

家族歴、既往歴：特記事項なし

現病歴：２歳１か月の保健所の歯科健診で下顎左

側乳犬歯の着色を指摘され、よく磨くよう指導さ

れ、日常生活におけるブラッシングは乳犬歯の着

色部を他の部位より注意してブラッシングを行っ

ていた。２歳２か月頃より、仕上げ磨きへの拒否

が強くなってきたものの、保護者が患児を無理や

りおさえて着色部を中心に清掃していた。

現症：口腔清掃状況は良好であった。下顎左側乳

犬歯尖頭部に着色を認め、下顎左側乳臼歯部、特

に第一乳臼歯の頬側の近心根および遠心根の露出

が認められた。また、同部の頬側歯肉の炎症を認

めるものの動揺はなく、エックス線写真では明ら

かな骨吸収は認められなかった。

【臨床的診断】歯根露出が限局的であり、全身的

要因を疑わせる因子はないため、過度なブラッシ

ングによる歯根露出と診断した。

【処置および経過】保護者に患部への歯ブラシに

よるブラッシングを一時中止させガーゼにて清掃

するよう指示した。１週間後、ポケットの減少が

認められたが歯根が露出していたため、やわらか

い毛先の歯ブラシに変更するよう指示した。ブラ

ッシング圧は強くなりすぎない様に指導した。

１か月後、わずかな歯肉炎が認められるも、１

mm 程度の付着歯肉の再生が認められた。６か月後

では歯肉の炎症所見はみられず、歯根露出は減少

していた (図１) 。   

 
図１ 初診時と６か月後の口腔内写真 

【考察】全身疾患がなく、口腔清掃状況も良好で

あるが、局所的な歯根露出が生じた症例に対して

口腔清掃方法の改善を行ったところ、歯肉の炎症

が減少し付着歯肉の再生が認められた。このこと

より不適切なブラッシング圧が原因の歯根露出に

対して、ブラッシングを一時中止させ消炎をはか

る必要がある。また、その際の口腔清掃はガーゼ

等刺激の少ないものを使用し、ブラッシング再開

時には適切なブラッシング圧やブラシの硬さにつ

いての指導が必要である。本症例より、日常にお

ける適切なブラッシング方法の指導の重要性が再

確認された。

【文献】1）本田 真紀，他：不適切なブラッシン

グによって生じたと考えられる歯肉退縮の２例，

小児歯誌，38(1)：231-236，2000．
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歯冠部に連続したエプーリス様軟組織を伴って萌出した上顎中切歯の 1 例 
 

○戸田 雅子，岡 暁子，原田 華，立岡 迪子，熊谷 徹弥，馬場 篤子，尾崎 正雄 
A case of Epulis Granulomatosa connected with the crown of upper central incisor. 

Masako Toda, Kyoko Oka, Hana Harada, Michiko Tatsuoka, Tetsuya Kumagai, Atsuko Baba,  
Masao Ozaki 

（福歯大・歯・小児歯） 
Fukuoka Dental College. Dept. Oral Growth and Development. Div. Pediatric Dentistry. 
 
【目的】 

今回、我々は、歯頚部辺縁歯肉から連続した有

茎性の軟組織が、萌出した上顎中切歯の歯冠中央

に付着していたエプーリス様病変に遭遇した。本

症例における経過と切除した組織片の病理学的所

見、および接合上皮マーカー(ODAM)の発現につ

いて、免疫組織学的に解析を行ったので報告す

る。なお、報告に当たり、患児および保護者から

の承諾を得た。 
【症例】 

初診時年齢 7 歳 4 か月 女子 
歯肉の形がおかしい 

歴 特記事項なし 
的 歴 特記事項なし 
的 往歴 3 歳時に上顎乳中切歯を外傷し、 

保存不可能により抜歯、小児義歯を装着。 
歴 ７歳時に上顎中切歯が萌出開始、左上中 

切歯の形成不全である唇側面の一部に歯頚部と連 
続した軟組織が付着したまま萌出が進み、その後 
も、改善傾向がなく、同部の腫脹と発赤を伴って 
きたため当科へ紹介来院となった。 
口 所見 顔貌は左右対称 
口腔内 見 両側上顎中切歯は萌出中であり、唇側

エナメル質には形成不全が認められ、冷水痛、エア

ー痛を認めた。更に、左上中切歯においては、遠心

側歯頚部歯肉と連続し増殖した有茎性腫瘤が歯面

に付着していた。腫瘤表面は正常歯肉粘膜で潰瘍

形成等は認められず、弾性軟で非可動性であった。 
クス線写 見 口内法からは、左上

中切歯の歯根膜腔の拡大や歯槽骨の吸収などの異

常所見はなかった。CBCT より、左上中切歯歯冠に

は、顕著な形態異常を認め、歯冠-歯根部には、明

らかな破折線は確認できなかった。腫瘤と歯髄腔

との連続は不明瞭であった。 
【処置および経過】 

 
局所麻酔下にて歯面に連続する腫瘤を切除し、

コンポジットレジン修復を行った。現在、術後約 3
か月経過し、再発は認められない。切除した組織片

は、固定後通法に従って、Hematoxylin-Eosin 染

色、接合上皮のマーカーとなる抗 ODAM1)、抗サイ

トケラチン 14 抗体にて免疫染色を施行した。 
組 的 病変は、肥厚性の重層扁平上皮

で被覆され、上皮下に線維性血管性の肉芽組織が

存在し、部分的に浮腫性変化を伴っていた。また、

腫瘤内には、多数の形質細胞を含む中等度から高

度の慢性炎症細胞の浸潤を認めた。 
組 的 断 Epulis granulomatosa 

AM 現 歯面と付着していた領域は、サ

イトケラチン陽性の上皮細胞であり、また同領域

に ODAM の発現を確認した。 
【考察】 

エプーリスは、炎症性ないし反応性の増殖物と

され、真の腫瘍であることは少ないとされている。

本症例における肉芽腫性エプーリスは、上顎中切

歯歯冠の形成不全領域に強固に付着していた。さ

らに、その付着面は上皮組織であり、ODAM1)の発

現が確認された。つまり、歯頚部ではなく歯冠部に

て歯肉上皮の接着が起こっていたことが明らかと

なった。これは、幼少時の外傷によって永久歯歯胚

のエナメル質形成期に、歯冠部領域のエナメル上

皮が障害を受け、退縮エナメル上皮様組織へと変

性が起き、歯頚部ではなく歯冠部において、口腔上

皮と連続してしまったことが原因と推測される。

今後は、病巣部歯頚部上皮の付着状態を含めて、経

過を観察していく予定である。 
【文献】 
1）Jue SS, et al：Localization of ODAM, PCNA, 

and CK14 in regenerating junctional 
epithelium during orthodontic tooth movement 
in rats. Angle Orthod, 84(3)：534-540, 2014 
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外傷歯固定に用いる歯科材料の機械的物性に関する検討 
Investigation of the mechanical physical properties of the dental materials  

used for traumatic tooth. 
 

○永山道代，岡田英俊*，島村和宏，渡部由子，伊藤広美，関野貴大 
Michiyo Nagayama., Hidetoshi Okada.*, Kazuhiro Shimamura.,  

Yuuko Watanabe., Hiromi Ito., Takahiro Sekino. 
 

（奥羽大・歯・小児歯，*奥羽大・歯・生体材料） 
Ohu Univ. Dept. Pediatric Dent. and Ohu Univ. Dept. Biomaterial. 

 
【目的】 

小児歯科臨床において齲蝕歯の減少は進んでい

るものの,口腔外傷を主訴に来院する患児は毎年

一定程度存在している。乳歯では特に前歯の脱臼

が多いため,固定が必要になることもある。種々の

固定方法の中でレジン系材料等を利用する場合が

あるが,受傷年齢や歯の萌出状態によっては苦慮

することもある。固定材料の短期間での脱離や破

折のない処置を行うためにも材料の選択は重要で

ある。そこで今回，脱臼歯の固定に用いる材料選

択の一助とする目的で，材料の物性について検討

したので報告する。 
【材料および方法】 
１．固定材料として用いたコンポジットレジンは

GC 社製のペーストタイプ(P)とローフロータイプ

（LF）フロータイプ(F)の３種類とし，各材料 10
個ずつ圧縮試験と曲げ試験を行った。 
２．ニッシン社製の乳歯列顎模型のBAABに対し 
て上記コンポジットレジンを用いて実際に固定を

行った。前処理にはクラレノリタケ社製のボンデ

ィングシステムを用い,BAAB の歯冠中央部に点

状に直径２㎜の範囲で塗布した。通法に従って光

照射後,実験に供した。その後小型万能試験機に対

合歯との咬合を想定した治具を装着し，AA の舌

側切縁 1/3 と切縁に荷重を加え，破断までの値を

各試料 10 個ずつ測定した。 
【結果】 
１．コンポジットレジンの圧縮試験結果 

 

 
圧縮試験の結果は，表１の通りで，圧縮強さお

よび耐力の値は F,SP,LF の順に高く，弾性率の値

は SP,LF,F の順に高かった。いずれも有意差は認

めなかった。 
２．コンポジットレジンの３点曲げ試験結果 

  
３点曲げ試験の結果は，表２の通りで,F,LF,SP

の順に大きな値を示したが，有意差は認められな

かった。 
３．乳歯列顎模型の BAAB の舌側切縁 1/3 に圧縮

荷重を加えた結果,SP が 2kgf と最も高く，次いで

LF(1.7kgf),F(1.4kgf)であった。有意差は認められ

なかった。 
４．乳歯列顎模型の BAAB の切縁に圧縮荷重を加

えた結果, SP が 2.45kgf と最も高く，次いでF(
2.4kgf),LF(1.75kgf)であった。有意差は認められ

なかった。 
５．固定材料の破折・脱離した部位は，ボンディ

ング材による前処理面と非処理面との境界部に相

当していた。 
【考察】 

日常臨床において外傷患児が受診した際，動揺

歯の固定は可及的速やかに実施でき，かつ維持し

ていることが必要である。実験の結果，固定材料

の物性には大きな差がみられなかったが，破折・

離断部の状態から，前処理材の能力や適応範囲が

固定の予後に影響していることが示唆された。 
【文献】 
上野俊明他：外傷時の暫間固定における動揺歯固

定接着剤の有用性，日本歯科理工学会誌 33（2）
137,2014． 
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子供の歯ブラシによる事故調査 
Investigation on accident with the toothbrush of the child 

 
○大畑直子，中村昭博，巣瀬賢一，中村徳三，渡辺泰平，棚瀬康介，渡辺幸嗣，小野義晃，渡部茂 

Naoko Ohata, Akihiro Nakamura, Kenichi Suse, Norimitsu Nakamura, Taihei Watanabe, 
Kosuke Tanase, Koji Watanabe, Yoshiaki Ono, Shigeru Watanabe 

 
（明海大・歯・口腔小児） 

Meikai Univ. Div. Pediatric Dent.  
 
 
【目的】 
 歯ブラシによる歯垢清掃は齲蝕予防法で最も効

果の高い方法であり，これまで特に歯磨きの習慣

性の獲得，より効率の良いブラッシング方法など

について重点的に広く啓蒙が行なわれてきた。し

かし，近年歯ブラシ使用中の転倒などによる歯ブ

ラシ事故の報告がされて以来 1)，特に低年齢児の

歯垢清掃中の事故についての対策が急務となって

きた。事故については防止策や保護者に対する啓

発活動は少なく，保護者の事故に対する認識につ

いても報告は少ない。今回，歯ブラシによる事故

の現状と保護者の意識調査を行い，若干の知見を

得たので報告する。 
 
【対象・方法】 
 明海大学歯学部付属病院小児歯科外来及び関連

施設を受診した患児の保護者 150名を対象として，
過去の歯ブラシによる事故の経験，保護者の事故

に対する認識の有無等についてアンケートを行っ

た。 
 
【結果】 
１．「事故を経験した者」は 10名で，内訳は男児
8名，女児 2名であった。発生時の年齢は 1歳時 3
名，2歳時 3名，その他が 4名で，原因は歩行中
転倒が 7名，壁・人との接触が 3名であった。け
がの程度は，粘膜切創・出血が 7 名（1 名が歯の
外傷を伴う），嘔吐が 1名，不明 2名で，受傷後歯
科医院等病院を受診した者は 4名であった。 
 
 
 
 

 
 
2. 「事故に対する認識調査」では，①歯ブラシに
よって事故が起こりうることを認識していた

（78％）。②①の質問で歯ブラシによって事故が起
こりうることを認識していた保護者のうち，事故

を心配したことがあった（92％）。③歯ブラシをく
わえたまま動き回る（56％）。④性別では男児に多
いと考える保護者は 45％で，最も危険な年齢は 3
歳時と考える保護者が 40％であった。⑤歯ブラシ
を使い始めた年齢は 1歳が最も多く 55％であった。 
 
【考察】東京消防庁の歯ブラシ事故による救急搬

送データによると，平成 23年までの 5年間に，歯
ブラシ事故（以下事故）により救急車搬送された

5 歳以下の子どもは 229 人と報告されている。今
回の調査では小さな事故を含めて約 7％にみられ
た。今後は歯科医師・歯科衛生士が積極的に支援

することと，さらに大規模調査の実施と事故予防

対策を講じる必要性，また歯ブラシの形状の工夫

や，安全な歯ブラシの開発が必要と考えられた。 
 
【参考文献】 
１ ） NHK 生 活 情 報 ブ ロ グ 2013/5/8 
http://www.nhk.or.jp/seikatsu-blog/200/154658.
html（2017年 2.6.アクセス） 
 

小児歯科学雑誌 55（2）：235 2017 235

P-059



交通外傷による上顎４切歯喪失後に長期の歯科的対応を行った１例 
A case of treatment of a child who lost four maxillary incisors due to the traffic injury. 

 
○本間宏実，桜井敦朗，髙野紗弥佳，新谷誠康 

Hiromi Homma, Atsuo Sakurai, Sayaka Takano, Seikou Shintani 
 

（東歯大・小児歯） 
Department of Pediatric Dentistry, Tokyo Dental College 

 
【緒言】 

小児の歯の外傷は、小児歯科臨床においてしば

しば遭遇するが、受傷時の対応のみならず、受傷

後の歯や歯列への影響についても適切な診断と管

理が求められる。今回我々は、９歳１か月の男児

が交通事故により上顎４切歯を喪失し、その後両

側上顎犬歯ならびに両側上顎第一小臼歯の著しい

近心傾斜が認められた症例を経験した。我々は、

本症例について長期にわたって歯科的対応を行い、

若干の知見が得られたので報告する。 
【症例】 
・ 来院時年齢：９歳 11 か月 男児 
・ 主訴：交通外傷による両側上顎４切歯の早期喪

失および早期喪失に伴う摂食障害 
・ 現病歴：歩行中に乗用車と衝突し、近隣の救命

センターへ救急搬送された。腹部・頭部は異常が

認められなかったが、顔面強打による上顎歯槽骨

骨折および両側上顎４切歯の完全脱臼が認められ

た。翌日、近隣の総合病院へ転院となり、同日全

身麻酔下にて観血的整復固定術（上顎歯槽骨骨折

に対するプレートによる整復固定術および両側上

顎中切歯の再植固定術）を受けた。固定除去後、

両側上顎中切歯に歯髄処置を行ったが、動揺およ

び外部吸収が著しく、予後不良のため抜歯となっ

た。 
・ 現症（来院時）：全身所見に特記事項はない。

口腔内所見として、両側上顎４切歯の喪失および

下顎切歯の挺出による咬合平面の彎曲が強く認め

られた。上顎左側乳犬歯は近心傾斜して低位に位

置していた。 
・ 歯科治療：両側上顎４前歯の喪失に対し、当初

義歯を装着した。しかし、両側上顎４切歯の早期

喪失により両側上顎犬歯は萌出以前から歯槽骨内

で著しい近心傾斜を示し、両側ともに上顎中切歯

相当部から萌出した（図）。また、両側上顎第一小

臼歯も近心傾斜および捻転が認められたため、こ

れら４歯を本来の萌出位置に移動する必要が生じ

た。そのため、審美的な問題も考慮して Nance の

ホールディングアーチのレジンボタンを上顎切歯

部に延長し、人工歯を付与した装置を加強固定と

して使用した。両側上顎犬歯と第一小臼歯の牽

引・遠心移動には同装置およびリンガルボタン、 
６４３ ３４６ のセクショナルアーチおよびブラ

ケットを用いた。遠心移動終了後に、審美性や咀

嚼機能の回復に加え、保定の目的を兼ねた義歯の

装着を行った。

 
＜図＞10 歳８か月時のパノラマエックス線画像 
【考察】 

上顎犬歯歯軸の近心傾斜の原因には、上顎犬歯

の歯胚の位置や萌出方向の異常、上顎側切歯の矮

小歯や先天欠如などによる近心側歯槽骨のスペー

ス、成長に伴って上顎洞が前下方へ増大する形態

形成を示すものなどがある。本症例は、上顎歯槽

骨骨折と両側上顎４切歯の早期喪失のため、両側

上顎犬歯および第一小臼歯の著しい近心傾斜を生

じるに至ったと考えられる。また、両側上顎４切

歯の早期喪失は、咀嚼機能や審美的な問題も生じ

させていた。本症例では、咀嚼機能や審美性を大

きく損なうことなく、近心傾斜した歯の改善を図

る必要があったため、人工歯を付与した固定式の

装置を利用したが、良好な結果が得られた。患児

の成長終了後、両側上顎４切歯の喪失部位への最

終補綴を考慮していく予定である。 
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アパタイトアイオノマーセメントの開発研究－粉末と液の配合量の違いが及ぼす影響－ 

Development of Apatite-Ionomer Cement  
– Effects of Varying the Conditions Used to Combine the Powder and Liquid－ 

 
○篠永ゆかり，邱思瑜，邱秀慧，今瀧梨江，竹村美智子，西村貴子，阿部洋子，有田憲司 

Yukari Shinonaga, Szu-Yu Chiu, Hsiu-Hui Chiu, Rie Imataki, Michiko Takemura,  
Takako Nishimura, Yoko Abe, Kenji Arita 

（大歯大・小児歯） 
Dept. Pediatric Dent. Osaka Dental Univ. 

 
【目的】 
我々はグラスアイオノマーセメント（GIC）に
ハイドロキシアパタイトを配合した新規材料アパ

タイトアイオノマーセメント（AIC）を開発した。
今回，多孔質球形 HApの AIC中での反応メカニ
ズムを解明することを目的とし，粉・液および添

加物の配合条件の違いが機械的強度および化学的

特性に及ぼす影響について検討したので報告する。 
【材料と方法】 
対照群（GIC群）に シーラント用 GICである

Fuji III（ジーシー）を用いた。AIC群作製のため
に，Fuji III粉末に多孔質球形 HAp（太平化学産
業，以下，HApS）を添加した。Fuji III粉末およ
び HApS の配合条件および粉液比（P/L）を表１
に示す。 

  

 

 

 

 

 
各試料群の練和開始 24 時間後の圧縮強さを万
能試験機にて測定した。また，セメント硬化体を

脱イオン水に浸漬し，浸漬液のフッ化物イオン溶

出濃度をフッ化物イオン選択電極にて練和開始か

ら 24時間毎に 5日間測定した。 
【結果】 

GIC 間においては，P/L に従って圧縮強さが大
きくなり，それぞれの群間に有意差が認められた。

AIC 群と AIC-H 群の圧縮強さに有意差は認めら
れず，P/Lが多い GIC-H群の圧縮強さと有意差は
認められなかった（図 1）。また， AIC 群のフッ
化物イオン溶出量は，GIC-L群の溶出量と有意差

が認められなかった（図 2）。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

 

【考察】 
AIC は GIC 粉末の一部を HApS 粉末に置換し
た新規材料であり，ガラスよりも弱い HApSを添
加するにもかかわらず強度は向上もしくは維持し，

同じ P/Lにおいては，フッ化物を含む GICガラス
粉末量を減らしているにも関わらず，フッ化物溶

出量が増加することが示されてきた。今回，この

矛盾を検証するために，ガラス粉末量を調整した

試料群を作製した。AIC は，ガラス粉末量が多く
P/L比が大きい GICに匹敵する圧縮強さと，ガラ
ス粉末量に対する液量が多いGICに匹敵するフッ
化物イオン溶出量が得られることが示された。 
【謝辞】 
本研究は JSPS科研費 基盤研究(C)16K11820

の助成を受けたものである。 

表 1 各試料群の粉末および液の配合 

 

図 2 フッ化物イオン溶出量 

図 1 圧縮強さ 

小児歯科学雑誌 55（2）：237 2017 237

P-061



アパタイトアイオノマーセメントの開発研究－2種のHApと 2種の結晶セルロースが及ぼす影響－ 
Development of Apatite-Ionomer Cement  

－The effects of two types of HAps and microcrystalline celluloses－ 
 

○今瀧梨江，邱思瑜，邱秀慧，篠永ゆかり，竹村美智子，阿部洋子，西村貴子，有田憲司 
Rie Imataki, Szu-Yu Chiu, Hsiu-Hui Chiu, Yukari Shinonaga, Michiko Takemura,  

Yoko Abe, Takako Nishimura, Kenji Arita 
（大歯大・小児歯） 

Dept. Pediatric Dent. Osaka Dental Univ.  
 

【目的】 
アパタイトアイオノマーセメント（AIC）は従来

型グラスアイオノマーセメント（GIC）にハイドロ
キシアパタイト（HAp）を添加し，GIC の曲げ強
さおよび抗齲蝕機能を向上させた新規材料である。

今回，多孔質球形 HAp の AIC における反応メカ
ニズムを解明するために， 2種類の HApおよび 2
種類の結晶セルロースを添加した GICの機械的強
度および各種イオン溶出能に及ぼす影響について

比較したので報告する。 
【材料および方法】 
対照群および実験群の基材として FujiⅢ（ジー

シー）を使用した。AIC群に添加する HAp には，
多孔質球形の HApS および六角柱状結晶の一次粒
子が凝集した HAp200（ともに太平化学産業）を用
いた。さらに，結晶セルロースには，多孔質な表面

形 状 を も つ CEOLUS UF-711 と 球 状 の

CELPHERE CP-203（ともに旭化成ケミカルズ）
を用いた。これらの添加物の粒子の微小圧縮強さ

および比表面積を測定した。Fuji III 1.0 gに対し
て添加物（HApS，HAp200，UF-711，CP-203）
を 0.24 g配合し，Fuji III液 0.83 g（粉液比 1.49）
で練和した（AICS，AIC200，UFC，CPC群）。対
照群（GIC群）も粉液比 1.49で作製した。各試料
群の圧縮強さ，フッ化物イオン溶出量各種元素（Al，
Si，P，Ca，Sr）溶出量を測定した。 
【結果】 
 HApS粒子の微小圧縮強さは HAp200および結
晶セルロースに比べて非常に弱く，また比表面積

が非常に広く多孔質であることが示された 
AICS 群の圧縮強さは GIC および AIC200 と有

意差は認められなかった。UFC 群および CPC 群
は GIC 群および AICS，AIC200 群よりも圧縮強
さは有意に低かった（図 1）。 

 
 
 
 

 
 

 AICS および AIC200 のフッ化物溶出量は GIC
よりも有意に多かった。また，結晶セルロースを含

む群においては，CPC 群からのフッ化物イオン溶
出が多く見られた（図 2）。CP-203粒子は充実性で
液を吸収しないために，GIC ガラス粉末に反応で
きる液量が多いことが影響したと考えられた。 

 
 
 
 
 
 

  
ICP分析の結果，各種イオン溶出量において AICS
および AIC200は GICおよび結晶セルロースを含
む群よりも高い値を示した。また，AICS群からの
Caと Srの溶出量は，AIC200群よりも有意に高い
値を示した。 
【考察】 

結晶性が高い HAp200 や粒子自体の強度の強い
結晶セルロースと比べて，多孔質で比表面積の高

い HApSは，AIC中で単なる物理的な補強材とし
ての役割ではなく，HApS 自体および分散した
HApの一次粒子が GIC液および GICセメント泥
を吸着し化学的に反応し，マトリックスの機械的

強度を向上させ，かつ，そのイオン交換能によりマ

トリックス中の各種イオンの溶出量を向上させる

ことに寄与していることが示唆された。 

図 1 圧縮強さ 

図 2  

フッ化物イオン

溶出量（5日間の

積算量） 
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水溶性二酸化チタン溶液の小窩裂溝填塞材への応用 ―光触媒能についての検討－ 
Application of water-soluble titanium dioxide to the development of Sealant. ―Photocatalyst－ 

 
○横井 由紀子，山木 貴子*，山川 洋子，山川 祐喜子，松田 紗衣佳， 

正村 正仁，大須賀 直人 
○Yukiko Yokoi, Takako Yamaki, Yoko Yamakawa, Yukiko Yamakawa, Saeka Matsuda,  

Masahito Shoumura, Naoto Osuga * 
（松歯大・小児歯，*清水歯科医院） 

Matsumoto Dental Univ. Dept. Pediatric Dent. and Shimizu Dent. Office 
 

【目的】 
レジンシーラントは比較的操作が簡単で咬合面

齲蝕予防効果を期待して多用されている．しかし，

脱落や破折も少なくなく，予防効果の持続性が指

摘されて，二次齲蝕が生じる原因となる可能性が

ある．これは，粘性が高いため裂溝深部までレジ

ンが浸透しにくいこと，加えて，歯質とのぬれが

十分発揮されず，接着性に影響を及ぼしていると

考えられる．これまでに我々は，シーラントのぬ

れ性を検討し，ぬれ性について 1～10°程度値が

低下し，浸透性の向上を示した報告を行った． 
本研究は，第二弾の基礎的実験として同材料の

光触媒反応の観察を行った．光触媒反応は色素分

解や抗菌作用があるとされている．シーラントの

改良を目指して，ぬれ性を有する二酸化チタン溶

液に着目し，その光触媒反応について，色素分解

試験を行い検討した． 
【方法】 
1. 実験材料  
光触媒コーティング溶液 PALCCOAT シリーズ

（株式会社ソウマ）の ST， ST-P，VLAG， 
クリア-G，クリア-P 用い実験に用いた．蛍光 X 線

分析法（ZSX PrimusⅡリガク製)を行った． 
2. 光触媒による色素分解試験 
各光触媒コーティング溶液をろ紙（Filter Paper，
Bio-Rad 社）に浸漬させた後，自然乾燥させ試料 
とした．各試料を 1ml のメチレンブルー水溶液お

よびインク（Bule-Black Montblanc）の中に加え，

24，48 時間後の水溶液を，マイクロプレートリー

ダー（Model680 ，Bio-RAD 社）波長 490nm で

吸光度を測定した．その吸光度の変化を，各光触

媒コーティング溶液の色素分解能とし，光触媒作

用の強さを比較検討した。 
 

【結果および考察】 
蛍光 X 線分析では，すべての光触媒コーティン

グ溶液 ST， VLAG，クリア-G から TiO2 が強く

検出された．また，クリア-G からはプロパノール

（C3H8O）が検出された．クリア-G はぬれ性 7.6°
と超親水性材料であり，プロパノールは，コーテ

ィング作用を増強するためと考えられる．蛍光 X
線分析より，すべての試料から有害な物質は同定

されなかったため，口腔生体材料としての有用性

が示唆された． 
色素分解試験ではでは各試料ともメチレンブル

ー水溶液の色素が継時的に減少したため，強い色

素分解および還元作用を呈した．メチレンブルー

水溶液は試験前では濃紺色であり，時間経過とと

もに透明に近づいた．本材料は強い光触媒作用を

有する可能性が示唆された。 
光触媒コーティング ST， VLAG，クリア-G は

ともに強力な還元剤であり，脱色作用も有効性も

確認できた．現在，抗菌性や細胞毒性試験につい

ても研究を行っている．これらの結果を総合的に

勘案して，二酸化チタン溶液の小窩裂溝填塞材へ

の応用の可能性を検討していくつもりである． 

＜図１＞各試料の光触媒能 
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歯面処理時間による光硬化型固定材のエナメル質接着への影響

Effect of etch period on enamel bonding to the light cured splint material 

○戸島 洋和，榊原 さや夏，齋藤 正人 
Toshima Hirokazu, Sakakibara Sayaka, Saitoh Masato 

 
（北医療大・歯・小児歯科） 

Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Health Sciences University of Hokkaido 
 

【目的】 
小児は一般的に運動機能の未熟等のため歯の外

傷を生じやすい．外傷による歯の脱臼や歯根破折

には整復固定処置として接着性レジンが用いられ

ることが多く，最近は動揺歯固定用に靱性と操作

性に優れた光硬化型接着材が開発されている．

一方，エナメル質への接着は歯面処理で形成され

た表面の微小な凹凸に，レジンが嵌合することで

達成されているが，乳歯は一般的に酸エッチング

効果が永久歯と異なるとされる 1）．そこで我々は，

歯面処理の時間がエナメル質表面への脱灰効果と，

固定材との接着性に及ぼす影響について調べた． 
【材料と方法】 
(1)歯面処理したエナメル質表面の観察：抜去したヒ

ト乳臼歯を切り出し，非切削エナメル質表面を注水

下で歯面清掃後，20%リン酸ゲル(サンメディカル)

にて歯面処理した．歯面処理時間は 15，30，60 秒

とし，水洗，乾燥後それぞれの切片試料の SEM 観

察を行った．歯面清掃のみの試料も観察，比較した． 

(2) 接着強さの測定：上記と同様に歯面処理したエ

ナメル質切片に光硬化型接着材としてライトフィ

ックスペースト(サンメディカル)を厚さ 4 mm にな

るよう築盛した．さらに試料を 1 mm 角に切り出し

たスティック状試料に対して引張試験を行い，エナ

メル質表面とライトフィックスとの接着強さを測

定した．さらに，試料の破断面を SEM で観察した． 

(3) 接着界面の観察：接着試料の接着界面を耐水研

磨紙にて注水下で研磨し，SEM で観察した． 

なお，( 1) (3)の試料数は 3，(2)は 20 とし，本研究は

北海道医療大学倫理委員会の承認を受け実施した． 

【結果】 
歯面処理前後の試料をそれぞれ観察したところ，

未処理のエナメル質は部分的に線状の溝や亀裂が

みられたが，全体的に小柱構造は不明瞭だった．

また，処理時間が長いほど小柱構造の露出が顕著

になったが，脱灰効果が弱い部分もみられた． 

微小引張試験の結果，歯面処理時間により接着

強さに有意な差は認められなかったが，15 秒：11．

8±6.8 MPa，30 秒：15.1±5.3 MPa，60 秒：16.2±

4.2 MPa となり，処理時間が長いほどばらつきが

少なく，接着強さが強くなる傾向があった．

(Kruskal-Wallis 検定，P<0.05 で有意差あり) 

引張試験による破断様式は界面破壊が多く，一

部がエナメル質との混合破壊だった． 

接着界面を観察したところ，歯面処理時間が長

いほど歯面の凹凸が深く，レジンタグが長かった． 

A B

C D 
＜図１＞歯面処理後のエナメル質表面のSEM像 

（A:清掃のみ，B:15秒，C:30秒，D:60秒，×200） 
【考察】 

歯面処理時間による接着強さへのあきらかな影

響は認められなかったが，特に処理時間が短いほ

ど接着状態が一定しないことが示唆された．これ

は非切削エナメル質の形態や表面性状は個体差が

大きく，エッチング効果やレジンと歯質との嵌合

状態が異なるためと考えられる．歯質への侵襲な

ど患者への負担と，確実な固定を考慮して適切な

歯面処理や材料操作が必要と思われる． 
【文献】 

1）細矢由美子，他：乳歯平滑面エナメル質に対

する酸エッチング効果，小児歯誌，27.3：612-620，
1989． 
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当院で訪問歯科診療を実施した在宅重症心身障害児の実態 
 Survey on children with severe motor and intellectual disabilities receiving home-visit dental 

treatment at our clinic 
 

○髙井 理人*，**，大島 昇平**，八若 保孝** 
Rihito Takai*，**, Shohei Oshima**, Yasutaka Yawaka** 

 
（*医療法人稲生会生涯医療クリニックさっぽろ，**北大・歯・小児障害） 

* Toseikai Healthcare Corporation Life-Long Care Clinic for Disabled people 
** Hokkaido Univ. Grad. School of Dent. Med. Dept. Dent. For Children and Disabled Persons 

 
【緒言】 
	 小児医療の発展により、在宅生活を送る重症心

身障害児（以下、重症児）が増えている。その多

くは病態が不安定であることや、医療的ケアが必

要であることから歯科への通院が困難であり、訪

問歯科診療へのニーズは大きいと推察される。し

かし、訪問歯科診療はそのほとんどが高齢者を対

象としており、小児患者についての実態について

は明らかになっていない。そこで今回は訪問歯科

診療を行った在宅重症児の実態について報告する。 
【対象と方法】 
	 医療法人稲生会生涯医療クリニックさっぽろに

おいて平成 27年 4月から平成 28年 12月までの
間に訪問歯科診療を実施した 15 歳未満の重症児
33名（男児 12名、女児 21名）を対象とした。患
者背景（年齢、重症度分類（超重症児スコア）、粗

大運動、栄養管理方法、呼吸管理方法、持続吸引

の使用、歯科受診歴、転帰）、口腔内状況（主訴、

歯列、齲蝕、歯の形成異常、歯肉炎・歯石沈着・

舌苔付着の程度、動揺乳歯、不正咬合、口腔過敏、

開口保持、安静時の口唇閉鎖）、転帰について診療

録から調査した。 
【結果】 
	 対象者は 1歳から 14歳で、平均年齢は 4.6±3.8
歳であった。初診時年齢は 1歳が最も多く（8名）、
次に 2歳が多かった（6名）。重症度分類は超重症
児 23名、準超重症児 8名、重症児 2名であった。
粗大運動は頸定不可 26 名、頸定可 6 名、座位 1
名であった。栄養管理方法は胃瘻 26名、経鼻胃管
4 名、経口摂取 3 名であり、呼吸管理方法は気管
切開人工呼吸器19名（うち4名は喉頭気管分離）、
鼻マスク式人工呼吸器 8名、気管切開 2名であっ
た。持続吸引を使用する者は 17名であった。歯科 

 
受診経験については、「歯科受診歴なし」18名、「歯
科受診経験はあるが 1 年以上受診を中断している」
10 名、「1 年以内に歯科受診あり」5 名であった。
主訴は「口腔ケア」7 名、「萌出や歯列の問題」7
名、「乳歯の動揺」6名、「歯石沈着」5名、「齲蝕
の診査」4名、「その他」4名であった。歯列は無
歯期 3 名、乳歯列期 22 名、混合歯列期 6 名、永
久歯列期 2 名であった。未処置齲蝕を有する者は
2 名、エナメル質減形成などの歯の形成異常を有
する者が 8 名であった。軽度以上の歯肉炎を認め
た者は 27名、歯石沈着を認めた者は 19名、舌苔
の付着を認めた者は 31名であった。動揺乳歯を有
する者は 12名であった。不正咬合では開咬が最も
多かった（18名）。口腔過敏ありが 24名、開口保
持不可能が 33名、安静時の口唇閉鎖が不可能な者
が 18名であった。転帰は継続 26名、他院紹介 4
名、死亡 3名であった。 
【考察】 
	 本研究では人工呼吸器や気管切開、経管栄養な

ど複数の医療的ケアを必要とする重症度の高い者

が多かった。齲蝕は少ないが、歯肉炎や歯石沈着

は多く、経管栄養との関連があると思われる。ま

た、持続吸引を使用する者が多く、背景には重度

の嚥下障害があると考えられた。このような者で

は乳歯脱落は誤嚥に繋がる危険があるため早急に

対処すべき問題と考えられた。また、重症児の口

腔内には器質的な問題だけでなく、口腔過敏や開

口保持困難などの口腔機能不全が多く、機能獲得

への取り組みが重要と思われた。今回の対象者で

は歯科受診経験のない者や、受診を中断していた

者が多かったが、訪問歯科診療により口腔管理を

継続できた。重症児における歯科受診の手段とし

て訪問歯科診療は有効であることが示唆された。 
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幼児期に強制的な歯科治療を行った自閉スペクトラム症児のその後の歯科への適応性 
Adaptability to dental treatment by autistic spectrum disorder children who had experienced 

dental treatment under physical restraint in early childhood. 
 

○大西智之，樂木正実 
Tomoyuki Onishi, Masami Rakugi 

 
（大阪府立急性期・総合医療センター 障がい者歯科（大阪市）） 
Dentistry for Disabled Persons, Osaka General Medical Center

 
【目的】 
 我々はこれまでに，通法での歯科治療が困難な自
閉スペクトラム症（Autistic Spectrum Disorder，
以下 ASD）者でも触覚刺激に過敏でない者は，協
力的に体動抑制下での歯科治療に適応できること

を報告した 1)。また，幼児期に抑制治療を行って

も，成長とともに 9歳をめどに，通法あるいは体
動抑制下で歯科治療に適応できる可能性が高いこ

とを示した 2）。しかし，幼児期の ASD児ではおと
なしく治療できることは少なく，幼児期の時点で，

将来の歯科への適応性に関して与えられる示唆は

少ない。そこで今回，幼児期に強制的な治療を行

った ASD児の，９歳時での歯科への適応性を評価
し，初診時や９歳時での発達年齢，障害特性など

との関連性を考察した。 
【対象と方法】 
 2007年 4月から 2012年 9月までに当科外来を
初診として受診した 4〜5歳の ASD児のうち，初
診時に体動抑制下で治療を行い，9 歳以降も当科
で口腔衛生管理を行っている 31人を対象とした。
対象者を，9 歳を越えて始めての定期健診時での
行動評価から，通法群，抑制協力群，非協力群に

分け，初診時および 9歳時における以下の項目に
おいて，それぞれの群間での比較を行った。すな

わち，発達年齢として，基本的習慣，対人関係，

発語，言語理解の 4項目，ASDの障害特性として，
聴覚過敏性，触覚過敏性，奇声，多動性，他害，

自傷の 6 項目とした。統計学的検定は

Kruskal-Wallis検定を用いて行った。なお，本研
究は連結不能匿名化処理された診療情報のみを用

いて行い，また，開示すべき COI関係にある企業・
団体などはない。 
【結果】 
 9歳時での行動評価の結果，通法群 10人，抑制 

 
協力群 8人，非協力群 13人であった。初診時にお
いて，通法群の言語理解の発達年齢はその他 2群
より有意に高かったが，その他の項目は 3群間で
有意な差はなかった。しかし，9歳時においては，
通法群の発達年齢はすべての項目でその他 2群と
比べて有意に高かった。ASDの障害特性では，初
診時に通法群で多動性を有していた者は非協力群

と比較して有意に少なかった。一方，初診時に，

非協力群で触覚過敏性を有していた者，自傷を認

めた者はその他 2群と比較して有意に多かった。
また，9 歳時においても，非協力群で触覚過敏性
を有していたものは，抑制協力群と比べて有意に

多かった。 
【考察】 
 今回の結果から，幼児期に強制的な歯科治療を

行った ASD児でも，9歳になると発達年齢が高い
ものは通法で，発達年齢が低くても触覚刺激に対

して過敏でないものは体動抑制下での歯科治療に

適応できることが示唆された。さらに，幼児期の

ASD児に対して強制的な治療を行っても，その時
点での言語理解の発達年齢がある程度高く，多動

傾向が強くない場合は，将来通法で治療できる可

能性が高い。一方，幼児期に自傷を認めたり触覚

過敏性を有していたりする者は，将来歯科治療に

対する適応性が改善する可能性は低いと考えられ

た。 
【文献】 
 1）大西智之，他：自閉症者に対し身体抑制法を
選択するための基準，障歯誌，33：632-639, 
2012. 

 2）大西智之，他：幼児期に強制的な歯科治療を
経験した自閉症者に対する定期健診時の行動

調整法の評価，障歯誌，34：91-97, 2013. 
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視覚支援機器を用いた歯科的対応について 
Introduction of the sight information support apparatus in dental treatment for children. 

 
○三科祐美子，安積優衣，畠山有紀子，赤城千佳，高橋俊智，関野貴大，永山道代，加川千鶴世， 

渡辺由子，伊藤広美，島村和宏 
Yumiko Mishina,Yuui Asaka,Yukiko Hatakeyama,Chika Akagi,Toshinori Takahashi, 

Takahiro Sekino,Michiyo Nagayama,Chiduyo Kagawa,Yuuko Watanabe, 
Hiromi Ito,Kazuhiro Shimamura 

 
（奥羽大・歯・小児歯） 

Division of Pediatric Dentistry,Department of Oral Grouth and Development, 
Ohu University School of Dentistry 

 
【目的】 
発達途中の小児は見知らぬ事に対して不安や恐

怖心を抱きやすく、特に歯科治療では強い不安を

抱かれることが多い。その際、不安軽減を目的に

絵カードなどを用いて視覚情報を提供する方法が

行われている。近年開発されたタブレット型視覚

支援機器はっするでんたー○R は、診療内容に関する

図がわかりやすく写真の取り込みも容易なため、

様々な状況で活用することができ、患児の不安軽

減に役立つものと考えられる。今回、はっするで

んたー○R を用いて診療を行ったので、患児の反応も

含め、保護者と担当医の使用感についてのアンケ

ート調査結果を報告する。 
【対象と方法】 
対象は、奥羽大学歯学部附属病院小児歯科を受

診したコミュニケーションを困難とする低年齢児

や障害児とした。方法は、待合室もしくは診察室

で、当日予定している診療内容を取り込んだはっ

するでんたー○R を患児に提示、使用させた。診療終

了後に保護者、担当医にアンケートを行った。 
【結果】 

機器に対して興味を持った患児は、怖がらずに

はっするでんたー○R（図１）を触り、自分で操作す

る動作も見られた。内容についてもゆっくり説明

し確認することで比較的スムーズに入室、診察を

進めることができた。担当医に対するアンケート

では、保護者や担当医と機器を一緒に見る、操作

することからコミュニケーションが図りやすいと

の意見があった。また、絵カードよりも実際の診

療内容により近い情報を示すことが出来るため、

使いやすいとの意見も見られた。保護者に対する

アンケートでも、普段から携帯電話やタブレット

端末で遊んでいる患児が多く、機器を介しての視

覚素材を提供できたことは、患児の興味を引くこ

とができるため有用だ、との意見が得られた。

 
＜図１＞はっするでんたー○R

写真 

【考察】 
小児歯科診療において、不安や恐怖心を抱きや

すい患児とコミュニケーションを図ることは、小

児歯科医と患児とのラポールの形成のために重要

であり、常に声掛けすることはもちろん、絵カー

ドやジェスチャーを応用して対応している。今回、

身近になっているタブレット型視覚支援機器を用

いることで、言葉や絵カードのみで患児とコミュ

ニケーションを図り診察をすすめていくより、患

児の興味を引くことができると思われた。恐怖心

が強く不安げな表情で待合室にいた患児も、機器

に興味を持ち、触り、機器を介して担当医とコミ

ュニケーションを図ることで、不安が軽減につな

がっているように見受けられた。

現在、生活に身近となったタブレット端末による

視覚支援機器の利用は、患児の興味をひきやすく

有用なツールの一つになると考えられた。

【文献】 
1）細坪充裕 他 発達障害者への歯科治療にお

けるタブレット型視覚支援機器の取り組み。

障害歯、35：292,2014  

小児歯科学雑誌 55（2）：243 2017 243

P-067



 

摂食嚥下障害患児への口腔内装置によるアプローチについて 

Approach of the oral appliance for children with dysphagia 
 

○太刀掛銘子，新里法子*，光畑智恵子*，香西克之* 
Meiko Tachikake, Noriko Niizato*, Chieko Mitsuhata*, Katsuyuki Kozai* 

 
（広大病院・小児歯，*広大･院・小児歯） 

Dept. Pediatric Dent. Hiroshima Univ. Hospital  
  *Hiroshima Univ. Institute of Biomedical & Health Sciences. Pediatric Dent. 

 
【目的】 

当院小児歯科では，摂食嚥下障害をもつ自閉症，

精神発達遅滞あるいは何らかの先天異常等を有す

るために指示がうまく通らず，特に舌が低位であ

るために摂食物の口腔内保持や口腔から咽頭への

送り込みが難しい場合に，口腔内装置を装着し，他

院耳鼻科医師と合同で嚥下造影検査（Video 
Fluorography : 以下 VF）や内視鏡検査による評

価を行い，装置の調整や訓練に反映させている１）。

今回，舌接触補助床（ Palatal Augmentation 
Prosthesis：以下 PAP）にレジンを盛って改良した

口腔内装置（図 1，2）を装着し，摂食嚥下機能を

VF で評価しながら形態修正を行い，最終的に装置

を外すことが可能であった症例を経験したので報

告する。 

【症例】 

患児：初診時年齢 3 歳 4 か月，女児  

主訴：水を誤嚥する。誤嚥性肺炎を繰り返す。 
既往歴および現症：生後 9 か月時に痙攣重積型急

性脳症の後遺症のため，てんかん，精神および運動

発達遅滞を認め，全介助が必要である。誤嚥性肺炎

にて何度も入院した既往がある。食事はペースト

食で，栄養が不足するため，初診 1 か月後に胃瘻

の造設が行われた。 
VF 所見：舌が前方に位置し，舌根を下げた状態で， 

喉頭蓋谷に長い時間食物を溜めてから呑んでいた。 

嚥下後喉頭蓋谷や食道入口部に食物が貯留し，窒 

 

息の危険が高かった。 

【処置および経過】 

舌根部挙上を目的として，前後に突起部を付け

た口腔内装置(前後ノッチ型)を装着した(図 1）。5
か月後の VF では以前よりも舌根部が挙上してい

た。10 か月後に後ろに隆起を付けた口腔内装置

（前ノッチ＋かまぼこ型）への形態修正(図 2)を
行ったところ，口腔内保持および咽頭への送り込

みが改善し，少量の水分をとろみなしで摂取する

ことが可能となった。さらに 1 年 2 か月後の VF
では食物の咽頭への流れ込みの減少，嚥下後の喉

頭蓋谷や食道入口部への残留量が減少した。しか

し，装置非装着時では効果が認められず，装置で

の継続的な食事訓練を行った。1 年 11 か月後の

VF では非装着時で改善が認められ，装置を外す

準備として口蓋部をくり抜いた形態に修正した結

果, 2 年 1 か月後に装置を外すことが可能となっ

た。経口摂取量が増加し，2 年 5 か月後には必要

な水分もストローにて摂取可能となった。現在は

胃瘻が不要となり，普通食に近い物が摂取可能と

なった。また肺炎になることもなくなった。 
【考察】 

医師と歯科医師が協働して摂食嚥下機能を VF
にて評価することにより適切な PAP の形態修正

が行われ，短期間で摂食嚥下機能の改善が認めら

れた。従って改良した PAP は小児においては舌

の運動機能トレーニング装置としての効果が期待

できる。今後はどのような形態が小児の摂食嚥下

機能回復や発達を促進するためのハビリテーショ

ンに効果的であるかを検討していく予定である。 
【文献】 

１）太刀掛銘子，他：日歯福祉誌，17(1)：17-
22，2012． 
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口蓋形成術前後に摂食嚥下機能獲得の支援を行った CHARGE症候群の 1例  
A case of dysphagia rehabilitation with CHARGE syndrome before and after palatoplasty 

 
○久保田一見＊，＊＊，中野洋子＊＊＊，高橋摩理＊，石﨑晶子＊，弘中祥司＊ 

Kazumi Kubota＊，＊＊, Yoko Nakano＊＊, Mari Takahashi＊, Akiko Ishizaki＊, Shouji Hironaka＊  
 

（＊昭和大・歯・口衛生, ＊＊慶應大・医・形成外，＊＊＊慶應大・医・歯・口腔外） 
＊Showa Univ. Dept. Special Needs Dentistry Dvi. Hygiene and Oral Health, 

＊＊Keio Univ. Dept. Plast. Reconst. Surg., ＊＊＊Keio Univ. Dept. Dent. and Oral Surg. 
 
【目的】 
今回我々は、口蓋形成術前後に摂食嚥下機能獲

得の支援を行った、CHARGE 症候群の一例を報
告する。

【症例】 
初診時年齢：１歳 か月 性別：女児

疾患：CHARGE症候群
多発心奇形・喉頭狭窄・難聴・右側口唇口蓋裂・

胃食道逆流・ 左腎無形成 他 を有する。

既往歴：生後ホッツ床装着 口唇形成術（ か月）

心疾患（動脈管開存に対しコイル塞栓）

摂食に関する生育歴：哺乳・経口摂取の経験なし。

現症：体重 。 胃管挿管（経鼻）にて栄養

管理中。 歳 か月よりミルクからエンシュアに

変更。酸素使用中。定頸・自力座位可能 。

小児科より体重増加不良に対し経口哺乳・経口摂

取をすすめられるかの検討を依頼された。

診断：経口摂取準備期、嚥下機能獲得不全

指導内容：口周囲を触られることに慣れさせる。

味覚刺激による唾液嚥下訓練。

【経過】

歳 か月時には、伝い歩き可能であった。口

腔周囲を触られることにもなれ、自分の指にペー

スト食をつけてなめることもあった。スプーンか

ら 程度のペースト食が摂取可能であった。

歳 か月時にはエンシュアを増量し、体重も

に増加。乳臼歯の萌出に伴い、ホッツ床の適合不

良ならびに装着拒否により、ホッツ床の使用は中

止した。 歳 か月時小児科にて VF検査施行。小
児科医から誤嚥のリスクあるもの、経口摂取を禁

止するには至らない程度とのコメントを得た。訓

練と考え少量の経口摂取は継続することとした。

歳 か月、体重 。自分でチューブを抜き、

常時留置困難。 朝 注入。 日 程度経

口摂取。 熱発もないことから、ペースト食・トロ

ミ付き水分で継続することとした。 歳 か月時

口蓋形成術施行。手術後誤嚥性肺炎を併発。 か

月の入院を経て退院。 歳 か月時小児科医と相

談の上、 日 回ペースト食、トロミつき水分の

摂取を行うこととした。 歳 か月までの か月

間に 回肺炎で入院したため、経口摂取はトロミ

つきお茶を数口程度摂取するのみとした。 歳

か月（術後半年）流涎減少、体調も安定し 回

程度食べることができるようになった。 歳 か

月時には、ほぼ口蓋形成術前の経口摂取量に戻り

つつあり、間欠的経管栄養を併用して栄養摂取を

している。体重も を超えた。

【考察】 
CHARGE 症候群は咽頭・喉頭の協調運動の低

下により、哺乳・嚥下障害があり ）、栄養摂取は

経口摂取が進まず、長期にわたって経腸栄養の併

用を要する症例が多い２）。また、周術期の誤嚥に

は注意を要するとされている ）。我々の症例でも

術後嚥下機能の低下がみられ、周術期には診察間

隔を短くし、対応していく必要性が示唆された。

【結論】 
口蓋形成術前後に 摂食嚥下機能獲得の支援を

行った CHARGE症候群の 例を経験した。口蓋

裂形成術後、嚥下機能の低下を認めたが、術後

か月ころより、嚥下機能が改善し、術後約 か月

で術前の経口摂取量まで改善することができた。

今後も小児科・形成外科と連携が必要と考える。

【文献】 
1）奇形症候群分野 CHARGE 症候群（平成

年度）難病情報センターHPより．
2）石川亜貴，他：CHARGE 症候群 例の臨

床的検討 日本小児科学会雑誌 ：
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多数歯埋伏と歯肉増殖を認める巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症患者の１例 
A case of the Megacystis-microcolon-intestinal hypoperistalsis syndrome patient  

with multiple tooth impaction and gingival hyperplasia 
 

○高崎千尋，吉原俊博, 岡田理恵子*，八若保孝 
Chihiro Takasaki, Toshihiro Yoshihara, Rieko Okada*, Yasutaka Yawaka 

 
（北大・院歯・小児障害，*青葉公園歯科（千歳市）） 

Department of Dentistry for Children and Disabled Persons, Division of Oral Functional Science, 
Hokkaido University Graduate School of Dental Medicine, *Aobakouen Dental Clinic 

 
【緒言】 
巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症（Megacystis

microcolon intestinal hypoperistalsis

syndrome: MMIHS）は、新生児期より、消化管運動

機能障害のために腸閉塞様症状をきたし、巨大膀

胱と短小結腸を呈する原因不明の難治性疾患であ

る。1976 年に Berdon1)らにより最初に報告され、

女児に多く、本邦での発症率は年間１~２例ほど

である。MMIHS 患者の口腔内所見として唇裂・口

蓋裂の報告はあるが、それ以外報告されていない。

今回、多数歯埋伏と歯肉増殖を認める MMIHS 患者

の口腔管理を経験したので報告する。なお、本症

例発表にあたり、保護者の同意を得ている。

【症例】 
患児は４歳 10 か月（初診時）の女児で、歯が生

えないことを主訴に来院した。原疾患は、MMIHS

で、てんかんと精神運動発達遅滞、筋緊張低下を

伴い、抗てんかん薬（レベチラセタム）を投薬さ

れていた。当科受診前に歯科受診経験はなく、下

顎乳中切歯は１歳２か月頃に萌出開始したという。

初診時の口腔内所見として、高口蓋、狭口蓋、

肥厚増殖した歯肉を認め、上顎は全歯未萌出、下

顎は左側乳臼歯が未萌出で、両側乳中切歯・乳側

切歯・乳犬歯と右側第一・第二乳臼歯の計８本が

半萌出状態であった。デンタルエックス線写真所

見から乳歯および後継永久歯の先天性欠如は認め

なかった。なお、栄養摂取は経管栄養が中心であ

った。

下顎中切歯交換（６歳 11 か月）において、埋伏

する下顎両側中切歯の歯根が完成しつつあったが、

半埋伏の下顎両側乳中切歯の歯根吸収がほとんど

みられなかったため、乳中切歯を抜去し、開窓を

行った。その際、障害となる肥厚した歯肉の一部

も切除し、病理検査を行った。開窓後まもなく歯

肉が開窓部を被覆した。開窓から１年６か月後に

下顎右側中切歯の口腔内萌出を認めた。

上顎中切歯交換（８歳７か月）において、上顎

両側乳中切歯は著しい歯根吸収を認めるものの肥

厚増殖した歯肉の影響で自然脱落が困難であった

ため、埋伏する上顎乳中切歯の摘出と上顎中切歯

開窓術を行った。また、肥厚した歯肉の一部を切

除し、病理検査を行った。上顎も下顎と同様に開

窓後まもなく開窓部を歯肉が被覆し始めた。

病理検査より、上顎および下顎の歯肉はいずれ

も歯肉過形成と診断された。

【考察】

多数歯埋伏と歯肉増殖を認める MMIHS 患者の口

腔管理を経験した。本症例の MMIHS 患者では、歯

数は正常で、永久歯歯胚が乳歯歯根直下に位置す

る場合は乳歯の生理的歯根吸収も正常であった。

しかし、歯肉増殖が著しいために歯が埋伏した状

態となっていた。開窓してまもなく開窓部が歯肉

で被覆された。抗てんかん薬を服用していること

が歯肉肥厚の一因である可能性はあるが、薬物要

因だけではなく、原疾患の MMIHS を有することが

要因の可能性も否定できない。本症例で服用して

いるレベチラセタムはフェニトインと異なり歯肉

増殖の副作用の報告がない。極めて稀な症例であ

り、今後も注意深く管理を行う必要がある。

【文献】 
1) Berdon WE et al.: Megacystis-microcolon 

-intestinal hypoperistalsis syndrome: a new 
cause of intestinal obstruction in the 
newborn. Report of radiologic findings in 
five newborn girls. Am J Roentgenol, 126: 
957-964, 1976. 
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OOrraall aanndd ddeennttaall mmaanniiffeessttaattiioonnss ooff aa cchhiilldd wwiitthh EEmmaannuueell ssyynnddrroommee

エマヌエル症候群小児患者の口腔内所見

○YYookkoo KKaammaassaakkii,, TToommoonnoorrii HHoosshhiinnoo,, TTaakkuu FFuujjiiwwaarraa

○釜崎陽子，星野倫範，藤原 卓

DDeeppaarrttmmeenntt ooff PPeeddiiaattrriicc DDeennttiissttrryy NNaaggaassaakkii UUnniivveerrssiittyy GGrraadduuaattee SScchhooooll ooff BBiioommeeddiiccaall SScciieenncceess

（長大院・医歯薬・小児歯）

 

【OObbjjeecctt】

EEmmaannuueell ssyynnddrroommee iiss ccaauusseedd bbyy eexxttrraa ggeenneettiicc

mmaatteerriiaall ffrroomm cchhrroommoossoommee 1111 aanndd 2222,, wwhhiicchh aarree

ffoouunndd ttooggeetthheerr oonn aa ssuuppeerrnnuummeerraarryy cchhrroommoossoommee..

IItt iiss aa rraarree aannoommaallyy cchhaarraacctteerriizzeedd bbyy sseevveerree

iinntteelllleeccttuuaall ddiissaabbiilliittyy,, ffaaiilluurree ttoo tthhrriivvee,,

eeaarr aannoommaalliieess,, aa cclleefftt oorr hhiigghh--aarrcchheedd ppaallaattee,,

mmiiccrrooggnnaatthhiiaa,, aanndd ccoonnggeenniittaall hheeaarrtt ddeeffeeccttss.. TToo

oouurr kknnoowwlleeddggee,, tthheerree aarree nnoo ootthheerr kknnoowwnn oorraall oorr

ddeennttaall mmaanniiffeessttaattiioonnss ootthheerr tthhaann cclleefftt oorr

hhiigghh--aarrcchheedd ppaallaattee aanndd mmiiccrrooggnnaatthhiiaa.. HHeerree,, wwee

rreeppoorrtt oorraall aanndd ddeennttaall mmaanniiffeessttaattiioonnss ooff aa bbooyy

wwiitthh EEmmaannuueell ssyynnddrroommee,, wwhhoo oonn hhiiss 55--yyeeaarr

ffoollllooww--uupp eexxaammiinnaattiioonn,, wwaass nnootteedd ttoo hhaavvee mmaannyy

iimmppoorrttaanntt ffiinnddiinnggss ffoorr ddeennttaall mmaannaaggeemmeenntt..

【CCaassee rreeppoorrtt】

AA 77--yyeeaarr aanndd 77--mmoonntthh--oolldd bbooyy wwiitthh EEmmaannuueell

ssyynnddrroommee wwaass rreeffeerrrreedd ttoo oouurr ddeeppaarrttmmeenntt wwhheenn hhee

wwaass 11 yyeeaarr aanndd 99 mmoonntthhss ooff aaggee wwiitthh ffeeeeddiinngg

ddiiffffiiccuullttiieess.. HHiiss mmootthheerr rreeppoorrtteedd hhaavviinngg ggrreeaatt

ddiiffffiiccuullttyy ffeeeeddiinngg hhiimm ffrroomm bbiirrtthh.. AAlltthhoouugghh hhee

hhaadd aa HHoottzz ppllaattee mmaaddee ffoorr tthhee cclleefftt ppaallaattee,, hhee

wwaass uunnaabbllee ttoo uussee iitt.. SSuurrggiiccaall cclloossuurree ooff ppaallaattee

hhaadd nnoott bbeeeenn ppeerrffoorrmmeedd,, hhee hhaadd aa hhiigghh--aarrcchheedd

ppaallaattee wwiitthh aann aapppprrooxxiimmaatteellyy 1100 mmmm wwiiddtthh cclleefftt

iinn tthhee mmiiddddllee ooff tthhee hhaarrdd ppaallaattee.. HHee hhaadd bbeeeenn

ffeedd mmaaiinnllyy bbyy aa ttuubbee wwiitthh aa ssmmaallll aammoouunntt ooff oorraall

ffeeeeddiinngg.. HHiiss ddeennttiiffiiccaattiioonn wwaass oonnllyy lloowweerr

pprriimmaarryy cceennttrraall iinncciissoorrss.. HHee hhaadd ggrroossss mmoottoorr

ddeevveellooppmmeennttaall ddeellaayy aanndd ssiiggnniiffiiccaanntt hhyyppoottoonniiaa..

HHee aallmmoosstt hhaadd ccoommpplleettee hheeaadd ccoonnttrrooll,, bbuutt hhee

ccoouulldd nnoott ssiitt aalloonnee oorr ssppeeaakk..

AAccccoorrddiinngg ttoo hhiiss mmeeddiiccaall hhiissttoorryy,, hhee wwaass

ddeelliivveerreedd aatt 3366 wweeeekkss aanndd 66 ddaayyss aanndd wwaass ssmmaallll

ffoorr ggeessttaattiioonnaall aaggee,, wwiitthh aa bbiirrtthh wweeiigghhtt ooff 11994400

gg aanndd lleennggtthh ooff 4455 ccmm ((<<tthhiirrdd ppeerrcceennttiillee)).. HHee

aallssoo hhaadd ccoonnggeenniittaall hheeaarrtt ddiisseeaassee ((aattrriiaall aanndd

vveennttrriiccuullaarr sseeppttaall ddeeffeeccttss,, ppuullmmoonnaarryy vvaallvvuullaarr

sstteennoossiiss,, aanndd ppaatteenntt dduuccttuuss sstteennoossiiss)),, ffoorr

wwhhiicchh hhee uunnddeerrwweenntt ssuucccceessssffuull ccaarrddiiaacc ssuurrggeerryy

aatt 1133 mmoonntthhss ooff aaggee..

PPoossiittiioonniinngg ooff tthhee hheeaadd//ttrruunnkk aanndd tthhee oorraall

aarreeaa wwaass iinnssttrruucctteedd aanndd hhee wwaass aabbllee ttoo iinnccrreeaassee

hhiiss oorraall ccoonnssuummppttiioonn.. AAfftteerr cclloossuurree ooff hhiiss

ppaallaattee aatt 22 yyeeaarrss aanndd 33 mmoonntthhss ooff aaggee,, hhee hhaass

bbeeccoommee iinnddeeppeennddeenntt wwiitthh hhiiss oorraall ffeeeeddss..

OOnn 55--yyeeaarr ffoollllooww--uupp oorraall mmaannaaggeemmeenntt,, ddeennttaall

ddeevveellooppmmeennttaall ddeellaayy wwaass oobbvviioouussllyy nnoottiicceedd..

AAddddiittiioonnaallllyy,, hhee hhaadd tthhrreeee ffuusseedd tteeeetthh iinn tthhee

uuppppeerr aanndd lloowweerr iinncciissoorr aarreeaass wwiitthh ddeellaayyeedd

eerruuppttiioonn aanndd lloowweerr rriigghhtt llaatteerraall iinncciissoorr wwaass

aabbsseenntt.. AAtt 77 yyeeaarrss ooff aaggee,, hhiiss lloowweerr sseeccoonndd

pprriimmaarryy mmoollaarrss ssttaarrtteedd eerruuppttiioonn aapppprrooxxiimmaatteellyy

ffoouurr yyeeaarrss llaattee.. BBeeccaauussee iitt wwaass nnoott ppoossssiibbllee ttoo

ggeett tthhee ddiissttiinncctt iimmaaggee ooff ppaannoorraammiicc pphhoottooggrraapphh

dduuee ttoo aann iimmppoossssiibbllee qquuiieett ssttaannccee,, tthhee eexxaacctt

nnuummbbeerr ooff tteeeetthh hhaass nnoott bbeeeenn cclleeaarr..

【DDiissccuussssiioonn】

IItt iiss iimmppoorrttaanntt ffoorr ppeeddiiaattrriicc ddeennttiissttss ttoo bbee

kknnoowwlleeddggeeaabbllee aabboouutt tthhiiss ssyynnddrroommee.. IItt iinnvvoollvveess

mmaannyy aannoommaalliieess tthhaatt aarree rreelleevvaanntt ttoo tthhee

pprraaccttiiccee ooff ppeeddiiaattrriicc ddeennttiissttrryy,, ssuucchh aass

ccoonnggeenniittaall hheeaarrtt ddiisseeaasseess,, cclleefftt ppaallaattee,,

ffeeeeddiinngg ddiiffffiiccuullttyy,, ssiiggnniiffiiccaanntt ddeennttaall

ddeevveellooppmmeennttaall ddeellaayy,, aanndd ffuusseedd tteeeetthh..

【RReeffeerreenncceess】

11）EEmmaannuueell ssyynnddrroommee.. GGeennee RReevviieewwss® [[IInntteerrnneett]]..

EEmmaannuueell BBSS,, ZZaakkaaii EEHH,, MMeeddnnee LL..

hhttttpp::////ggrrjj..uummiinn..jjpp
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顕著なエナメル質形成不全を伴ったミトコンドリア脳筋症の１例

A case of mitochondrial encephalomyopathy with severe enamel hypoplasia 
 

○新垣真紀子, 山田亜矢, 齋藤 幹, 福本 敏 
○Makiko Arakaki, Aya Yamada, Kan Saito, Satoshi Fukumoto 

 
（東北大・院・小児歯） 

Tohoku Univ. Dept. Pediatric Dent. 
 
【目的】 

ミトコンドリア病は、ミトコンドリア DNA 異常

に伴うエネルギー代謝障害により、血中や髄液中

の乳酸・ピルビン酸の高値を示し、筋肉や脳の退

行変性を主症候とする。代表的なものに、ミトコ

ンドリア脳筋症・乳酸アシドーシス・脳卒中様症

候群（MELAS）やミオクローヌスてんかん症候群

（MERRF）、Leigh 脳症がある。中でも、慢性進行

性外眼筋麻痺（CEPO）・網膜色素変性・心伝導障害

を 3 徴とする Kearns-Sayre 症候群（KSS）は他の

ミトコンドリア病と共通して感音性難聴や、低身

長、小脳性運動失調なども認められる。これまで、

Leigh 脳症では多数歯先欠や形態異常歯、永久歯

の萌出遅延が報告されているが、KSS における歯

科的報告はされていない。今回、我々は KSS と診

断された男児で永久歯萌出遅延とエナメル質形成

不全を認めた症例を経験したので報告する。

【対象と方法】 
患者：初診時年齢 13 歳 2 か月 男児

主訴：抜けていない乳歯がある。

現病歴：近医で齲蝕治療をした際、多数の乳歯残

存を認めたため当科を紹介され来院した。

全身的既往歴：3 歳頃から身長の伸びの低下を認

め、6 歳で感音性難聴と診断、8 歳頃から両眼瞼下

垂が進行し 10 歳で両眼外眼筋麻痺、網膜色素変性、

心伝導ブロック、乳酸値上昇、筋力低下等を認め

Kearns-Sayre 症候群（KSS）の診断を受けた。

家族歴：母方祖父̶拡張型心筋症、母̶感音性難聴

医科の医療記録も参照し、問診およびエックス

線検査、口腔内写真による記録をおこなった。発

表に際して、本人および保護者からの同意を得た。 
【結果】 

口腔内所見：Hellman の歯齢ⅢB 期。上顎中切歯

と上下顎両側第一大臼歯にエナメル質形成不全が

みられ、多数歯齲蝕を認めた。乳歯側方歯が全て

残存し上顎右側第一小臼歯が萌出開始していた。 
エックス線所見：残存する乳歯の歯根は吸収が

遅延しており、犬歯ならびに小臼歯は歯根形成3/4

以上で萌出間近であり、いくつかの小臼歯歯冠に

は形成不全を疑う透過像が認められた。 
【結果】

齲蝕治療に関しては、易疲労性のため処置時間

を短くし、筋力低下や視野狭窄・視力低下に対し

ては入室やうがい等の介助に留意した。また自力

で歯ブラシを把持することが困難であるため、保

護者への口腔衛生指導を行なっている。乳歯残存

に関しては、侵襲を伴う処置を少なくするため、

なるべく自然な交換を待った。しかしながら萌出

した側方歯には全て顕著なエナメル質形成不全を

認め、咬合による咬頭の微小破折が頻回にみられ

るため今後マウスピース装着を検討している。

【考察】 
KSS／CEPO では眼瞼下垂により初発となるが、

その進行は緩徐でありはっきりと発症年齢を特定

できない場合も多い。本症例は 10 歳で KSS と診断

されているが、3 歳頃に発症していた可能性が高

い。ミトコンドリアはエネルギー代謝に加えて、

アポトーシスやカルシウムイオンの貯蔵などにも

関わっているため、ミトコンドリア病の発症時期

と歯の形成時期によっては、歯の先天欠如、形態

異常や石灰化不全、萌出遅延等を起こす可能性が

示唆された。

【結論】

本疾患は進行性の視覚障害や筋力低下に加えて、

口腔機能の低下も予想されることから、口腔衛生

指導と予防処置を行ないながら、長期的な管理を

継続することが大切であると考えられた。

【文献】

1)片川吉尚, 他：姉妹にみられた Leigh 脳症の２

例について, 障歯誌, 37：163-168, 2016
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2015年度当科における全身麻酔手術症例の臨床的観察 
Clinical observation on general anesthesia 

cases at the Department of Pediatric Dentistry in FY 2015 
 

○新田雅一, 永田夏琳, 下村直史, 井澤基樹, 川島  翼, 松島  瞳, 小倉万莉, 志賀正康,                
杉山智美, 浅川剛吉, 島田幸惠       

  Masakazu Nitta, Karin Nagata, Naofumi Shimomura, Motoki Isawa , Tsubasa Kawashima, 
  Hitomi Matsushima, Mari Ogura, Masayasu Shiga, Tomomi Sugiyama Takeyosi Aasakawa,  

Yukie Shimada 
（昭和大・歯・小児歯） 

Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Showa University
 
【目的】 
 小児歯科では外来治療が困難な症例に対して全

身麻酔下にて齲蝕処置および外科処置を行ってい

る。当歯科病院では,2012 年 4 月にスペシャルニ
ーズ歯科センターが設立された。これにより,当科
の全身麻酔下歯科治療の対象となる患者の内訳や

実施頻度等に変化が生じていると推察される。 

そこで今回は,診療録に基づき当科における全

身麻酔下の歯科治療実態を把握することを目的に

調査を行ったのでその概要を報告する。なお本研

究は,昭和大学臨床試験審査委員会の承認を受け

て実施した。(番号:DH2016-027) 

 

【対象と方法】 
 対象は 2015年 4月 1日から 2016年 3月 31日
の 1 年間に昭和大学歯科病院小児歯科にて全身麻
酔下で治療を実施した患児とした。調査項目は,診

療録を基に症例件数,患者居住地,年齢,既往歴,処

置歯数,処置内容,処置時間などである。 

 

【結果】 
調査対象期間中に全身麻酔下歯科治療は 46名に
対して行われた。内訳としては,齲蝕処置は 9名,外
科処置は 37名であった。処置を行った患児の年齢
分布は 3歳 7か月から 14歳 7か月で,平均年齢は
齲蝕処置が 6歳 5か月,外科処置は 9歳 5か月であ
った。 
患児の居住地は東京 23 区内が 28 名,23 区外が

18名で,大田区は 8名,品川区 4名,目黒区 6名,世田
谷区 7 名と当科の近隣からきている患児が多かっ
た。 

 
齲蝕処置を行った患児の既往歴は,自閉症スペク

トラム児が 5 名,心疾患が 1 名,喘息が１名,その他
が 2名であった。齲蝕処置の平均処置歯数は 9.2歯
で,処置の内訳は,コンポジットレジン修復が 46歯,
歯髄処置が 21歯,保存不可による抜歯が 16歯であ
った。 
外科処置で病理組織診断を行ったものは 31例で,

その内訳は,含歯性嚢胞が 23例,萌出性嚢胞が 6例,
歯牙腫が 1例,エナメル上皮線維歯牙腫が 1例であ
った。 
全ての症例の麻酔平均時間は 136.9 分, 手術の

平均時間は 88.9分であった。また処置別の麻酔・
手術の平均時間は〈表 1〉に示す通りである。 

 
 

【考察】 
 当科では,全身麻酔下での外科処置が多い。従来,
齲蝕治療を全身麻酔下にて行う患児の既往歴は,脳
性麻痺,精神発達障害などの重度心身障害児が多く
を占めていた。しかし,スペシャルニーズ歯科セン
ターが設立され,当科での全身麻酔下の齲蝕処置を
行う症例が減少と考えられる。また患児の居住地

は歯科病院に近接する区が多く,これらは近隣歯科
医院との地域連携によるものである。今後も地域

連携を継続して行えるよう患者の様々なニーズに

応えうる体制を構築していかなければならない。

そのため,調査年度を広げ引き続き調査検討をして
いく予定である。 
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エックス線 CT 画像による正中過剰埋伏歯の三次元画像解析方法の検討 
Proposal for methodology of supernumerary teeth three-dimensional evaluation  

using computed tomography 
 

○中村由紀*****，星野倫範*,*****，梶美奈子**，島村和宏***,*****，佐野正之****,*****， 
齊藤一誠，早﨑治明*****，齊藤正人**,***** 

Yuki Nakamura*****, Tomonori Hoshino*, *****, Minako Kaji**, Kazuhiro Shimamura***, *****, 
Masayuki Sano****, *****, Issei Saitoh, Haruaki Hayasaki*****, Masato Saito**, ***** 

 
（新潟大・院医歯・小児歯，*長大院・医歯薬・小児歯，**北医療大・歯・小児歯科， 

***奥羽大・歯・小児歯，****あすなろ小児歯科医院（富山市）， 
*****日本小児歯科学会臨床研究推進委員会） 

Niigata Univ. Div. Pediatric Dent., *Nagasaki Univ. Dept. Pediatric Dent., 
**Health Sci. Univ. of Hokkaido Div. Pediatric Dent., ***Ohu Univ. Div. Pediatric Dent., 

****Asunaro Pediatric Dental Clinic (Toyama), *****Committee on Clinical Research JSPD 
 

【目的】 
 上顎の正中過剰埋伏歯は，小児歯科臨床におい

て比較的遭遇頻度が高い。正中離開をはじめとし

た隣接歯の歯列不正や萌出障害，また放置するこ

とで嚢胞化することが報告されており 1)，適切な時

期に抜歯の検討がなされることが望ましいと考え

られている。歯科臨床においてエックス線コンピュ

ータ断層撮影(CT)が身近になった昨今，正中過剰

埋伏歯の診断においても，口内法エックス線写真

やパノラマエックス線写真に加えて CT 画像も積

極的に活用されるようになった。しかし，埋伏歯の

三次元的な形態や位置について定臨評価の報告は

少なく，そのほとんどが定性評価にとどまってい

る。その理由として，三次元分析を行うにあたって

の計測点の設定および計測の再現性について，未

だ十分な検討がなされていないことが挙げられる。

本研究では，上顎の正中過剰埋伏歯の把握に有用

と思われる計測点および計測項目の抽出を行い，

それぞれの再現性を評価した。 
【対象と方法】 
 対象は新潟大学医歯学総合病院・小児歯科診療

室および富山市 A 小児歯科医院に来院した患児の

うち，上顎正中過剰埋伏歯を認め，精査目的にエッ

クス線 CT 検査を行った計 40 名とした。CT 画像

データの計測点の抽出には DICOM ビューアーソ

フト ZioCube (Ziosoft，東京) を使用し，咬合平面

を基準平面とし埋伏歯の前後的，垂直的位置関係

の把握のための計測点を設定し，2 名の小児歯科医

がそれぞれ 2 回ずつ計測した。計測者内，計測者

間における計測値の有意差は分散分析(ANOVA)を
用いて評価した。また，矢状断および水平断方向か

らの位置の定性評価は Liu らの分類 2)を用いた。

埋伏歯の形態および埋伏に伴う障害の所見も観察

項目とし，定性評価結果も前述の 2 名で行い評価

者間の差について検討を行った。 
【結果】 

計測者内では 1 回目と 2 回目の計測値に有意差

は認められなかった。一方で，計測者間での比較

においては埋伏歯および隣接歯の歯軸角度に関

する計測値において計測者間で有意差を認めた。

矢状断および水平断方向からの位置の定性評価，

埋伏歯の形態および埋伏に伴う障害の所見にお

いては，計測者間で結果の変動は少なく評価の安

定性が得られた。

【考察】 
 計測者間で有意差を認めた計測点においても計

測値の SD はボクセルサイズと比較して小さかっ

たことから，今回抽出した計測点の再現性は高い

と考えられた。また，今回観察項目として挙げた位

置的定性評価方法，埋伏歯の形態および埋伏歯に

起因する障害の評価方法についても高い再現性を

有しており，有用性が示唆された。 
【文献】 
1） Ressell KA, Folwarczna MA: Mesiodens - 

diagnosis and management of a common 
supernumerary tooth, J Can Dent Assoc, 
69(6): 362-6, 2003. 

2）Liu DG et al.: Three-dimensional evaluations 
of supernumerary teeth using cone-beam 
computed tomography for 487 cases, Oral 
Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 
Endod, 103(3): 403-11, 2007. 
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上顎前歯部埋伏過剰歯の口蓋側セメント・エナメル境部に吸収を認めた 1 例 
A Case of Abnormal Absorption of Impacted Supernumerary Teeth  on the Maxillary Anterior 

Tooth Sight 
○佐野 哲文 1,2)，村本 知歌子 1,2)，佐野 裕子 1,2)，嶋田 淳 3)，佐野 正之 2) , 渡部 茂 1) 

Tetsufumi Sano1,2), Chikako Muramoto1,2), Hiroko Sano1,2), Jun Shimada3), Masayuki Sano2), Shigeru 
Watanabe1) 

 
（1）明海大・歯・口腔小児，2)あすなろ小児歯科医院,  3)明海大・歯・口腔外科Ⅰ） 

Meikai Univ. Dept. Pediatric Dent, Asunaro Pediatric Dental Office and Meikai Univ. Dept of Oral 
and Maxillo-facial Surgery1 

 
【目的】 
本邦における上顎前歯部埋伏過剰歯の発生頻度

は 0.5～1％とされており,小児歯科においてよく

認められる疾患の一つである。近年,歯科用コーン

ビームCT(以下CBCT)をはじめとする医療技術の

発展から,従来と比較してより精度の高い診断・処

置を行うことが可能となった。一方で,埋伏過剰歯

の成り立ちや成長発育については未だはっきりと

しない点が多い。今回,演者らは５歳男児の上顎前

歯部に存在する埋伏過剰歯の舌側に吸収像を認め

た一例を経験したため,病理学的検討を加えて報

告する。 
【症例】 
患児 : 初診時年齢 5 歳 6 か月 
主訴 : 歯の生え変わり気になる 
現病歴 : 以前より左側上顎前歯部の歯間離開

が気になっていたため,エックス線写真を撮影し

たところ左側上顎中切歯部に逆性の埋伏過剰歯を

認め,更に術前に CBCT による精査を行ったとこ

ろ口蓋側のセメント・エナメル境部に吸収像を認

めた。また,左側上顎乳中切歯にコンポジットレジ

ン修復の跡はあるが,上顎前歯部には外傷や根管

治療の既往は認められない。 
口腔内所見 : Hellman の歯齢ⅡA 期。左側上顎前

歯部の歯間離開を認める。 
全身既往歴 : なし 
CBCT 所見 : 左側上顎乳中切歯部近心に逆性の

埋伏過剰歯を認める。また過剰歯の口蓋側のセメ

ント・エナメル境部に直径 5mm 程度の吸収像を

認め,歯髄との交通はなかった。 
【処置および経過】 
 5 歳 8 か月に局所麻酔下にて埋伏過剰歯を抜歯,
抜去歯牙を病理診断に提出したところ,口蓋の陥 

 
凹する吸収部には歯髄に近接するものの,交通は

認めず,微細な血管や肉芽組織を含む炎症組織を

認め,歯牙表面には破歯細胞が散見された。抜歯後

の経過は良好であり,現在は左側上顎乳中切歯に

永久歯の交換に由来すると思われる動揺を認めて

いる。 
【考察】 
 埋伏過剰歯の吸収に関する報告は本邦において

近年報告がされるようになっている 1)。演者らも

埋伏過剰歯の長期観察症例を経験した際に吸収し

ているものに遭遇した 2)。しかしながら,その他の

報告も含め,これらは歯根や歯冠に吸収を認め,永
久歯の成長に由来するものと推察されている。 
本症例では永久歯胚が存在しない舌側のセメン

ト・エナメル境部に外部吸収を引き起こしており,
永久歯胚の影響は少ないものと思われる。また,歯
の外部吸収には様々な原因があり,特に外傷の既

往や根管治療の術後といった原因により引き起こ

されることはよく知られているが,本症例ではそ

ういった既往は認められなかった。結果として本

症例でははっきりとした原因を推察することは困

難であったが,一方で,患児の前歯部には咬耗が認

められることから何らかの慢性的な刺激が外部吸

収を引き起こす要因となったことが考えられる。 
【文献】 

1）Makiko Takasi，他：Complete resorption of 
an impacted and inverted supernumerary 
tooth : Report of an unusual case，Pediatric 
dental journal，24：132-135，2014． 
2）佐野 哲文，他：近接する中切歯の成長により

上顎前歯部埋伏過剰歯に歯根吸収が生じたと推

察される 1 例，児口外誌，26：105，2016． 
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歯科用 CT から見る病態が異なる低位乳歯 
An investigation into submerged deciduous teeth using dental CT evidence 

 
○亀岡 亮，山崎(岩崎)てるみ，新見 嘉邦，鈴木 淳子，吉田 陽佳,  

三宅 真帆, 白瀬 敏臣, 内川 喜盛 
Ryo Kameoka, Terumi Yamazaki(Iwasaki), Yoshikuni Niimi, Atsuko Suzuki, Haruka Yoshida,  

Maho Miyake, Toshiomi Shirase, Yoshimori Uchikawa 
（日歯大病院・小児歯） 

Department of Pediatric Dentistry, the Nippon Dental University Hospital 
 
【目的】

低位乳歯症例は 患児の歯齢と治療に対する協

力度，重症度など検討すべきことが種々あり 治

療計画立案は容易ではない 低位乳歯の原因とし

ては，骨性癒着を主に 局所性炎症 外傷 過度

の咀嚼力 口腔習癖などが挙げられているが 原

因を確定することが困難なものもある．

近年 歯科用 の有用性は周知されており

低位乳歯抜歯においても術前に撮影されることが

多い しかし その結果を詳細に分析した報告は

未だ少ない そこで本発表では，病態の異なる症例

について それぞれの歯科用 画像を検討した．

【症例】

症例１

患 児： 歳６か月 男児

の歯齢：Ⅲ

主 訴：歯が埋まっている

既往歴：自閉症スペクトラム

現病歴：かかりつけである口腔保健センターでの

矯正治療に際し 完全

診断され 加療の為当科を受診した

経 過：歯科用 にて精査を行った後 全身麻酔

下で を抜歯した 抜去歯の病理組織所見で，

咬合面裂溝に象牙細管に及ぶ細菌の侵入を認めら

れたことから，過去に口腔内に萌出し，その後完

全埋伏したと推測された．

症例２

患 児：５歳 か月 女児

の歯齢：Ⅱ

主 訴：低位乳歯がある（紹介状より）

現病歴：以前より指摘されていた低位にある ,
萌出の障害になっていることから, 精査加療の

為紹介来院となった．  
経 過：３次元的位置関係の確認の為 歯科用

を撮影し 精査を行った 今後 全身麻酔下で

を抜歯し 矯正治療を行う予定である．

【結果】歯科用 画像所見

・症例１： 歯根のほぼ全域に骨性癒着 歯冠口

蓋側では著しい内部吸収と外部吸収を認めた．

・ な所

見は認めず，分岐部には骨硬化像を認めた（図１）

図１ 画像

【考察】

低位乳歯発症は，骨性癒着を主因としているも

のが多い 本発表での１例では デンタルエ

ックス線画像では骨性癒着を疑ったが 歯科用

画像では明らかな骨性癒着の所見を認めなかった

３次元的情報は，低位乳歯周囲の骨性癒着や硬化

像もより鮮明に分析できるため，治療計画立案か

ら抜歯実施，原因究明から予後までを以前よりも

クリアに判断できる有用な資料であると考える

歯科用 の併用は 低位乳歯における新しい知

見が得られるツールになるのではないかと考えて

いる．

【文献】 
1）Kenji Arita，他：Complete infraocclusion of a 
previously erupted primary molar: A case report, 
Pediatr Dent J, 19: 256–261, 2009． 
2) N. Altay, 他 ：A  Space-regaining treatment 
for a submerged primary molar:  a case report，
Int J Paediatr Dent，12: 286–289，2002． 
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著しい局所的骨増生を伴った下顎切歯埋伏の 1 例 
A case of impacted permanent incisors with focal bone overgrowth in mandible 

 
 

○ 楠田理奈, 髙森一乗, 外木守雄, 白川哲夫 
○Rina Kusuda，Kazunori Takamori，Morio Tonogi*，Tetsuo Shirakawa 

 
（日大・歯・小児歯，*日大・歯・口腔外科） 

 
【緒言】 

乳歯の晩期残存や永久歯の萌出障害は健全な永

久歯列育成の障害となるがその原因は多様である。 
今回，下顎左側前歯部に乳歯の晩期残存と著しい

骨増生を伴った埋伏歯の症例を経験したので報告

する。 
【症例】 

初診時年齢：8 歳 0 か月男児。主訴：下顎前歯

部の膨らみ。現病歴：3 歳頃より下顎左側前歯部

の膨隆に気づき近くの口腔外科を受診したが，同

部が無症状で増大傾向は見られなかったため経過

観察となった。その後受診中断していたが，学校

検診にて齲蝕を指摘され歯科医院を受診したとこ

ろ同部を再度指摘され当科紹介来院した。既往歴，

家族歴及び全身状態：特記すべき事項なし。現症：

下顎左側乳中切歯，乳側切歯が残存し動揺を認め

なかった。同部歯槽頂粘膜部に近遠心径 12mm 頬

舌径 18mm 高径 12mm 大の腫瘤を認めた。被覆

粘膜は平滑で弾性硬，圧痛や上顎前歯部との接触

は認めなかった。下顎左側中切歯，側切歯は未萌

出であった。エックス線所見：口内法エックス線

写真では下顎左側乳切歯 2 歯の歯根吸収は認めら

れず，下顎左側切歯は遠心傾斜を呈していた。ま

た，上顎正中部に埋伏過剰歯を認めた。CBCT 画

像では側切歯周囲に境界明瞭な類楕円形の透過像

を認めた。辺縁は波状構造を呈して，唇舌側なら

びに皮質骨の著明な膨隆を認めた。 
【処置ならびに経過】 

臨床診断：含歯性嚢胞，局所麻酔下にて下顎乳

中切歯および乳側切歯を抜歯し周囲組織の生検を

行った。病理組織学的検査では組織中に嚢胞を疑

う所見は存在しないとの診断であった。処置１か

月後，舌側遠心に転位した中切歯の萌出を認めた

が側切歯は未萌出であった。処置３か月後中切歯

はさらに萌出するも側切歯は未萌出であった。腫 

 
瘤は近遠心径 10.7mm，頬舌径 15.5mm,高径

9.6mm と縮小した。処置 5 か月後，側切歯未萌出

のため CBCT による再精査を行った。側切歯は乳

犬歯の舌側に位置し，歯冠の一部は第一乳臼歯の

歯根に接していた。そのため局所麻酔下にて乳犬

歯，第一乳臼歯の抜歯を行った。その後 2 か月経

過後も側切歯は未萌出であり，腫瘤部の増大を認

めた。開窓並びに萌出誘導を提案するも保護者が

腫瘤再発を懸念し，加えて遠方で定期的な通院が

困難なことより中切歯，側切歯の抜歯を強く希望

したため，全身麻酔下にて同歯の抜歯及び被覆骨

の骨削ならびに上顎埋伏過剰歯の抜歯を行った。

処置１年後腫瘤の再発もなく良好な経過が得られ

ている。病理組織学的検査では，嚢胞構造は明ら

かではないが含歯性嚢胞の可能性が考えられる。

病理診断では 2 つの歯胚上部の線維化が何らかの

原因で亢進した結果として歯の萌出遅延が起きた

可能性があると指摘された。 
【まとめならびに考察】 

永久歯の埋伏においては全身的な要因と局所的

な要因に区別される。本症例は全身的な既往がな

く，病変も下顎前歯部のみに認められることによ

り局所的な要因によるものと推測される。田口ら

は萌出障害の局所的要因として過剰歯，歯牙腫な

どの直接的障害，外傷や齲蝕による病巣や嚢胞，

歯肉の過形成，歯胚の異常，萌出余地不足などを

挙げている 1）。本症例では乳歯の晩期残存や骨増

生を認めたが，永久切歯埋伏の直接の原因は不明

である。一方で術後の経過は良好であり，今後は

欠損部の補綴処置も含め対応を継続する予定であ

る。 
【文献】  
1）田口 洋，野田 忠：萌出障害の咬合誘導，医

学情報社，東京，2007，pp.1-13. 
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上顎右側乳中切歯部に発生したエナメル上皮線維象牙質腫の 1例 
Ameloblastic fibrodentinoma associated with right primary central incisor in maxilla 

 
○松石裕美子，小笠原貴子，*山座治義，増田啓次，*野中和明 

Yumiko Matsuishi, Takako Ogasawara, *Haruyoshi Yamaza, Keiji Masuda, *Kazuaki Nonaka 
 

（九大病院・小児歯・スペシャルニーズ歯，*九大・院・小児口腔医学） 
Department of Pediatric Dentistry and Special Needs Dentistry,  

Kyusyu University Hospital 
*Section of Pediatric Dentistry, Division of Oral Health, Growth and Development, 

Kyushu University Faculty of Dental Science 
 
 
【目的】 

エナメル上皮線維象牙質腫は歯原性上皮と間葉

組織からなる歯原性混合腫瘍で，象牙質の形成を

認めるがエナメル質は認めない。今回, 我々は A

⏌の埋伏を伴うエナメル上皮線維象牙質腫の 1 例

に遭遇した。本症例の治療経過について報告する。 

【症例】 

患児：初診時年齢 1歳 9か月 女児 

主訴：右上の前歯が生えてこない。 

現病歴：1歳 3か月時，A⏌未萌出のため近くの歯

科医院を受診した。デンタルエックス線写真で A

⏌の萌出遅延と診断された。約 6 か月後に再度撮

影したエックス線写真でも A⏌の位置に変化がな

いため精査・加療目的で当科を紹介された。 

既往歴・家族歴：特記事項なし 

初診時身体所見：身長 79.5cm，体重 9.1kg（カウ

プ指数：14.4，標準値 15～19）で，歯の萌出状況

は Hellmanの歯年齢ⅠC期，A⏌は未萌出で唇側歯

肉に骨様硬の膨隆を認めた。 

初診時画像所見：デンタルエックス線写真で A⏌

は低位に埋伏し，歯冠周囲に嚢胞様の透過像を認

めた。A⏌の歯根部と重なるように 21⏌歯胚を認

めた。21⏌歯胚の形成状態と位置はそれぞれ反対

側同名歯とほぼ同程度であった。 

処置及び経過：定期的にデンタルエックス線撮影

を行い経過観察していたが，A⏌の位置に変化がな

いため 2歳 6か月時に CT検査を行った。A⏌は 

唇側に埋伏し，歯冠口蓋側を中心に嚢胞様透過像 

を認めた。内部にはわずかに不透過物の存在が疑 

われた。歯根は約 3/4程度形成され湾曲は認めな 

 

 

かった。嚢胞様透過像の最深部は 1⏌歯胚の歯嚢

と連続していた。A⏌に関連する歯原性腫瘍を疑い，

同部の生検を実施し病理組織学的検索を行ったと

ころ，エナメル上皮線維象牙質腫と診断された。

当院顎口腔外科と協議し，同腫瘍は良性であるが

ごくまれに摘出後に再発や悪性化を示すことがあ

る点と，腫瘍近傍の 1⏌歯胚の形成状態と位置に

明らかな異常がない点を考慮し，関連歯と考えら

れる A⏌を含めて同腫瘍を摘出し，1⏌歯胚は保存

する方針を保護者に説明し同意を得た。3 歳 4 か

月時に全身麻酔下で A⏌を含めて腫瘍を摘出し，

露出した骨面は一層削合した。1⏌歯胚に近接する

部は歯胚損傷を避けるため侵襲を最小限に止めた。

術後 1年 6か月を経過した現時点で腫瘍の再発を

疑う所見は認めていない。欠損部に対しては可撤

式保隙装置で管理中である。 

【考察】 

本症例では，A⏌の萌出遅延に対し，その原因が

同部に生じたエナメル上皮線維象牙質腫であると

同定した。本腫瘍は良性腫瘍であることから摘出

掻爬術が一般的である。しかし，摘出後に再発ま

たは悪性化した報告もある。本症例では，腫瘍と

一部連続する 1⏌の歯嚢付近に腫瘍細胞が残存し

ている可能性がある。今後、腫瘍の再発及び 1⏌

の発育・萌出に留意し経過観察を行う方針である。 

【文献】 

Takeda Y：Ameloblastic Fibroma and related 
lesions: current pathologic concept, Oral Oncol，
50: 610-615, 2000． 
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セファロ分析を用いた咬合誘導法による成長発達方向の変化について 
Changes in Growth Developmental Direction by Coupled Induction Method  

with Cephalometric Analysis 
 

中村 貴則 
 Takanori Nakamura 

 
（医療法人社団健歯会 中村歯科クリニック） 

Nakamura Dental Clinic 
 
【目的】 
今回は咬合誘導法を MRC システムへ変更するこ

とによりセファロ分析における頭蓋の成長発達方

向に変化が見られた症例を報告する。

【対象と方法】 
対象は 8 歳女児、初診 2013 年 4 月、前歯が開

いている、左上２番口蓋側から生えてきたとの主

訴で来院。所見）上顎：正中離開、左上２番口蓋

側転位。下顎：前歯部叢生、臼歯部舌側傾斜。咬

合：過蓋咬合、クラスⅡ。顔面形態：ブレキオフ

ェイシャルパターン。以上の所見により左上２番

の口蓋側転位の改善、過蓋咬合の改善を目標に床

矯正装置（舌側弧線装置、バイトアップ、指状弾

線）、正中離開の改善に上顎左右１番のみブラケッ

トを用いた。 
＜治療 1：2013年 4月〜2014年 7月＞ 
その後、2015年 4月より、改善されなかった過

蓋咬合や下顎前歯部の叢生、臼歯部の舌側傾斜を

改善するためMRCシステムによる治療(マイオブ
レース装着：日中 1~2時間・就寝時。正常な口腔
周囲筋機能を獲得するためのアクティビティ：１

日 2分（以後MRC）)を行なった。 
＜治療 2：2015年 4月〜2016年 12月＞ 
今回行ったこの２種類の咬合誘導法による成長

発達方向の比較に、セファロ分析を用行うことと

した。評価法としては、[FA]成長方向の指標であ
る Facial axis、[FD]オトガイ部の水平的な位置を
示す Facial depth(Facial angle)、[MD]上顎の水
平的な位置を示すMaxillary depth、[LFH]過蓋咬
合の指標となる Lower face Height、以上の４つ
の計測値で比較を行った。比較を行った計測時期

は①初診時：2013 年 4 月、②MRC 開始時：015
年 4月、③MRC完了時:2016年 12月、とした。 
【結果】( )内は基準値、数値の角度（°）は省略

 
＜図１＞セファロ重ね合わせによる成長方向の変化

 
① 初診時 8歳： [FA]92.2(86),[FD]88.8(85.7), 
[MD]90(89),[LFH]41.9(44.7)  
②MRC開始時 10歳：[FA]88.3(86),[FD]86.8 
(86.3),[MD]92(89),[LFH]45.1(45.9), 
③MRC完了時 12歳：[FA]89.8(86),[FD]87.2 
(87.2), [MD]89 (89), [LFH]46.3(45.8), 
【考察】 
セファロの比較を行うと①初診時②MRC 開始

時では、下顎を後退させ成長発達方向は下方へ向

かっていた。②MRC開始時③完了時の比較におい
ては、理想とされる前下方へ成長発達方向が誘導

されていることが確認された。他の小児のクラス

Ⅱ症例においても MRC を行うことで前下方への
成長誘導が見られる。正しく MRC を用いること
で正しい成長方向への誘導が可能であると考える。 
【文献】 

1）根津 浩，他：バイオプログレッシブ診断学，
株式会社ロッキーマウンテンモリタ：1984． 

2）John Mew：バイオブロック・セラピー，学
健書院：2001． 

3) 塩田 雅朗：MRC治療システムを取り入れた
私の臨床，小児歯科臨床，Vol.18 No.4：35-42，
2013． 
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トモシンセシスを使った上顎の即時混合歯列分析 
Immediate mixed dentition analysis of maxilla using tomosynthesis 

 
○木舩敏郎，*増田啓次，**山座治義，**廣藤雄太，**野中和明 

Toshiro Kifune, *Keiji Masuda, **Haruyoshi Yamaza, **Yuta Hirofuji, **Kazuaki Nonaka 
 

（きふね小児歯科，*九大病院・小児歯・スペシャルニーズ歯, **九大・院・歯・小児歯） 
Kifune Pediatric Dental Office, *Kyushu Univ. Hosp. Pediatric Dent. Special needs Dent. 

 and **Kyushu Univ. Dept. Pediatric Dent.  
 
【目的】 
 エックス線写真のみによる混合歯列分析が可能

になれば、石膏模型の作製・保存・分析が不要と

なり、チェアサイドでの簡便で迅速な検査が可能

となる。これまで我々は、トモシンセシスパノラ

マエックス線写真（TSPX）を応用した下顎の側方

歯幅径予測法 1)と、即時混合歯列分析法 2)を発表

した。上顎については、TSPX を応用した側方歯

幅径予測法を PDAA2016 大会で示した。今回、上

顎の即時混合歯列分析における TSPX の臨床的有

用性を検討したので報告する。 
【材料と方法】 
 HellmanⅢA の男児 21 名（平均年齢 9.5 歳）、

女児 21 名（平均年齢 9.2 歳）の TSPX と上顎の石

膏模型を使用した。TSPX は QRmaster-P（タカ

ラベルモント）の平行法で撮影し、石膏模型はア

ルジネート印象材と超硬石膏で作製した。TSPX
の計測には付属のパソコンソフトを用い、石膏模

型の計測には歯科用ノギスを用いた。TSPX の測

定項目は歯冠幅径（左右 1～6、左右 CDE）、歯列

幅径（E┘-└E、C┘-└C）、歯列斜長（１┘-E┘、

１┘-└E）、歯列周長（E┘-C┘、C┘-１┘、１┘

-└C、└C-└E）とした。利用可能空隙（AS）=
左右歯列周長の和、必要空隙（RS）＝左右 1～5
幅径の和となる。従来の石膏模型と小野の回帰方

程式を用いた左右 arch length discrepancy を「小

野ALD」とし、小野の回帰方程式値に換えてTSPX
から予測した側方歯幅径 1)を用いた左右 arch 
length discrepancy を「改良 ALD」とした。TSPX
のみを用いた arch length discrepancy（AS―RS）
の値を「TSPXALD」とした。TSPX 計測値のみ

から「小野 ALD」、「改良 ALD」を予測する回帰

方程式を作成し、誤差を検討した。統計処理には

SPSS(IBM 社)を使用した。 

 
【結果】 
単回帰では、「小野 ALD」=0.770「TSPXALD」

＋2.654、相関係数；0.819、推定値の標準誤差；

1.984mm と、「改良 ALD」=0.835「TSPXALD」

＋3.227、相関係数 R；0.901、推定値の標準誤差；

1.476mm を得た。重回帰では、「小野 ALD」

=0.937(１┘-└C)－3.126(2┘)+1.360(１┘-E┘)
－2.669(└1)－14.961、重相関係数；0.920、推定

値の標準誤差；1.410mm と、「改良 ALD」=－
3.256(4 ┘ ) － 1.762(2 ┘ )+0.705( １┘ - └ E) －
1.596(└3)－2.548(└1)+0.763(１┘-E┘)+21.326、
重相関係数；0.923 推定値の標準誤差；1.399mm
を得た。以上の回帰方程式で、全ての定数と係数

の有意確率は 5%未満であり、変数間に特に問題の

ある共線性は無かった。

【考察】 
 小野の回帰方程式は平均値の標準偏差 /2 の

1.0mm（片側 0.5mm）程度をプラスして、臨床応

用されている。本研究では TSPX 計測値のみを用

いた 3 個の回帰方程式で推定値の標準誤差が 1.4
ｍｍ程度であった。したがって、TSPX は上顎の

即時混合歯列分析において臨床応用可能であると

考えられる。また、混合歯列期のみならず、永久

切歯未萌出時期においても、エックス線写真のみ

で保隙の有効性の判断や叢生の予測が可能な簡易

検査法として、実用化できる可能性も示唆された。 
【文献】 
 1）木舩敏郎，他：トモシンセシスを応用した新

しい側方歯幅径予測法の開発，小児歯誌，53：
27-34，2015． 

2）木舩敏郎，他：トモシンセシスパノラマエ

ックス線写真のみを使った下顎の即時混合歯

列分析法の開発，小児歯誌，53：495-503，
2015．  
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未就学小児における三次元顔面軟組織の年齢間比較に関する形態学的研究 

Analysis of morphological characteristic of facial soft tissue of preschool children 
 

○辻井利弥,稲田絵美,村上大輔,齊藤一誠*,海原康孝**,野上有紀子*,窪田直子,白澤良執 

香西克之***,早崎治明*,山﨑要一 

Toshiya Tsujii, Emi Inada, Daisuke Murakami, Issei Saitoh*, Yasutaka Kaihara*** 
Yukiko Nogami*,Naoko Kubota, Yoshito Shirazawa, Katsuyuki Kozai** 

 Haruaki Hayasaki*,Youichi Yamasaki 
 

(鹿大・歯・小児歯, ＊新潟大・歯・小児歯, **広大病院・小児歯, ***広大・院・小児歯) 

Kagoshima Univ.Dept.Pediatric Dent., Niigata Univ.Dept.Pediatric Dent., Dept. 
 Pediatric Dent. Hiroshima Univ. Hospital and Hiroshima Univ.Dept.Pediatric Dent. 

 
【 目 的 】 

小児の顔面軟組織の発育に関する形態学的特徴

については、十分な知見が得られていない。その

ため我々小児歯科医は、成長変化が著しい小児患

者一人一人の軟組織を適切に評価しながら、形態

的、機能的に介入する必要があるにも関わらず、

小児の顔面軟組織形態を評価する診断基準が存在

しないのが現状である。そこで本研究では、未就

学小児を対象とした顔面軟組織形態の年齢間比較

に関する解析を行ったので報告する。 
【 対象と方法 】 

１）対 象 
３～５歳の健康な未就学児 444名（男児 225名、

女児 219名）を対象とした。（本学倫理審査第 669

号承認） 
２）顔面軟組織の計測 
測定には、非接触型三次元デジタイザ VIVID 

910（（株）コニカミノルタセンシング、大阪、以

下 VIVID）を使用した。対象児をフランクフルト

平面が床面と平行になるように椅子に座らせ、

VIVID と被験者間の距離は 1.5m になるように設

定した。計測中は、軽く口唇を閉じて静止し、前

方を注視するように指示した。 
３）解 析 
 測定で得られた形態データから、三次元形状解

析プログラム３D-Rugle（（株）メディックエンジ

ニアリング、京都）を用い、16点の計測基準点を

プロットした。直線距離、

角度と体積の計 29 項目に

ついて、年齢と性別を２要

因とした二元配置分散分

析と Bonferroni の多重比

較法により検討した。 
【 結 果 】 

上顔面から中顔面領域では、３～４歳、４～５

歳を通して、顔面の長径、幅径が有意に増加した

のに対し、下顔面領域では４～５歳で増加を認め

た。鼻は、３歳から長径、幅径、高さ、体積の増

加を認め、著しい成長が認められた。口唇は、４

～５歳にかけて体積、口角間距離の増加を認め、

口元の突出感が３～４歳と比較して減少した。さ

らに全ての部位において、年齢と性別との間に統

計学的に有意な交互作用はみられなかった。 
【 考 察 】 

本研究では、下顔面より上・中顔面の成長が先

行すること、鼻は早期から著しく成長することが

示唆された。また、我々の先行研究で証明された

３～４歳、４～５歳を通して口唇閉鎖力が向上す

ることが、４～５歳の年齢において口元の突出感

が減少した一因として考えられた。さらに３歳か

ら５歳の間の顔面軟組織の成長変化のパターンに

性差がみられないことが示唆された。 
今後さらに対象年齢を広げ、成長期を通した小

児の顔面軟組織形態の特徴を解明する予定である。 
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久 へ 換期  
 o s    d a     o  o  a  

   s   a   
 

○森主宜延，森主真弓 
 Takanobu Morinushi, Mayumi Morinushi 

 
（もりぬし小児歯科医院） 

Morinushi Pediatric Dental Office 
 

 
【目的】 
成書による乳歯抜歯の適応を 3 項目にまとめると、

１．不可逆的な病的状態にある歯、２、永久歯の

望まれる萌出に障害となる歯 、そして、３．咬

合誘導の視点からとなる．この 3 項目の内、１は、

具体的に抜歯適応が示されている．２．と３．の

抜歯条件は、永久歯の萌出状態、乳歯根の吸収状

態、咬合誘導への積極的・受動的貢献性、患者な

らびに保護者の意向など多要因が関連し、個別的

に臨床家の判断により委ねられる．演者らは,この

２，３領域の思索は教育ならびに臨床において必

要と考えている．そこで、演者らは、第５３回小

児歯科学会において、交換期の第二乳臼歯の抜歯

時期に関する報告をしている２）．本報告は、交換

期乳前歯部の左右対称同時抜歯について思索し、

適応への示唆を見出すことを目的とした． 
【対象と方法】 
対象は資料使用目的について説明後、本人ならび

に保護者の同意を得た３０症例であり、使用した

エックス線写真は左右同歯種の同時抜歯を行った

際、使用した３５枚である．エックス線写真から

抜歯に至る説明理由をカテゴリー分類した．検討

するに際、左右後継永久歯位置は、Ruta A. et al
による萌出の５段階から、歯槽骨内段階と粘膜

侵入の２段階における左右同一性、抜歯対称とな

る左右乳歯の根の吸収状態と臨床所見を配慮した。 
【結果】 
 左右同歯種対称的抜歯にいたる理由は以下の５

つのカテゴリーに分類できた． 
１． 左右同歯種間に動揺度に差があるものの、根

の吸収にわずかな差がある場合． 
２． 左右同歯種間に動揺度に差があり、その原因

が根の吸収の量的・質的に明確に異なる場合． 

３． 左右同歯種に動揺なく、根吸収が変則的場合． 
４． 左右同歯種間に根吸収状態に差がく隣接歯の

関与で動揺度に差のある場合． 
５． いわゆる乳歯と永久歯による二重歯列の場合． 
【考察】 
 交換期乳前歯の抜歯は、通常、患児ならびに保

護者の要望として、動揺歯の炎症ならびに咀嚼の

不都合であり、障害児では誤嚥への不安による．

いわゆる咬合誘導で指摘されている左右対称的対

応を考慮し、左右同歯種の同時抜歯について検討

した報告はない．本調査から、後継永久歯の萌出

位置を同様とし、５つの判断カテゴリーを見出せ

た．乳歯抜歯目的の２）と今回のカテゴリー５は

萌出障害の範疇で積極的対応とし判断できる１ ．

しかし、後継永久歯の左右対称性のある萌出を支

援する受動的抜歯判断には、今回示したカテゴリ

ー１，２，３，４、が貢献できると考える。片側

的抜歯では正中の抜歯側シフトが生じる場合もあ

り、また、萌出永久歯の位置による乳歯根吸収異

常による放置では、萌出障害の一因になり得るこ

とも考えられ、看過せず、積極的な左右対称的対

応が好ましいと考えた．ただし、永久歯列咬合は

形質において遺伝的要因が強く、更なる抜歯後の

継続的調査の必要性は高い． 
【文献】 
1) 野田 忠：萌出障害の咬合誘導、Niigata 

Dent.J. 30（1）：1－13, 2000． 
２）森主宜延，他：下顎における乳臼歯根の吸収

と後継小臼歯の萌出路との関連についての予

備的研究，小児歯誌，53：304，2015． 

３）Ruta Almonaitiene，et al：Factors influencing 
permanent teeth eruption. Part one – general 
factors、Stomatologija, Baltic Dental and 
Maxillofacial Journal, 12: 67-72, 2010． 
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遊びを通した口腔機能向上プログラムの取り組みとその効果について 
The Effect of an Oral Functional Improvement Program by Game 

○浜野美幸、名越みずえ、上田起望子、日野陽子 
Miyuki Hamano,  Mizue Nagoshi,  Kimiko Ueda,  Yoko Hino 

（千葉歯科医院） 
Chiba Dental Clinic 

【目的】 
現代社会の児を取りまく目まぐるしい環境の変

化により、日常生活の中で口腔機能を育成する機

会の減少が指摘されており、口腔周囲筋の筋力低

下や不調和、不良な姿勢の影響により、摂食嚥下・

発音・呼吸などの口腔機能に問題をきたしている

児は少なくない。口腔機能向上には口腔筋機能療

法が有効であるが、その理解やモティベーション

の維持は難しく、習慣化に至るには困難を要する

と感じている。そこで今回、口腔機能向上を目的と

して、遊びや日常的な動作の中で行うプログラム

を作成した。被験者の保護者を対象としたプログ

ラム実施前後に行ったアンケート調査結果とプロ

グラムの効果を合わせて報告する。 
【対象と方法】 
対象は 2016 年 11 月～12 月に当院に来院し、保

護者に対して本調査の趣旨を説明し、同意を得た

小児 30 名（４歳から 13 歳）である。実施前に、

食べ方、食べ物、話し方、呼吸、鼻疾患、遊び、姿

勢についてのアンケート調査と口腔機能評価とし

て以下 5 項目を行った。①口唇閉鎖力測定：りっ

ぷるくん®（SHOFU 社）使用 ②ブクブクうがい

テスト（昭和大学口腔衛生学教室考案）③当院オリ

ジナルの早口言葉の評価④風車を利用した口と鼻

の息出し測定の評価⑤ポッピングの評価。さらに

被験者と保護者に対して、プログラムの具体的な

方法と口腔機能に関する説明を行い、家庭で約 1か

月間取り組み、実施日の記録をしてもらった。プロ

グラム内容は以下の 5 項目である。①ボタンプル

②口を大きく動かして明瞭に早口言葉を言う ③

ブクブクうがい（水・空気によるもの）④風車を使

用して口・鼻からの息出し⑤ポッピングで一曲演

奏 プログラム実施後、調査開始時と同様に口腔

機能評価を行い、保護者には各項目の変化を 4 段

階で評価するアンケートを実施した。 
【結果】 
事前アンケートでは、食べる様子については

93%が何らかの悩みを持ち、「口を開いて食べ

る」「音が気になる」が多かった。話し方では

「言葉がはっきりしない」が 13%、姿勢が悪い

74%、常に口を開いている 53%、耳鼻科疾患を有

する 20%と回答していた。実施前に口唇閉鎖力が

平均値のー１SD 未満であった者は 13%であり、

実施後には、全体の 97%で口唇閉鎖力の強化が認

められた。うがいテストは実施前も被験者全員が

スコア５であったが、実施後には口腔周囲筋をよ

り大きく動かす傾向がみられた。早口言葉による

評価も全員において、言葉の明瞭化が認められた

が、息出し評価では鼻からの息出しができなかっ

たものが 17%であり、そのうち 80%は事前アンケ

ートで「鼻が上手にかめない」と回答していた。

事後アンケートで「改善した」と回答したもの

は、食べること 70%、言葉の明瞭化 71%、口を開

いている 76%に対して、「ほとんど変化なし」と

回答した項目は、呼吸 71%、姿勢 78%であった。 
【考察】 

今回の結果より、プログラムの実施により「口

を閉じて食べる」「ぽかんと口を開けない」「明瞭

な発音」は、意識改善により効果が認められるこ

とが推測された。一方 1 か月という短期間の中で

は、呼吸や姿勢の改善などは習慣化に結びつくに

は至らず、口腔機能向上には継続的なアプローチ

が必要であることが示唆された。また家庭で遊び

を通して取り組むことは、専門家から保護者に口

腔機能に対する正しい知識を提供し、保護者と被

験者の両者が機能改善の意識を持つことによる効

果も示唆された。口唇閉鎖力は口腔機能評価を可

視化できることから、小児の動機づけに効果があ

ると思われた。今後は口腔機能向上には、情報提

供と評価方法が課題ではないかと考えられた。 
【文献】 
1)小久江由佳子:幼児における口唇閉鎖力と咀嚼能

力との関連性について,小児誌,45(1):58-64,2007 
2)健康行動理論を応用した口腔機能向上プログラ

ムが特定高齢者の口腔機能ならびに口腔衛生に及

ばす影響,口病誌,81(2);77~86,2014 
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Myobrace®の呼吸と姿勢への効果 
 Myobrace®'s effect on breathing and posture 

 
○小石剛，岡崎好秀* 

Gou Koishi, Yoshihide Okazaki * 
 

(医療法人優心会こいし歯科，*国立モンゴル医学・科学大学・歯・小児歯) 
Koishi Dental Clinic, Mongolian National Medical-Science University. Dept. Pediatric Dent.

 
【目的】 

不正咬合の大きな原因は口腔に関する機能の不

調和であると考えられている.とりわけ呼吸は生

命維持においても最重要機能であり,そのため他

の機能や身体にも大きな影響を与え得る.そのた

め呼吸の改善を行うことは歯列の改善に大きな効

果を得るものと考えられる. 
発育期の小児において呼吸や嚥下などの機能の

改善による不正咬合の治療方法において既製のモ

ノ・ブロック型のマウスピース型矯正装置が使用

されることが多い.今回はそのうちの一つである

Myobrace K1 を使用してその直接的な呼吸改善へ

の効果を調べた.また装着前後による姿勢の変化

を調べ,呼吸との関連を考察した. 
【対象と方法】 

20~30 歳代の女性計 10 名に対し鼻閉が無いこ

とを確認した上で Myobrace K1を装着し,装着前と

装着直後の鼻腔通気度を計測した.被験者の咬合

状態は一定ではなかった.鼻腔通気度は電子スパ

イロメータ HI-801(チェスト株式会社)にて計測し

た.また姿勢の評価は,装着前と装着 5 分後に立位

側面像を同規格にて写真記録し,写真上にて肩の

中心および外耳孔中心を通る床平面に対する垂線

を作成しその幅を計測した また装置装着後にお

ける数値の減尐を姿勢の改善として評価した

【結果】 
鼻腔通気度(単位は全て Pa/(cm3/s))の変化は,平

均呼気値が装着前 0.29, 装着後 0.26 (t 検定

p=0.080)であり,平均吸気値が装着前 0.31,装着後

0.25 (t 検定 p=0.057)であった (表１). Angle３
級の被検者においては呼気と吸気ともに数値が増

加した. また姿勢については装着前平均 2.2 で

装着後は平均 1.7 であった(t 検定 p=0.068).
【考察】 

鼻腔通気度は数値が小さい方が良好である. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Myobrace K1 の装着前後の鼻腔通気度および姿勢

において平均値の変化に有意差はなかったものの

改善傾向があった. 装置は装着によって下顎を前

方に誘導し,また舌位を上顎に誘導させる.そのた

め上気道が拡大し,舌による上気道の圧迫を除去

することで鼻腔通気度が改善されたと考える. 咬
合被蓋が大きく下顎が後退している者は大きな数

値の減尐がみられた. Angle３級の被験者では装

置装着後により逆に下顎が後退し上気道が狭窄す

ることで呼気吸気ともに数値が増加したと考えら

れる.姿勢は呼吸を効率よく行うために調整され,
呼吸の状態によって変化すると考える.今回姿勢

が変化したことは,呼吸改善によって調整された

結果であると考えられる. 
Myobrace K1 のように下顎を前方および舌位を

上顎に誘導する装置は,下顎が後退している者に

対して直接的に呼吸を改善し, 結果として姿勢の

改善にも良い影響を与ることが示唆された.また

この様な装置は,発育期の小児における不正歯列

の改善に効果的であると考えられる. 
【文献】 

1)小石剛, 赤井綾美, 西川岳儀, 高島隆太郎. 子
どもの口腔機能を育む取り組み 前編~後編. 
歯科衛生士, 2016;40(11):38-51,40(12):54-67. 

呼気： 吸気： 呼気： 吸気：

表 各被検者の咬合状態と鼻腔通気度

単位：

平均値

装着前 装着後

鼻腔通気度
被検者
番号

咬合
状態
（
分類）
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Bionator 装置を用いた早期歯科矯正治療による舌骨位置の変化 
Changes of Hyoid Bone Position due to Early Orthodontic Treatment by Bionator 

 
○近藤亜子、犬束信一*、田村康夫、飯沼光生 

Tsuguko kondo, Shin-ichi Inuzuka*, Yasuo Tamura and Mitsuo Iinuma 
 

（朝日大・歯・小児歯，*いぬづか矯正歯科） 
Asahi Univ. Dept. Pediatric Dent. and Inuzuka Orthodontic Clinic 

 
Bionator装置は、一般的に下顎の機能的

後方位を伴う混合歯列期の AngleⅡ級１類症例に
対して使用する。学童期の小児に用いることで下

顎の前下方への成長を誘導でき、永久歯列期の不

正咬合を予防することができると考えられる。先

般、上顎前歯が突出している小児は、永久歯が生

えそろうまで矯正治療を行わないことを推奨する

ガイドラインが日本歯科矯正専門医学会から発表

された。しかし、実際には早期治療は広く行われ

ており、良好な結果を得ている症例も多い。 
これまでに乳歯列反対咬合の治療前後における

舌骨位置の変化を報告した１）。今回は混合歯列期

に上顎前歯の突出を有する小児に対して治療前後

の舌骨位置の変化について検討したので報告する。 
と 対象は、上顎前歯の突出を有する

Hellmanの歯齢ⅢA～ⅢB期の小児 20名（男児９
名、女児 11名、治療開始時年齢平均９歳３か月）
である。機能的矯正装置 Bionatorによる混合歯列
期上顎前突治療前後の側方頭部エックス線規格写

真を資料とし、比較検討を行った。早期歯科矯正

治療終了までの期間は平均１年９か月であった。

計測方法は、Downs Northwestern法、内山の報
告２）を参考に基準点を設定した（表１）。 

 分析 と  

計測点 

① H：舌骨体の最前上方点 

② C3：第三頸椎体の前縁下方突出点 

③ Me：メントン 

④ H’： C3とMeを結ぶ線にHより下ろした垂線 

⑤ Po：ポリオン 

計測項目 

① Me-H ： Me (menton)とH (hyoid）との距離 

② S-H： S（Sella turcica)とHとの距離 

③ ∠NSH： N, S, Hのなす角度 

④ ∠SHMe： S, H, Meのなす角度 

⑤ C3-Me： C3とMeとの距離 

⑥ C3-H： C3とHとの距離 

⑦ ∠PoMeH： Po, Me, Hのなす角度 

⑧ H-H’： HとH’との距離   

  

統計処理は、paired-t-test により評価した。

なお、本研究は朝日大学歯学部倫理委員会（受付

番号 28021号）の承認を得て行った。 

果  

1.SNA角は治療前後で変化はほとんどなく、SNB角

は過半数が大きく、ANB角が小さくなった。 

2.舌骨位置の変化について治療前後で比較した結

果、S‐H間および C3‐Meの距離が長くなり、PoMeH

の角度が小さくなった（表２）。 

 計 と 較 

 

 

舌骨の位置は、Bionator装置を使用することで
前方へ移動し、下顎骨の前下方への成長を促進し

ていることが明らかとなった。この結果から下顎

の後退が改善していることが考えられた。 

上顎前歯の突出した小児に対する早期歯科矯正

治療は、適切な検査、診断を行った上で治療を施

せば効果があることが示唆された。 

【文献】 

1）近藤亜子他：機能的矯正装置による乳歯列反対

咬合改善後の舌骨位置の変化，小児歯誌，

53(2):307,2015. 

2）内山 正：小児の舌骨の位置と顎顔面形態との

関係についての研究，日大歯学，74：146-153，2000． 

治療前 治療後 
（mean±S.D.） （mean±S.D.） 

①Me-H 37.9±6.1 40.4±5.0 —

②S-H 96.2±5.2 101.1±6.4 ＊＊＊

③∠NSH 92.5±3.8 93.1±3.7 —

④ ∠SHMe 108.5±7.8 108.3±11.5 —

⑤ C3-Me 69.0±6.8 72.6±5.7 ＊

⑥ C3-H 31.6±2.8 33.2±4.0 —

⑦ ∠PoMeH 38.4±7.9 36.2±6.6 ＊

⑧ H-H’ -0.1±4.7 1.1±4.1 —

単位：①,②,⑤,⑥,⑧：mm,  ③,④,⑦： °

＊：ｐ < 0.05，  ＊＊＊：ｐ  < 0.001

計測項目 群間差 

小児歯科学雑誌 55（2）：269 2017 269

P-093







多数の先天性欠如永久歯を持つ小児の咬合管理 
Management of Occlusion  

for Children with a large number of Congenital permanent teeth  
 

○會田栄一，小野俊朗*，河田典雄** ，會田桃子***，福田 理*** 
Eiichi Aida，Toshiaki Ono*，Norio Kawata**， Momoko Aida***，Osamu Fukuta*** 

 
（あいだ小児・矯正歯科（名古屋市）， *おのこども歯科医院（名古屋市）， 
  * *おおたに歯科・こども歯科（豊田市）， * * *愛院大・歯・小児歯） 

Aida Pedodontic Orthodontic Clinic and *Ono Pediatric Dentistry, **Otani Dental Clinic & 
 Kid’s Dental Clinic,***Dept. of Pediatric Dent., School of Dent., Aichi-Gakuin University 

 
【目的】全身疾患を有しない日本人小児の永久歯

先天性欠如は、下顎前歯 1 歯から臼歯を含む 5～6
歯以上の多数まで様々であり、発現頻度が 10.09％
で 1）、日常臨床で頻繁に認められる症状である。

後継永久歯が先天性欠如の乳歯が脱落すれば、特

に臼歯では多くの場合で補綴的や矯正的な改善が

必要となるので、可能な限り乳歯を残存させ、永

久歯の代わりにさせることが望ましい。今回は、

初診時にパノラマエックス線写真により多数の永

久歯に先天性欠如が認められ、全身的な疾患を有

しない小児二名に対して、乳歯残存を意図した長

期的な咬合誘導を行ったのでその経過について報

告する。なお、報告に際して被検者もしくは保護

者より文書での同意を得た。 
【症例 1】初診時年齢：5 歳 11 か月、女児 
ヘルマンの歯齢：ⅡA 期 

パノラマエックス線写真から            

の永久歯胚が未確認であった。8 歳 11 か月時に 

4｜4の歯胚を確認した。上下顎両側第二乳臼歯と

下顎両側乳犬歯を意図的に残存させ配列を行った。 

 

【症例 2】初診時年齢：7 歳 11 か月、男児 
ヘルマンの歯齢：ⅢA 期 

パノラマエックス線写真から         の

永久歯胚が未確認であった。上下顎両側第二乳臼

歯、上顎左側乳犬歯、第一乳臼歯を意図的に残存

させ配列を行った。 

 

【考察】後継永久歯が先天性欠如の乳歯が脱落し

た場合、特に臼歯部の場合、正常な咬合関係を維

持させるために補綴的に歯を回復させるか、矯正

治療により空隙の閉鎖が必要となる。しかし先天

欠如が 2 歯以上連続している場合などは矯正的に

すべての空隙閉鎖は難しく、時にはインプラント

を含む様な補綴治療も必要となる。それらの処置

は小児に大きな負担となる。それゆえ先天性欠如

歯の先行乳歯をできる限り保存することは極めて

重要である。さらに第一乳臼歯の残存率は低く、

乳犬歯は高い 2） などの残存率も考慮して適切な治

療計画を立案し、個々の萌出状態を注視し、適切

な時点での抜歯や咬合誘導を行うことは、多数の

先天性欠如永久歯を持つ小児にとって利点の多い

方法と考える。今回の症例においても乳犬歯と永

久犬歯を同歯列内に配列するように咬合誘導を行

い、良好な咬合関係を維持している。 
【結論】多数の先天性欠如歯をもつ小児に対して

適切な治療計画の基に、乳歯を意図的に残存させ

るような咬合誘導処置を行えば、永久歯欠如部の

補綴処置を少なくでき、咬合を維持させる上では

有効な手段となる。 
【文献】(1)山﨑要一他：日本人小児の永久歯先天

性欠如に関する疫学調査, 小児歯誌, 48(1):29-39, 
2010 (2)久永万紀子他：矯正患者における先天性

欠如永久歯の発現率および先行乳歯の残存状態に

ついて,西日矯歯誌, 48:181-186, 2004  
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開咬症例に対して歯の萌出を促す咬合トレーニングの試み 
A trial of the biting down training to help the tooth eruption of the open bite case 

 
○廣田絵理，武田全代，磯愛, 伊藤英子，辻美紗，伊藤真， 

Eri Hirota, Masayo Takeda, Ai Iso, Eiko Ito, Misa Tuji, Shin Ito 
 

（藤ヶ丘矯正歯科） 
 Fujigaoka Orthodontic Clinic  

 
【目的】

当院では、開咬症例の改善に向けて歯の萌出を

促すための咬合トレーニングを試みている。それ

は歯周組織に刺激を与えることにより歯の萌出を

促し、 により舌位の安定を図るものである。

本大会ではこのトレーニングを実施し、開咬改善

が認められた４症例について報告したい。

【対象と方法】

症例１： 歳 か月の男子。主訴は前歯の咬み

合せ。口腔内所見：軽度の叢生、開咬、アングル

の分類左右 Ⅰ、被蓋関係は左側中切歯

オーバージェット（ ） 、オーバーバイト

（ ） 顕著な舌癖が認められた。側方セフ

ァロ分析： °下顎が後退傾向にあ

るものの °ハイアングル傾

向を示していた。上顎前歯 °唇側傾斜を

示しており下顎後退型ハイアングルケースと考え

られる。症例２ 歳 か月の男子。主訴は出っ

歯。口腔内所見：軽度の叢生と開咬、アングルの

分類左右 Ⅰ、被蓋関係は左側中切歯

左側側切歯 舌癖が認められた。側方セ

ファロ分析：上下顎骨の位置関係は問題なく上下

前歯部の唇側傾斜が認められ歯性に問題あるケー

スと考えられる。症例 ：８歳 か月の女子。主

訴は上下前歯部の咬み合せ、舌の癖、下の歯並び。

口腔内所見：軽度の叢生と開咬、アングルの分類

左右 Ⅰ、左側中切歯 、 、舌

癖が認められた。側方セファロ分析：上顎骨が後

方傾向にあるが∠ °前後的に大きな問題

はないと考えられる。また 点が後方位を示して

おり上顎前歯が唇側傾斜している。症例４： 歳

か月の女性。主訴は後戻りによる前歯部の開咬。

ブラケットは使用したくないとのこと。口腔内所

見：前歯部開咬、アングルの分類左右 Ⅰ、被蓋

関係は左側中切歯 、 顕著な舌

癖が認められた。側方セファロ分析：上顎骨は前

方位を示しており∠ °前後的に大きな問

題はないと考えられ上下前歯部の著しい唇側傾斜

が認められ舌癖による問題が強いと考えられる。

方法：毎日 回 社製

を開咬部に置き口唇を閉じた状態で ヵ所 回咬

合させた。 回目受診以降は を併用した。

【結果】

症例 ：トレーニング開始から か月後、左側

中切歯 に変化した。症例 ：

トレーニング開始から４か月後、左側中切歯

左側側切歯 に変化した。症例 ：

トレーニング開始から か月後、左側中切歯

に変化した。症例 ：トレーニング

開始から か月後、左側中切歯

に変化した。

【考察】

歯の萌出には顎骨内局所循環系が重要な役割を

演じている可能性があるという報告がある。

今回の咬合トレーニングにおいて歯周組織に刺激

を与え、更に を併用し舌位の安定を図ること

が開咬改善へ繋がったと考える。

【結論】

咬合トレーニングによって、感覚受容器である

歯根膜へ刺激を与えることは歯の萌出を促す手段

の一つとして有効であると考える。

【文献】

）千葉 元氶：歯の萌出機序について（解説），鶴

見歯学， 巻 号 ，

）千葉 元氶：歯の萌出のメカニズムと歯の挺出

のメカニズム（原著論文） 日本歯科評論

号

） 前田 健康 原田 史子：歯根膜ルフィニ神経終

末 の 再 生 ・ 発 生 過 程
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Pallister-Hall症候群の一例 

A Case of Pallister-Hall syndrome 
 

○馬場篤子，岡 暁子，酒井亜希子，原田 華，柏村晴子，斎藤敏昭*，尾崎正雄 

○Atsuko Baba, Kyoko Oka, Akiko Sakai, Hana Harada, Haruko Kashiwamura,  
Toshiaki Saitou*, Masao Ozaki 

（福岡歯大・成育小児歯，*大名矯正歯科クリニック） 

Fukuoka Dental College, Department of Oral Growth and Development, Division of Pediatric 
Dentistry and Daimyo Orthodontic office* 

 
【緒言】 

Pallister-Hall症候群は視床下部過誤腫、汎下垂
体機能低下症、それに伴う副腎皮質機能低下症、

軸後性多趾症、鎖肛、その他の奇形を有する症候

群であり 1980年に Hallらによって最初に報告さ
れた 1）。頭頸部の異常としては平たんな鼻根、短

い鼻、耳介奇形、小下顎症などを伴い、早期新生

児期死亡が多いと言われている。 

今回、本症候群を合併した 1歳 11か月の患児が

齲蝕予防および歯列不正の加療目的に来院し、永

久歯列咬合完成まで 20年間、長期的に口腔内管理

を行ったのでその概要を報告する。 

【症例】 
初診時年齢：1歳 11か月 男児 
主訴：歯列不正の治療および齲蝕予防（某病院小

児科より紹介） 
既往歴：患児は、妊娠分娩経過時は特に異常なく、

在胎 40週 3日で Apugarスコア 9/10、自然分娩
にて体重 3400g、身長 50.6cm で出生した後、小
顎症および口蓋裂、両側足趾数異常のため精査目

的に某大学病院新生児科を受診した。頭部 MRI
にて視床下部に直径3cm強の腫瘍が認められたが、
頭囲の拡大や水頭症様症状、脳幹圧排の臨床症状

は認められなかった。他に舌分葉、鞍鼻、側脳室

周囲白質ヘテトロピア、脳梁低形成、大脳縦裂の

くも膜嚢胞等を伴っていた。生後 2か月時に視床
下部過誤腫摘出術が施行され、Pallister-Hall症候
群と診断された。生後 11か月時および 1歳 4か月
時に口蓋形成術、両側足趾形成術が行われた。 
家族歴：問診により特記事項なし。 
初診時現症：体重 13.6kg、身長 93cm（3 パーセ
ンタイル未満）。カウプ指数 14.7、軽度の精神発
達遅滞を認める。顔貌正面観はオトガイの左方偏

位、右側の内斜視、側貌は小顎症のため convex 

typeを呈していた。開口障害などは認めなかった。
萌出歯は DCBAAB Dの 14歯認め、前歯部は叢生 

D BAABCD 
を呈しており、口腔衛生状態は良好で齲蝕は認め

られなかった。歯列弓は、上顎はＶ字型、下顎は

半円形、過蓋咬合および前歯部開咬を認めた。 
【経過】 
初診から 2 か月毎に検診およびフッ素塗布を行

い、適時乳臼歯部の予防填塞を行った。2 歳 5 か
月時に分葉舌の形成術が行われ、3 歳時に下顎右
側乳側切歯部過剰歯抜歯術が行われた。4歳 11か

月時、全身麻酔下にて下顎右側乳臼歯部過剰歯 2

歯抜歯術を行った。9 歳 5 か月から、口蓋裂に伴

う上顎歯列の頬窄の拡大はクワドヘリックスを用

いた上顎歯列弓側方拡大、下顎劣成長による下顎

後退・過蓋咬合の改善を F.K.O. 叢生、歯数・ 

歯冠形態の異常のため、下顎前歯部の過剰歯をあ 

えて残してマルチブラケットによる最終的な機能 
的咬合の確立を目的に矯正治療を開始した。20歳 
6か月時、マルチブラケット装置を撤去、21歳 2 
か月の現在、保定中で経過観察を継続している。 
【まとめ】 
今回我々は、軽度の精神発達遅滞を伴う

Pallist-er-Hall症候群の口腔内管理および矯正治
療を行い報告した。動的治療は終了し経過良好で

あるが、咬合の安定を図るために今後も矯正歯科

専門医と連携しながら継続的に口腔内管理を行う

予定である。 

【文献】 
1) Hall J.G., Pallister P.D., Clarren S.K., et al: 
Congenital hypothalamic hamartoblastoma, 
hypopituitarism, imperforate anus and 
postaxial polydactyly –a new syndrome? Part 1. 
Am J Med Genet.,7: 47-74, 1980. 
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口腔筋機能療法（MFT）への舌圧・口唇圧測定の有効性について 
The Effective of Measurement Tongue and Lip Pressure by Oral Myofunctional Therapy 

○茂木智子*,**，須藤早紀*,**，佐伯	 彩*,**，保田将史* 
藤田茉衣子*，菊地暁美*,***，浅里	 仁*，木本茂成* 

 
Tomoko Mogi*,**, Saki Sudo*,**, Aya Saeki*,**, Masashi, Yasuda* 
Maiko Fujita*, Akemi Kikuchi*,***, Jin Assari*, Shigenari Kimoto* 

 
（*神歯大・小児歯，**神歯大附属病院・歯科衛生士科，***花こども歯科） 

Kanagawa Dental Univ. Div. Pediatric Dent.  
Kanagawa Dental Univ. Hospital Clinical Div. Dentalhygine 

Hana Pediatric Dental clinic  
 

【目的】口腔筋機能療法（Oral Myofunctional 
Therapy：以下MFT）は「歯列を取り巻く口腔周
囲筋の機能を改善する訓練法」である。小児歯科

におけるMFTは主に舌小帯切除術前後のMFTの
他、口腔機能改善目的の MFT も多く行われてい
る。特に低年齢児の MFT は患児の理解力や集中
力が未熟で、簡単な練習を短時間で、さらに短期

間で終了できるプログラムを組み立てる必要があ

る。より効率的に目標を達成するためには客観的

な評価方法が求められる。そこで今回演者らは

MFTの効果に対する客観的指標としての舌圧・口
唇圧の有効性について検討した。症例を示し舌

圧・口唇圧との関連について報告する。 
【対象と方法】神奈川歯科大学附属病院小児歯科

に通院中の矯正治療を行っていない患児で、口腔

機能障害（咀嚼障害・構音障害・よだれ・舌突出

癖等）が主訴の４名（MFT初回時年齢 5歳 0か月
～6 歳 7 か月）を対象とした。保護者に同意を得
たのち、月１回の来院で MFT を行い、並行して
JMS 舌圧測定器とリップデカム LDC−110R を用
いて舌圧および口唇圧を測定した。なお、今回の

研究実施にあたり、神奈川歯科大学研究倫理審査

委員会の承認を得た（第 275番）。利益相反はない。 
【結果】MFTを実施している４症例の舌圧・口唇
圧測定値の結果について報告する。 
	 症例１：６歳４か月の男児。主訴は構音とよだ

れであった。「舌挙上に使う筋肉」「口輪筋」「嚥下」

「習慣化」のレッスンを行った。1 年 9 か月もの
長期間ほとんど休まずに練習を継続できた。終了

時には舌圧・口唇圧ともに MFT 開始時の約２倍

にまで上昇した。 
症例２：６歳７か月の男児。主訴は食べるのが遅

い、肉が苦手であった。「習慣化」「咀嚼筋」のレ

ッスンを行った。患児の意欲は見られたが、家で

はほとんど練習していない様子であった。半年後

には保護者から「カツを食べられるようになった」

と報告があった。舌圧・口唇圧の測定値はともに

わずかに上昇したのみだった。 
症例３：５歳 0か月の女児。主訴は滑舌が悪い 
であった。「舌挙上に使う筋肉」「口輪筋」のレッ

スンを半年行った。「オープンアンドクローズ」も

できるようになったため、予定していた舌小帯切

除術は不要となった。測定値は舌圧で約 1.5 倍、
口唇圧で約 2倍に上昇した。 
症例４：５歳９か月の女児。主訴は舌がいつも前

に出ているであった。「舌のコントロール」「舌挙

上に使う筋肉」「口輪筋」のレッスンを半年行った。

舌圧・口唇圧はわずかに上昇した。 
【考察】測定値が約 1.5～2 倍に変化した 2症例は

家庭での練習をほぼ指示通り行っていた。測定値

があまり変化しなかった他の 2 症例は家庭での練

習を指示通り行っておらず、練習不足がみられた。

今回の報告では、舌圧・口唇圧の変化と口腔機能

改善とが一致していないものもあり全症例におい

ては MFT の客観的な指標になるとは言えなかった

が、数値として表れるため、患児・保護者ともに

モチベーションを維持するのに役立ったと考えら

れた。今後は症例を増やすとともに、ビデオ撮影

などにより得られるデータとの関連についても検

討していく予定である。 
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新生児期から観察した一卵性双生児の口蓋形態 
The palatal form of identical twins observed from the neonatal period 

 
○益子正範 佐賀佳奈衣 

○Masanori Mashiko, Kanae Saga 
 

（医）ひかり歯科医院 （茨城県つくばみらい市） 
Hikari Dental Clinic 

 
【緒言】 

昨今の子どもたちに見られる口腔の形態と機能

には多くの問題が提起されている。これには顎骨

の発育や気道の狭窄といったこと、またそれら以

外にも成長途中にある問題の可能性も指摘されて

きている。これまで乳児の口蓋形態の観察により

歯の萌出前の顎発育の良否が一定の影響を与える

ことが分かってきており、口腔内模型を評価する

ことで上顎の成長変化を観察してその影響を示す

有効性が分かっている。形態や機能の問題は、全

身との関連性から相互的影響があるため、一般臨

床の場面でも早期の介入を求められることがある。 
 
【目的】 

今回、我々は小児歯科としてどの時点から介入

をした方がいいのか検討するため、一卵性双生児

の産直後からの口腔内模型をもとに観察を行った

ので、その報告をする。 
 
【対象と方法】 

対象は出生時体重 2,500ｇ以上の正規出生一卵

性双生児とし、出生後 6 日目から上下歯槽堤が明

確になるような印象採得を行った。その後、34 日

経過、215 日経過した状態の継続した印象採得を

行って観察を行った。なお、出産は帝王切開によ

るものであった。計測点は、Ishida らにならい湖

城（文献 1）の計測点を参考にし、切歯乳頭の歯

槽頂点(M）と上顎模型上で左右の乳犬歯萌出部分

界溝の歯槽頂点(R, L)とした。計測した R-L（幅

径）、M-R、M-L の長さを計算式（略）に従い、

犬歯部比(R-L/M-H)を求めた。ここで H は、M か

ら R-L に下ろした垂線の足である（図）。 
 
【結果】 

計測結果は表の通りとなった。 

 
出生直後の頭蓋形態は姉の方が丸く歪みの無い

ものであり、妹はやや凸凹がある歪みのあるよう

なものであった。各計測点については姉に比べて

妹の方が幅径は大きくなる傾向があり、犬歯部比

も妹の数値が大きくなる結果であった。また、左

右差については特に認められなかった。 
 
 
 

 

図 計測部位（咬合面観）

表 対象児の各計測結果

 

 
 
 
【考察】 

胎内では姉が上位、妹が下位にあったものの、

一絨毛膜二羊膜、いわゆる MD ツインであったこ

とも含めて個体差の要因とは現段階では考えてい

ない。出生直後の計測値から成長に伴い差が表れ

てくることから、その環境による影響で変化が起

こることが示唆される。 
今後、歯牙の萌出に伴いここまでのわずかに認

められる両者の差がどのように変化していくのか

を継続して観察していく予定である。 
 
【文献】 

1）湖城秀久：「乳児の歯列の成長発育に関する

 研究」 小児歯科学雑誌 26 (1)：112-130, 1988 

2）Fusae Ishida, et al.: 3-D image analysis on 
palate growth changes from birth to 1 
month in healthy infants PDJ 
23(1):37-43,2013 
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包括的な歯科治療により全身疾患を有する小児の口腔内環境の改善を図った 例

Two cases of improving oral environment of children with systemic desease by comprehensive 
dental treatment 

 
○福岡裕樹，岡田由美子 

Hiroki Fukuoka, Yumiko Okada 
（公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 歯科 矯正歯科） 

Deprtment of Dentistry and Orthodontics, Kurasiki Central Hospital 
 
【目的】 

全身疾患を有する小児において、口腔内環境を

清潔に保つことは口腔内細菌に起因する疾病の発

症を防ぐとともに、治療に専念するための十分な

体力や気力の獲得、摂食、嚥下、会話などに不自

由をきたすことのない顎口腔機能と形態の発育を

促進、維持するために非常に重要である。今回我々

は重篤な全身疾患を有する小児に対し歯科矯正治

療を含めた包括的な歯科治療を行い、口腔内環境

の改善を図った 2 症例を報告する。 
【対象】 

症例 1：初診時年齢 5 歳 10 ヶ月 男児 
主訴：歯が磨り減っている 
既往歴：ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群（発

症年齢 2 歳 5 ヶ月） 
口腔内所見：下顎両側 1 が萌出途上であり、乳

前歯は一部歯髄まで達する著明な咬耗を認めた。

左側乳臼歯部は鋏状咬合の傾向を呈していた。 
画像所見：後続永久歯の欠損、明らかな齲蝕を

疑う透過像は認めなかった。 
治療経過：まず咬合挙上板を装着し咬耗防止を

図った。また、ステロイド、免疫抑制剤を長期間

服用中で易感染状態にあると考えられるため定期

的な口腔ケア、フッ素塗布を行い歯科疾患の発症

の抑制に努めた。その後装置を咬合斜面板に変更

し成長観察を行った。治療開始後 3 年 6 ヶ月、9
歳 4 ヶ月時、左側臼歯部が鋏状咬合を呈したため

下顎に可撤式拡大床矯正装置を装着した。現在鋏

状咬合は改善し下顎骨成長観察中である。 
症例 2：初診時年齢 2 歳 3 ヶ月 男児 
主訴：定期健診希望 
既往歴： 
・無脾症候群、低γグロブリン血症による免疫

不全状態 
・右胸心、共通房室弁口、単心室、肺動脈閉鎖 

 
総肺動脈還流異常症の Fontan 術後 

・蛋白漏出性胃腸症 
口腔内所見：上下顎乳歯列でプラークコントロ

ールは良好であったが、歯肉は浮腫性に腫脹して

いた。 
画像所見：上顎左側 23 間に埋伏過剰歯を認めた。

後続永久歯の欠損、明らかな齲蝕を疑う透過像は

認めなかった。 
治療経過：当初は歯科衛生士によるブラッシン

グ指導、食事指導、フッ素塗布にて経過観察して

いたが 6 歳頃より上顎乳前歯、下顎乳臼歯に初期

齲蝕が生じた。その後同部位に予防処置を重点的

に行ってきたが、実質欠損が生じたためレジン充

填処置を行った。9 歳 10 ヶ月時、上下顎前歯部に

重度の叢生を認めたため、小児科担当医と相談の

上マルチブラケット装置 (MBS) による 2x4 
sectional arch にて歯科矯正治療を開始した。11
ヵ月後 MBS を撤去し Hawley type リテーナーに

て保定を開始した。現在上下顎左側 3 萌出、およ

び下顎骨成長観察中である。 
【結果および考察】 

2 症例ともに重篤な全身疾患を有し当院小児科

を受診ていたため、可能な範囲で歯科受診を併せ

るようにした事で付き添いの家族の負担を最小限

にし、口腔内環境の改善を図る事が可能であった。

また、共にステロイドを長期間服用中でありステ

ロイド性骨粗鬆症を発症するリスクを有している

と考えられる。そのため、将来的に MRONJ 
(medication-related osteonecrosis of the jaw)発
症抑制の観点からもステロイド長期服用中の小児

における口腔内環境の改善は非常に重要であると

推察された。 
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口蓋発生における Tenascin の発現と TGF-シグナルによる制御

Relationship between expression of Tenascin and the transforming growth factor- signal 
in palatal development 

○栗原調，岡暁子，緒方佳代子，戸田雅子，板家 智，

田村翔梧，立岡迪子，比嘉ありさ Luo Gang，尾崎正雄

○Shirabe Kurihara, Kyoko Oka, Kayoko Ogata, Masako Toda, Satosi Itaya, 
Syogo Tamura, Michiko Tatsuoka, Arisa Higa, Luo Gang, Masao Ozaki 

（福岡歯大・成育小児歯）

Fukuoka Dent Coll. Dept. Pediatric Dent.  

【目的】

口蓋裂は発生頻度の高い顔面奇形である。

TGF-シグナルは，口蓋発生時，癒合上皮のアポ

トーシスや間葉での細胞増殖において重要な役割

を担うことが明らかとなっている。しかし，TGF-
シグナルの重要な機能の つである細胞外マトリ

ックスの発現促進については不明な点が多く，特

に軟口蓋に関する報告は乏しい。今回我々は，生

体発生や分化，創傷治癒に深く関与している細胞

外マトリックス蛋白 Tenascin familyに着目した。

この研究では エーラス・ダンロス症候群(EDS) 
の原因遺伝子である Tenascin X, 胎児口蓋組織に

発現することが報告されている Tenascin W, そし

て Tenascin C についてマウス口蓋発生時の発現

量および TGF-シグナルとの関与について

TGF-Ⅱ型受容体のコンディショナルノックアウ

トマウスを用いて組織学的に解析した。

【対象と方法】 
胎生 13.5〜15.5 日齢の ICR マウスおよび ,

Wnt1-cre;Tgfbr2fl/fl, K14-cre;Tgfbr2fl/fl コンディ

ショナルノックアウト，TGF3 ノックアウトマ

ウスを用いた。 
1) Real-time PCR 

ICR マウスより口蓋突起を採取し前方と後方部

にわけ，Trizol にて RNA を抽出し，cDNA を作

成し TGF-のリガンドと受容体，Tenascin C, X, 
W について発現量を比較した。 
2) 免疫組織化学染色 

ICR マウス頭部を採取し，中性ホルマリンまた

は PFA にて固定を行い，パラフィン切片と凍結切

片を作製した。口蓋突起前方部と後方部における

Tenascin C の発現について比較した。さらに，

Wnt1-または K14-cre;Tgfbr2fl/fl，TGF-3-/-マウス

における Tenascin C の発現を調べた。

【結果】

1) Real-time PCR
口蓋突起において TGF-リガンドでは3 の発

現が最も高く認められた。Tenascin については， 
C，W，X の発現がそれぞれ認められたが，

Tenascin C が最も高い値を示した。また口蓋前後

での発現量に変化はなかった。

2) 免疫組織化学染色

TGF-と real-time PCR で最も発現の高かった

Tenascin Cについて免疫組織化学染色を行なった

ところ，口蓋発生期は口蓋突起の正中側に発現し，

また口蓋後方部に強い発現を認めた。完全口蓋裂

を示すWnt1-cre;Tgfbr2fl/flマウスではTenascin C
の発現に変化がなかったのに対し，軟口蓋裂を示

す K14-cre;Tgfbr2fl/fl マウス，また口蓋癒合上皮に

発現する TGF-3 を欠損したマウスにおいても

Tenascin C の発現は明らかに抑制されていた。

【考察及び結論】

今回の解析において，口蓋形成期では，Tenascin
C の発現が最も高く，またその発現は口蓋後方部

に特徴的であったことから軟口蓋形成に重要な役

割を持っていると考えられる。また，遺伝子改変

マウスの解析からその発現は口蓋上皮の TGF- 
シグナルの制御を受けていることが示唆された。

【文献】

Burg ML etc. ;Epidemiology, Etiology, and 
Treatment of Isolated Cleft Palate. Front 
Physiol. 2016 Mar. 
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歯胚の消失モデルマウスを用いた基底膜分子の機能的役割について 
Function role of basement membrane organization using EL mice with tooth agenesis 

 
○田島格 1)，伊平弥生 1)，成山明具美 1)，朝田芳信 1) 

TASHIMA Itaru1)，IDAIRA Yayoi1)，NARIYAMA Megumi1)，ASADA Yoshinobu1) 

 

1) 鶴見大・歯・小児歯  

1) Department of Pediatric Dentistry, Tsurumi University School of Dental Medicine  

 
【目的】近年、歯胚の形成には基底膜分子であるラミニ

ンや上皮細胞側の基底膜分子受容体であるインテグリ

ンβ１が歯の発生に重要な役割を演じていることが報

告されている 1)。演者らはこれまでに行ってきた研究で、

第三臼歯の歯胚が特異的に消失する EL/sea マウスを発

見し、ヒトの歯の欠如に関わるメカニズム解明の有用な

モデルとなることを報告した 2)。そこで EL マウスを用

い、歯胚の消失メカニズムを解明するため上皮‐間葉相

互作用に関わる増殖因子や転写因子の発現ならびに基

底膜分子であるラミニンとインテグリンの機能的役割

について検討し若干の知見が得られたので報告する。 

【対象と方法】対象は EL/sea の 5 日齢、7 日齢、10 日

齢と EL/kw(正常萌出)の 1 日齢、5 日齢、7 日齢とし、

下顎第三臼歯（M3）を観察した。両系統の下顎骨を摘

出し、EDTA 脱灰パラフィン切片を作製し、免疫組織学

的手法および in situ hybridization を用いて LAMA5，

Integrinβ1，SHH，Lef1 ならびに Pax9 の発現を観察

し局在を検討した。 

【結果】１．免疫組織学的観察 

SHH の発現は、EL/sea と EL/kw の間で異なり、発

現異常は主に上皮側で認められた。Lef1、Pax9 の発現

は、EL/sea と EL/kw の間で異なり、発現異常は主に間

葉側で認められた。LAMA5 と Integrinβ1 の発現は

EL/sea と EL/kw の間で大きな違いは認められなかった。 

２．in situ hybridization（図１） 

SHH の発現は、EL/sea と EL/kw の間で大きく異な

り、EL/sea のすべての日齢で発現が認められなかった。

Lef1 の発現は、EL/sea と EL/kw の間で大きく異なり、

EL/sea の 10 日齢では間葉側に極わずかな発現が認めら

れた。Pax9 の発現は EL/sea の 7 日齢以降で EL/kw と

比較し部位特異的な発現はみられなかった。LAMA5 の

発現は、EL/sea と EL/kw の間で異なり、EL/sea では上

皮の間葉側に偏るように発現が認められた。Integrinβ1

の発現は、EL/sea と EL/kw の間で異なり、EL/sea では

上皮内に不規則な発現が認められた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【考察】in situ hybridization による遺伝子の発現の観

察より LAMA5 と Integrinβ1 の発現について、EL/kw

と EL/sea マウスの間で明らかな違いが認められた。と

くに、EL/kw5 日齢と EL/sea7 日齢、EL/kw7 日齢と

EL/sea10 日齢の比較において、内エナメル上皮におけ

る発現が極性を失っている可能性が示唆された。すなわ

ち、LAMA5 と基底膜分子の受容体の１つである

Integrinβ1 に異常が生じることで、上皮内の増殖因子

である SHH の発現に異常が見られ、その影響が Pax9

さらには Lef1 の発現に影響を与えたことで歯胚の形態

形成が進行しなくなった可能性が考えられる。また、エ

ナメル芽細胞の極性はインテグリンシグナルを介して

誘導されることから、EL/sea では、その機能が十分に働

かない可能性も考えられた。 

【参考文献】1) Fukumoto S. et al.：Laminin alpha5 is 

required for dental epithelium growth and polarity and the 

development of tooth bud and shape. J Biol Chem. 281：

5008-5016，2006 

2 Asada Y. et al. Absence of the third molars in strain EL 

mice. Ped Dent J 19-20 2000 

 
図１ in situ hybridization による遺伝子発現 

（上段：SHH、下段：LAMA5 矢印は大三臼歯の位置） 
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若齢期マウスの歯の喪失が海馬のグリア細胞に及ぼす影響 
Effect of tooth loss of young mouse on glial cells of hippocampus 

 
○近藤裕子，梶本京子，片野雅久，林櫻子，鈴木あゆみ，飯沼光生，東華岳*，久保金弥** 

Hiroko Kondo, Kyoko Kajimoto, Masahisa Katano, Sakurako Hayashi, 
 Ayumi Suzuki, Mitsuo Iinuma, Kagaku Azuma*, Kin-ya Kubo** 

（朝日大・歯・小児歯，*産業医科大・解剖，**星城大・健康支援研究科） 
Asahi Univ. Dept. Pediatric Dent. *University of Occupational and Environmental Health. Anatomy 

 **Seijoh Univ. Grad. Sch. Health Care Studies 
 

【目的】 
我々はこれまでに老化促進モデルマウス

（SAMP8）を用いて、若齢期に上顎臼歯を抜歯す

る（若齢期の歯の喪失）と加齢にともなう空間認

知能の低下や海馬神経細胞の減少が加速され、海

馬の老化が促進されることを報告してきた 1)。一

方、加齢やストレスに伴い海馬では、オリゴデン

ドロサイトの減少やミクログリアの増加などグリ

ア細胞の退行性変化が惹起されることが報告され

ている 2)。 
そこで今回我々は、SAMP8 を用いて、歯の早

期喪失が海馬におけるグリア細胞の動態に及ぼす

影響を検討した。 
【対象と方法】 

実験には 1 か月齢の雄の SAMP8 を用いた。早

期喪失群は三種混合麻酔下でマウスの上顎臼歯を

抜去し、コントロール群には抜歯処置以外の早期

喪失群と同様の処置を行った。その後、両群とも

通常の方法で 4 か月間飼育した。 
処置 4か月後からMorris水迷路学習テストを 1

日に 4 回ずつ 1 週間連続して行い、歯の早期喪失

が空間認知能に与える影響を解析した。Morris 水

迷路学習テスト終了後マウスを 4%PFA 溶液で灌

流固定し、脳を摘出しパラフィン包埋した。海馬

の薄切切片を作成し、オリゴデンドロサイトの特

異抗体である抗 CNPase 抗体とミクログリアの特

異抗体である抗 Iba1 抗体を用いて ABC 法で免疫

染色を施した。免疫染色後、両群の海馬 CA1 領域

における 1mm2当たりの CNPase および Iba1 陽

性細胞面積を Image J を用い解析した。行動学的

および組織学的解析結果は Repeated measure 
ANOVA もしくは t 検定により統計処理を行った。 
【結果】 

Morris 水迷路学習テストにおいて、早期喪失群

のプラットフォームへの到達時間はコントロール

群に比較して有意に延長した（P<0.05）。また、

CNPase（P<0.01）陽性細胞面積がコントロール

群で有意に増加し、Iba1 抗体（P<0.01）陽性細胞

面積は早期喪失群で有意に増加していた（図 1）。 

＜図1＞海馬CA1領域1mm2当たりのCNPaseおよ

びIba1陽性細胞面積 
【考察】 

今回の行動学的および免疫組織化学的結果から、

歯の早期喪失マウスでは空間認知能の低下と海馬

におけるグリア細胞の退行性変化が促進すること

が明らかとなった。グリア細胞の退行性変化は加

齢変化である神経細胞の減少と深く関与している

といわれている。今回の結果から、歯の早期喪失

による空間認知能の顕著な低下にはグリア細胞の

退行性変化が深く関与しているものと考えられた。 
【文献】 
1) Hioki Y, et al.: Effect of early tooth loss on the 
hippocampus in senescence-accelerated mice. 
Ped Dent J. 2009; 19:196-205. 
2) Tanaka J et al.: The age-related degeneration 
of oligodendorosytes in the hippocanpus of the 
senescence-accelerated mouse (SAM)P8: A 
Quantitative Immunohistochemical Study: Biol. 
Pharm. Bull. 2005, 28: 615-618.  
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UCHL1  
The expression of UCHL1 in the development tooth germ. 

 
* 

Shohei Oshima, Yasutaka Yawaka* 
 
*  

Hokkaido Univ. Hosp. Dent. for Children and Disabled Person and Hokkaido Univ. Grad. Sch. Dent. 
Med. Dent. for Children and Disabled Person 
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Wnt/β-catenin 経路活性化による歯胚由来象牙芽細胞前駆細胞の DMP1 発現上昇メカニズムの解明	

The	role	of	wnt/β-catenin	signaling	pathway	in	Dmp1	expression	of	tooth	germ-derived	

odontoblast	progenitor	cells	

	

○木村基善，東俊文*，新谷誠康 
Motoyoshi Kimura, Toshihumi Azuma*, Seiko Shintani 

 
（東歯大・歯・小児歯，*東歯大・生化学） 

Tokyo dental college. Dept. Pediatric Dent. and Tokyo dental college. Dept Biochemistry 
 

【目的】 
	 wntシグナル経路は発生における細胞の運命の

決定をはじめ、細胞増殖・分化あるいは組織の恒

常性の維持など様々な働きをすることが知られて

いる。歯胚発生から象牙質形成時においても重要

であることが報告されているが象牙芽細胞分化に

おけるメカニズムの解明には未解明な点が多い。 

	 本研究では象牙芽細胞分化マーカーの一つであ

るDentin matrix protein 1（Dmp1）と蛍光タンパ
クであるEnhanced green fluorescent protein
（EGFP）が同時に発現するコンディショナルトラ
ンスジェニックマウスを用い、象牙芽細胞分化誘

導における分子機序の解明を目的とした。 
 

【対象と方法】 
	 Cre-loxP組み換えによりDmp1の存在下で
EGFPを発現するコンディショナルトランスジェ
ニックマウスを作製した。出生後24時間以内に第
一臼歯における歯乳頭を回収し、細胞を単離させ

播種した。サイトカインにはwntシグナルを活性化
させるwnt3a、wnt5a、GSK inhibiterを添加し１
週間ごとに最大２週間培養し、Real-time PCR法に
よりmRNA発現量の解析を行った。 
	 また、2週間の培養後、フローサイトメーターに
てEGFP陽性及び陰性細胞の単離を行いReal-time 
PCR法及び蛍光免疫染色にて比較・評価を行った。 
 
【結果】 
	 wnt3a及びGSK inhibiter を添加した場合にお
いて Dmp1の mRNA発現量の有意な亢進が認め
られた。蛍光免疫染色では EGFPの発現およびβ
-cateninの核へ移行する様子が確認された。
wnt5a刺激では同様の所見は得られなかった。 
 DMP1の発現が特に強く認められた GSK 

inhibiterを添加した細胞をフローサイトメータ
ーで解析すると添加前と比較してEGFPの発現が
亢進されていることが確認された。フローサイト

メーターで選別した細胞をそれぞれ蛍光免疫染色

を行うとEGFP陰性細胞と比較して陽性細胞では
EGFPの発現の更新とβ-cateninの核への移行が
認められた。DMP1の発現において wntシグナル
経路の関与が示唆された。 
 
【考察】 
	 コンディショナルトランスジェニックマウスの

使用により、Dmp1 陽性細胞である象牙芽細胞の純

粋単離の可能性が示された。wnt シグナル経路は

β—catenin 依存性経路である cononical	wnt シグ

ナルと非依存性経路である non-cononical	wnt シ

グナルに大別できるが、歯胚から象牙芽細胞分化

においてはβ-catenin依存性経路が重要であるこ

とが示唆された。一方、wnt5a 刺激による非古典

的経路の関与は明確でないと考えられる。		

 
【文献】 
1）Maitane Aurrekoetxea,他：Wnt/β-Catenin 
Regulate the Activity of Epiprofin/Sp6, SHH, 
FGF, and BMP to Coordinate the Stages of 
Odontogenesis, Front Cell Dev Biol. 2016. 
Mar;30 4-25 
2）PeipeiDuana,他：The role of the wnt/β-catenin	
signaling path way in formation and 
maintenance of bone and teeth, Int J Biochem 
Cell Biol. 2016, Aug;30 23-29 
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歯根膜の慢性増殖性炎における骨髄由来未分化間葉細胞の局所特有の線維芽細胞への分化 
Bone marrow derived cell migration and differentiation into locally specialized fibroblasts  

in chronic proliferative inflammation of the periodontal ligament 
 

○松田紗衣佳，松田厚子，紀田晃生，水島秀元，森山敬太，横井由紀子，正村正仁，大須賀直人 
Saeka Matsuda, Atsuko Matsuda, Akio Kida, Hidemoto Mizushima, Keita Moriyama, Yukiko Yokoi, 

Masahito Shoumura, Naoto Osuga 
 

（松歯大・歯・小児歯） 
Matsumoto Dental Univ. Dept. Pediatric Dent

 
【目的】

歯根膜ポリープについて古くから実験病理学的

な研究は為されており、その病理組織学的な消長

や処置に関する研究は数多くある。しかし、その細

胞供給がどこから行われているかは明確にされて

いない。そこで、 マウスの骨髄移植の実験系を

用いてこの部の細胞が骨髄の間葉細胞に由来する

との仮説のもと、歯根膜ポリープを形成する肉芽

組織の構成細胞の動態を追究した。

【対象と方法】

実験には 骨髄移植マウスモデルを使用し、

上顎第一臼歯の髄床底部を 歯科用ラウンド

バーを用い穿孔した。 で観察するとともに、

当該部を含む組織を一塊として摘出し、病理組織

学的に検討した。 について免疫組織化学的にそ

の動態を追究するとともに、 、

、 について蛍光二重染色で検討した。

【結果】

ではどの時期においても、歯槽骨の吸収と

歯根膜腔の拡大が生じていた。病理組織学的に、当

該部には若干の円形細胞と血管を伴う線維芽細胞

が主体の肉芽組織が増殖していた 週では細胞

間橋が明瞭な有棘細胞が、増殖した肉芽の最表層

に認められた。当該の歯根膜部には正常な生理的

な配列の歯根膜組織は無く、一部に好中球などの

炎症性細胞が認められた。術後 か月の病理組織

像では、線維芽細胞は 週と同様、核は丸みをお

び、肉芽組織の主をなしていた。術後 か月では、

増殖した肉芽組織内の線維芽細胞の核は扁平に変

化し、膠原線維が目立つようになってきた。毛細血

管は、肉芽組織内に多数存在した。術後 か月で

は、増殖した肉芽組織には、膠原線維と、核の扁平

な線維芽細胞がより目立っていた。 の免疫染

色では、当該部の肉芽組織内に 陽性細胞が多数

みられた。これら 陽性細胞について、その細胞

種の同定を行うための、免疫蛍光二重染色では、

、 、 の組み合わせにおいて、紡錘

形の細胞に と が両陽性であった。 と

では、形態学的に明瞭な血管において、両者に

陽性を示すと考えられる血管内皮細胞が認められ

た。

【考察】

今回 マウスを用いた実験系において、髄床

底穿孔部の根分岐部病変は、病理組織学的に初期

では若干の化膿性炎が引き起こされるが、次第に

慢性化して肉芽組織の増殖が起きていくことが分

かった。蛍光二重染色を行った結果 で

は、紡錘形細胞に 陽性反応がみられ、かつ

陽性反応を示したことから通常型の線維芽細

胞が骨髄由来であることが分かった。

では、肉芽組織内の紡錘形細胞に 陽性反応

を認め、 陽性反応を示したことから、通常の線

維芽細胞とは異なった歯根膜特有の線維芽細胞も

骨髄に由来することが示唆された。 にお

いて、形態学的に明瞭な血管において 陽性反

応を示し、 陽性反応を認めたため、血管内皮細

胞も骨髄細胞に由来するもののあることが示され

た。

以上から、髄床底穿孔部にできた歯根膜ポリー

プは、毛細血管内皮細胞や、線維芽細胞、歯根膜線

維芽細胞が増殖本態であり、いずれも移植骨髄由

来の細胞であることが強く推察された。

会員外共同研究者：川上敏行 松歯大院病態解析

学
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低酸素暴露が株化歯根膜細胞の血管新生因子産生に及ぼす影響 
Hypoxia-induced up-regulation of angiogenic factors in immortalized  

human periodontal ligament cells 
 

○木舩崇，伊藤寿典，石山未紗，岩佐聡子，武井浩樹，長谷川智一*，白川哲夫 
Takashi Kifune, Hisanori Ito, Misa Ishiyama, Satoko Iwasa, Hiroki Takei,  

Tomokazu Hasegawa* and Tetuo Shirakawa 
 

（日大・歯・小児歯、*徳大・歯・小児歯） 
Nihon Univ. Dept. Pediatric Dent. and *Tokushima Univ. Dept. Pediatric Dent.                

 
【目的】 

外傷などにより歯根膜組織が損傷すると循環障

害により酸素供給が一定期間低下する。損傷直後

から組織の修復が開始されると考えられるが、そ

の際に血管新生が速やかに行われることが組織再

生にとって重要である。歯根膜細胞は VEGF をは

じめいくつかの血管新生因子を産生することで損

傷した組織の循環の回復を促していると考えられ

ているが、低酸素環境に反応して歯根膜細胞がど

のようなメカニズムで血管新生因子を産生してい

るのかについては十分な知見が得られていない。 
そこで本研究では、歯根膜組織損傷時の低酸素

環境に類似した条件のもとで株化ヒト歯根膜細胞

を培養し、低酸素暴露後の angiogenin、VEGF、
HIF-1の量的変化について調べた。 
【材料と方法】 

ヒト乳歯から得た株化歯根膜細胞 SH9 を作製

した１）。空気 95%、CO2 5%、37℃の条件下で、

10%ウシ胎児血清を追加した MEM（L-グルタミ

ン、フェノールレッド含有）で培養し増殖させた。 
そののち 6 well の培養ディッシュに 1×106 

cells/well ずつ撒き、通常条件下で 24 時間培養し

た。実験群はアネロパックケンキ（A-03、三菱ガ

ス化学株式会社）により酸素濃度 0.1%以下、CO2 

10％、37℃の条件下で角型ジャーの中で 24 時間

培養した。コントロール群は 6 well の培養ディッ

シュに 1×106 cells/well ずつ撒き、空気 95%、CO2 

5%、37℃で 24 時間培養した。 
SH9 の培養液中の angiogenin、VEGF の濃度

をサイトカインアレイ（Human XL Cytokine 
Array Kit、R＆D systems）で同時測定し、ImageJ
にて数値化した。続いて、6 well ディッシュにて

各条件下で培養後、RNA を抽出し、リアルタイム 

 
PCR にて angiogenin、VEGF、HIF-1の mRNA
量を測定した。 
【結果】 
１）サイトカインアレイによる測定から、低酸素

暴露した SH9 での angiogenin、VEGF の産生量

の有意な増加が認められた。 
２）リアルタイム PCR で、低酸素暴露した SH9
での angiogenin、VEGF の遺伝子発現の有意な増

加を確認したが、HIF-1 の遺伝子発現について

は低酸素暴露の影響がみられなかった（図 1）。 

 

＜図１＞リアルタイム PCR の結果 
Ｈ：低酸素暴露群、C：コントロール群、*P < 0.05 
【考察】 

Angiogenin および VEGF については、低酸素

環境で SH9 での明らかな産生量の増加がみられ、

これらの分子が循環障害を生じた歯周組織におけ

る血管新生に関与している可能性が示された。一

方、低酸素誘導性因子である HIF-1については

遺伝子レベルでの発現上昇は認められず、血管新

生因子産生との関連についてさらに検討が必要と

考えられた。 
【文献】 
１） Hasegawa T et al. : Int J Mol Med, 
26:701-705, 2010. 
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遺伝子工学的手法による不死化ヒト乳歯歯髄細胞株の樹立と特性解析 
Establishment and characterization of immortalized  

human deciduous tooth dental pulp cell lines 
 

○ 稲田絵美，齊藤一誠＊，窪田直子，村上智哉＊，左右田美樹＊，澤味 規＊， 
松枝一成＊，早崎治明＊，山崎要一 

Emi Inada, Issei Saitoh＊, Naoko Kubota, Tomoya Murakami＊, Miki Soda＊,Tadashi Sawami＊, 
Kazunari Matueda＊, Haruaki Hayasaki＊, Youichi Yamasaki 

（鹿大 院医歯 小児歯，＊新潟大 院医歯 小児歯）

Kagoshima Univ. Dept. Pediatric Dent. and Niigata Univ. Dept. Pediatric Dent 
 
【 目 的 】 
ヒトなどの初代培養細胞では、ヘイフリック限

界（Hayflick limit）と呼ばれる分裂回数の制限が

あるため、ある回数の細胞分裂を行った後、細胞

増殖が止まる。従って、in vitro で初代乳歯歯髄細

胞（以下、歯髄細胞）を用いた解析を十分に行う

ことは困難であった。一般的に、細胞分裂の回数

はテロメアの長さに依存する。テロメア伸長酵素

telomerase を初代培養細胞で強制発現させた場合、

分裂回数の制限が解除され、永遠に増殖可能な状

態（細胞の不死化、immortalization）となる。 
一方、我々は過去の実験で、PiggyBac（PB）

トランスポゾンによる遺伝子導入法を歯髄細胞へ

適用すると、遺伝子導入安定株を通常の系よりも

効率良く取得できることを報告した。今回、

telomerase活性を誘導するヒト telomerase触媒サブ

ユニット（hTERT）遺伝子を、PB 系にて歯髄細

胞へ導入した結果、不死化細胞株樹立に成功し、

その特性を解析したので報告する。 

【 材料と方法 】 
１．歯髄細胞の分離 

交換期障害のために抜歯された健全乳歯から歯

髄組織を無菌的に分離し、培養した（本学倫理委

員会承認番号：27-11）。 
２．PB 系による hTERT 遺伝子導入 

in vitro electroporation にて hTERT 遺伝子と

puromycin 耐性遺伝子を搭載した PB 系プラスミ

ドを歯髄細胞に導入した。puromycin による選別

後、不死化ヒト歯髄細胞株を樹立した。 
３．hTERT 遺伝子導入前後の歯髄細胞の特性解析 

hTERT 遺伝子導入による、歯髄細胞の特性変化

を比較検討するため、遺伝子導入前後の歯髄細胞

に対し、① 細胞増殖能、② alkaline phosphatase  

 

(ALP) 活性検出キットによる細胞化学染色、③ 免
疫組織化学染色による幹細胞特異的因子 OCT4、
SOX2、NANOG, NESTIN などの発現の検討、④ 
神経及び骨への分化能の検討を行った。 

４．hTERT 遺伝子導入細胞のがん化の検討 
 hTERT 遺伝子導入細胞のがん化（悪性化）の可

能性を調べるため、非接着性 dish を用いて遺伝子

導入細胞を培養し、がん細胞の特徴の一つである

非足場依存性増殖能について検討した。 
【 結 果 】 
１．不死化ヒト歯髄細胞株の特性解析 

hTERT 遺伝子導入前後で細胞増殖速度に変化

はなかった。いずれの細胞も同程度の ALP 活性が

あり、OCT4、SOX2、NANOG, NESTIN の発現

も認められた。また、遺伝子導入後も神経及び骨

への分化能を維持していた。以上から、親株の特

性を保持したまま、細胞の不死化ができたと考え

られた。 
２．不死化ヒト歯髄細胞株のがん化の有無 

 hTERT 遺伝子導入細胞を非接着性 dish で培養

した結果、細胞の増殖、維持は不可能だった。よ

って、本実験で得られた不死化ヒト歯髄細胞株は、

がん細胞とは異なるものと考えられた。 
【 考 察 】 
 本研究では、hTERT 遺伝子を遺伝子工学的手法

にて歯髄細胞へ導入した結果、親株の特性を保持

したままの細胞の不死化に成功した。これにより、

初代歯髄細胞を用いた細胞工学的応用や遺伝子操

作がやりやすくなり、歯髄細胞の特性解析や遺伝

子機能の解析が一層進展するものと期待される。 
【 会員外共同研究者 】 
佐藤正宏 （鹿児島大学・医用ミニブタ先端医療開

発研究センター・遺伝子発現制御学分野） 
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１ 芽 分

PIEZO1 functions cell fate determination of the human dental pulp cells 
 

○杉本明日菜，赤澤友基*，長谷川智一，宮嵜 彩，河原林啓太，岩本 勉 
Asuna Sugimoto, Yuki Akazawa*, Tomokazu Hasegawa, Aya Miyazaki, Keita Kawarabayashi, 

 and Tsutomu Iwamoto 
（徳大・院・小児歯，*徳大病院・小児歯） 

Tokushima Univ., Inst. of Biomed. Sci, Dept. of Ped. Dent., *Tokushima Univ. Hosp. Dept. Ped. Dent. 
 
【  】 

歯髄は外来刺激を受け修復象牙質を形成する。

しかしながら，その詳細な分子メカニズムについ

ては不明な点が多い。とくに象牙細管を通じた機

械的刺激受容の分子機構を明らかにすることがで

きれば，新規の覆髄材や修復材料の開発への応用

が期待できる。 
今回，われわれは独自に静水圧培養装置を開発

した。そこで，象牙質形成を導き出す静水圧環境

を明らかにすることで，その分子制御機構の解明

を目指すことを目的とした。

【 方 】

１．静水圧刺激による間葉系幹細胞の分化誘導

加圧培養装置を設計し，オーダーメイドで作成

した。本培養装置を用いることによって，

の静水圧下で培養することが可能となった。

本培養装置を用いて静水圧下で，歯髄および骨髄

由来の間葉系幹細胞を培養し，リアルタイム

法， 法， 染色，

染色を行い，細胞の分化度を評価した。

２．機械的圧受容器の検索とその機能解析

歯髄および骨髄由来の間葉系幹細胞に発現する

機械的圧受容器の発現と静水圧下における発現変

化を生化学的手法にて解析し， 法で遺伝子

の発現阻害や化学化合物による機能促進，または

阻害による影響とその役割について検討した。

３．メダカを用いた の役割の検討

における の機能を解析するため

に孵化直後のメダカを加圧培養装置で飼育し，静

水圧を負荷し，尾骨の成長発育を観察した。

【  】 
１．間葉系幹細胞に の範囲で静水圧を

負荷したところ， の静水圧で，象牙芽細

胞や骨芽細胞の分化マーカーの発現が極めて有意

に増加することがわかった。この条件下で硬組織

形成を誘導したところ，通常，硬組織形成に

週間かかるところが， 日間という劇的に短い期

間で硬組織を誘導させることができた。また，同

静水圧では脂肪細胞への分化が抑制された。

２．種々の機械的圧受容器の発現を解析したとこ

ろ， が間葉系幹細胞に強く発現しており，

静水圧刺激でその発現が上昇することが明らかと

なった。さらに， の発現や機能を阻害ある

いは活性化したところ，阻害によって硬組織形成

が抑制され，活性化で硬組織形成が促進された。

３．静水圧下ではメダカの尾骨形成が促進され，

脂肪細胞への分化は加圧により抑制された。一方，

を阻害したところ，尾骨の形成が抑制され

ることが明らかとなった（図）。

【  】

二次象牙質，三次象牙質の形成機構や歯髄由来

間葉系幹細胞からの象牙質あるいは骨様象牙質の

形成機構の解明とその誘導薬剤の開発は小児歯科

臨床において大きな貢献が期待できる。われわれ

は静水圧刺激に着目し，その分子メカニズムの解

明を試みた。この機構で圧受容体の が重要

な役割を担っており，さらには間葉系幹細胞の分

化運命決定機構のブラックボックスとなっている

硬組織形成細胞と脂肪細胞への分化運命機構の切

り替えに働いていることを示唆する知見を得た。

今後さらに検討を行い，新規の分子機構の解明と

薬剤の開発を試みたい。

本研究は徳島大学臨床研究審査の承認（ ）

を受けて遂行した。

図 メダカ尾骨におけるアリザリンレッド染色像 
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エナメル上皮細胞と骨芽細胞におけるリコンビナント・ヒトアメロジェニンの作用 
Effects of recombinant human amelogenin on ameloblast cells and osteoblastic cells 

 
○髙橋亜友美，村田佳織，谷村明彦*，齊藤正人 

Ayumi Takahashi, Kaori Murata, Akihiko Tanimura*, Masato Saitoh 
 

（北医大・歯・小児歯，*北医大・歯・薬理） 
Dept. of Pediatric Dentistry, Health Sciences Univ. of Hokkaido 

                 *Dept. of Pharmacology, School of Dent, Health Sciences Univ. of Hokkaido 
 
【目的】 
	 アメロジェニンは N末端側に疎水性領域，C末
端側に親水性領域を持つ極性の強い分子で，エナ

メル質形成時に大量に分泌され，エナメル質が石

灰化する過程で分解される。アメロジェニンは, 
エナメル質の形成に加えて，細胞の増殖や分化の

促進に関与することが報告されているが，その詳

細は明らかではない。本研究ではアメロジェニン

の生理活性を解析するために，リコンビナント・

ヒトアメロジェニンを用いて，ラットエナメル上

皮細胞に由来する HAT-7 細胞とマウス骨芽細胞
様細胞（MC3T3-E1 細胞）に対する細胞増殖能，
石灰化誘導能および細胞接着能を比較検討した。 
【対象と方法】 
	 ヒトアメロジェニン遺伝子に cMyc-Tag, 
DDK-Tag, HisTag を付加した発現プラスミドを
作成し，タンパク質発現用哺乳類細胞	(EXPI細胞)	

に導入した。無血清培地	を用いて 7 日間培養し，

培養上清中のタンパク質を DDK アフィニティー
ビーズを用いて精製した。精製したタンパク質を

ウエスタンブロッティング，銀染色および

MEM-CODE染色を用いて確認した。このリコン
ビナント・ヒトアメロジェニンとエムドゲイン®

ゲル（EMD）を用いて，HAT-7細胞とMC3T3-E1
細胞に対する細胞増殖能，石灰化誘導能を比較し

た。さらに，リコンビナント・ヒトアメロジェニ

ンによるMC3T3-E1細胞の細胞接着能・伸展能に
対する影響を共焦点レーザー顕微鏡を用いて解析

した。 		
【結果】 
	 精製したリコンビナントタンパク質のウエスタ

ンブロッティング解析では，単量体アメロジェニ

ンと考えられる 27 kDaのバンドに加えて，2量体
と思われる 54 kDaのバンドが認められた。 

 
同じ分子量のバンドは MEM-CODE タンパク染
色や銀染色でも確認された。このリコンビナン

ト・ヒトアメロジェニンを高濃度（4 µg/mL）で
作用させると，HAT-7 細胞の石灰化誘導と ALP
活性の上昇が認められた。これらの作用は，100 
µg/mLの EMD では確認されなかった。 
	 MC3T3-E1 細胞の石灰化誘導と ALP 活性に対
するリコンビナント・ヒトアメロジェニンの作用

は，低濃度（0.001~0.01 µg/mL）では促進作用を
示したのに対して，4 µg/mLでは抑制作用を示し
た。さらにリコンビナント・ヒトアメロジェニン

は，MC3T3-E1細胞の接着性と細胞伸展性を増加
させた。この細胞伸展は RGD ペプチドやフィブ
ロネクチンインヒビターによって抑制された。 
【考察】 
	 リコンビナント・ヒトアメロジェニンによる

HAT-7 細胞の分化誘導作用は,	 C 末端が欠如し
たアメロジェニンを主成分とする EMD では認め
られなかった。このことから HAT-7細胞の分化誘
導には，アメロジェニンの C末端が必要であるこ
とが示唆された。また高濃度のアメロジェニンが，

MC3T3-E1 細胞の分化誘導に対して抑制的に作
用することが明らかになった。 この石灰化誘導の
抑制作用は，アメロジェニンが歯根形成時におけ

るアンキローシスを防ぐ役割をはたす可能性を支

持する。さらにアメロジェニンが，MC3T3-E1細
胞の接着性と細胞伸展を増加することが明らかに

なった。阻害剤を使用した実験および抗パキシリ

ン抗体による免疫染色の結果から，アメロジェニ

ンによる細胞の接着・伸展にはインテグリンを介

する adhesion pathwayが関与することが示唆さ
れた。これらの結果からアメロジェニンが，細胞

分化や細胞接着を調節する機能分子である可能性

が示唆された。	
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The Biological Effects of Ameloblastin on Osteoclast Differentiation 

○Wichida Chaweewannakorn*, **, Wataru Ariyoshi**, Toshinori Okinaga**, Kenshi Maki *,
Tatsuji Nishihara**

○チャウェワンナコーン ウィチチンダー＊、＊＊、有吉	 渉＊＊、沖永 敏則＊＊、牧 憲司＊、西原 達次＊＊

＊Kyushu Dental Univ. Div. Developmental Stomatognathic Function Science and **Kyushu Dental 

Univ. Div. Infections and Molecular Biology 

（＊九州歯大・歯・小児歯，**九州歯大・歯・感染分子生物学） 

【Objects】 
Ameloblastin (Ambn), an extracellular matrix 

protein, is considered to be one of the pivotal 
factors in amelogenesis during tooth 
development. However, recent studies found 
that Ambn also has effects in other mineralized 
tissue but the specific pathways by which Ambn 
acts on osteoclastogenesis have not been fully 
identified. In the present study, we aim to 
clarify the biological effects of Ambn on 
osteoclast differentiation and function.  
【Material & Methods】 

Bone marrow cells (BMCs) from 6-week old 
ddY male mice were incubated with 100 ng/ml 
rhAmbn, 20 ng/ml M-CSF and 40 ng/ml RANKL 
for indicated time. The number of 
TRAP-positive multinucleated cell, actin ring 
formation and resorption area were determined. 
For confirmation, RAW 264.7 cells were induced 
50 ng/ml RANKL and Ambn in dose dependent 
manner. The number of TRAP-positive 
multinucleated osteoclast was measured. In 
some experiments, RAW264.7 cells were 
induced with 100 ng/ml rhAmbn prior to 
stimulate with 50 ng/ml RANKL at indicated 
time. Samples were subjected to evaluate 
osteoclast gene and protein markers expression. 
Moreover, to clarify the underlying mechanism 
by which Ambn suppressed osteoclast 
differentiation, the protein expression of 
NFATc1, c-fos, RANK, and IkB-α in RAW264.7 
cells in the presence of Ambn was observed. 

【Results & Discussion】 
Ambn down-regulated the TRAP-positive 

multinucleated osteoclast formation in both size 
and quantity in dose dependent manner 
especially at concentration 100 ng/ml. Moreover, 
the actin ring formation and pit resorption area 
were also suppressed in the presence of Ambn. 
The expression of osteoclast marker genes was 
down regulated in Ambn-treated group. In 
addition, Ambn also suppressed the protein 
expression of NFATc1, c-fos, and RANK in 
RAW264.7 cells. 
【Conclusion】 

Taken together our study demonstrates the 
inhibitory effects of Ambn on osteoclast 
differentiation and function in both BMCs and 
RAW264.7 cells. 
【References】 

1）W.J. Boyle, W.S. Simonet, D.L. Lacey,
Osteoclast differentiation and activation,
Nature. 423 (2003) 337-342

2）X. Lu , W. Li, S. Fukumoto, Y. Yamada, C.A. 
Evans, T. Diekwisch, et al, The 
ameloblastin extracellular matrix molecule 
enhances bone fracture resistance and 
promotes rapid bone fracture healing, 
Matrix Biol. 52-54(2016) 113-126 

3）X. Lu, Y. Ito, P. Atsawasuwan, S. Dangaria, 
X. Yan, T. Wu, et al, Ameloblastin
modulates osteoclastogenesis through the
integrin/ERK pathway, Bone. 54 (2013)
157-168

小児歯科学雑誌 55（2）：293 2017 293

P-117



ラット臼歯における髄下葉を伴った根分岐部形成の組織学的、免疫組織学的観察 

Immunohistochemical studies on the subpulpal lobe formation of rat molar 
 

                          ○大澤 枝里、山本仁*、新谷誠康 

Eri Osawa, Hitoshi Yamamoto*, Seikou Shintani 

( 東歯大・小児歯, *東歯大・組織・発生) 

Tokyo Dent. Coll. Dept. Pediatric Dent. and Tokyo Dent. Coll. Dept. Histol. & Dev. Biol. 

 

【目的】 

ヒトを始めとする哺乳類の臼歯の大部分は多

根歯である。歯の形態形成研究に多く用いられる

マウスでは、象牙質根間突起(DP)が互いに癒合す

ることで根分岐部が形成されると考えられてい

る１）。しかしヒトでは、根分岐部形成の際には髄

下葉が出現し、それが互いにあるいは DP と癒合

すると考えられている 2)。そこでヒトと同様に多

根化を生じるラット臼歯を用いて髄下葉の形成

について組織学的、免疫組織学的に検索を行うと

ともに、根分岐部に出現する副根管の形成につい

て考察した。 

【対象と方法】 

	 対象は生後 8 日(PN8)から PN18 の Wistar ラッ

トとし、上顎第二臼歯歯胚(M2)を観察した。4%

パラフォルムアルデヒド溶液で固定し、M2を摘

出後にヘマトキシリン染色を行い、実体顕微鏡で

観察をした。一部はM2を上顎骨ごと摘出して

10%EDTAで脱灰後、通法に従い 4µmのパラフ

ィン切片を作製した。ヘマトキシリン・エオジン

(H-E)染色と抗 pan-keratin抗体、抗 heat shock 

protein  27 (HSP)抗体と抗 sonic hedgehog 

(Shh) 抗体を用いた免疫染色を行った。 

【結果】 

上皮性根間突起 (EP)は歯冠の大部分の形成後、

歯乳頭底部中央に観察された。EPに面した歯乳

頭細胞は立方形から円柱を示し、抗 HSP27抗体

に陽性を示す象牙芽細胞に分化した。髄下葉は

EPと分化した象牙芽細胞の間に出現し始め、経

時的に大きさと、厚みが増大した。EPは歯頸部

の Hertwig上皮鞘と接触をせず、それぞれが象

牙質を形成し、髄下葉と象牙質根間突起（DP）

や髄下葉同士の癒合により、根分岐部が形成され

た。抗 Shh抗体に対して、歯冠部のエナメル芽

細胞と象牙芽細胞が免疫陽性を示したが、髄下葉

形成部でも、EPと髄下葉を形成する象牙芽細胞

に陽性反応を認めた。 

【考察】 

髄下葉は歯冠部象牙質と同様に歯乳頭細胞か

ら分化した象牙芽細胞により形成され、上皮－間

葉相互作用により、歯乳頭細胞から分化すること

が示唆された。また歯頸部の Hertwig 上皮鞘と

EP は接合せず、DP と髄下葉の境界部が副根管

になることが示唆された。 
【文献】 
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抗がん剤刺激によるヘルトヴィッヒ上皮鞘細胞での IGF-1R発現変化 
Effect of anti-cancer drug on IGF-1R expression in HERS cells 

 
○松尾聡，戸田雅子，岡暁子，板家智，力武美保子，尾崎正雄，大野純* 

Satoru Matsuo, Masako Toda, Kyoko Oka, Satoshi Itaya, Mihoko Rikitake, Masao Ozaki, Jun Ohno 
 

（福岡歯大・成育小児歯，*福岡歯大・再生医学研究センター） 
Fukuoka Dent Coll. Dept. Pediatric Dent. 

*Fukuoka Dent Coll. Research Center for Regenerative Medicine 
 
【目的】 
 小児悪性腫瘍に対する大量化学療法は、晩発障

害として歯の形成異常や萌出障害を惹起する 。今
回我々は、インスリン様成長因子(IGF-1) 関連歯根
形成障害に着目し、歯根形成のガイド役であるヘ

ルトヴィッヒ上皮鞘(HERS) への抗がん剤の影響
を検討した。本研究では、HERS 由来細胞に抗が
ん剤刺激を行い、IGF-1レセプター(IGF-1R) と上
皮系マーカー、間葉系マーカー、増殖活性発現に与

える影響について比較した。 
【方法】 
細胞：HERS由来細胞株(HERS01a) 
培地：DMEM/HAM F12+FGF(20ng/ml) +EGF 
(20ng/ml) +SSR+antibiotics 
抗がん剤：シスプラチン 
1) シスプラチン刺激 HERS01a細胞の生存率 
シスプラチンによる刺激を 48時間行い、刺激後の
HERS01a細胞の生存率を Trypan blue染色にて、
cell countを行い比較した。 
2) シスプラチン刺激 HERS01a細胞での IGF-1R, 
CK14および Ki67発現 
蛍光免疫細胞染色を応用した。 細胞を播種した切
片をアセトンで固定し、一次抗体を 24時間反応さ
せた。PBSにて洗浄後、 二次抗体を 45分間反応
させ、蛍光顕微鏡にて観察を行った。細胞数あたり

の各抗体に対する陽性細胞率を比較検討した。 
さらにWestern blotting法により、シスプラチ

ン刺激 HERS01a 細胞の IGF-1R のタンパク発現
を比較、検討した。 
【結果】 
1) シスプラチン刺激 HERS01a細胞の生存率 
低濃度のシスプラチン刺激では生存率の低下は認

めなかったが、高濃度のシスプラチン刺激では生

存率の低下が認められた。 

 
2) シスプラチン刺激 HERS01a細胞における各種
抗体を用いた免疫細胞化学的検索 
各抗体において、シスプラチン濃度の上昇に伴い、 
陽性率の低下を認めた。また、IGF-1Rは CK-14お
よび Ki67 と比較し、陽性率の低下が著しかった。 
また、シスプラチン刺激 HERS01a 細胞におけ
る IGF-1R のタンパク発現においても、シスプラ
チンの濃度上昇に伴い、IGF-1Rのタンパク発現の
低下を認めた。 
【考察】 
 本研究において、抗がん剤刺激により、

HERS01a 細胞の生存率は低濃度での低下は認め
られなかったものの、高濃度での刺激において低

下し、IGF-1Rの発現障害が明らかとなった。この
結果は臨床で問題となっている抗がん剤投与によ

る歯根形成障害に IGF-1/IGF-1R の相互作用が関
与していることを示唆する結果と考える。今後、歯

根膜幹細胞より発現する IGF-1 に着目し、
HERS01a細胞を含めた、歯根形成の再生メカニズ
ムを解析していく予定である。 
【文献】 
1) S. NISHIMURA et. al, Risk factors to cause 
tooth formation anomalies in chemotherapy of 
paediatric cancers, European Journal of Cancer 
Care, 2013, vol22, p.353-360 
2)Mika Kumakami-Sakano et. al, Regulatory 
mechanisms of Hertwig’s epithelial root sheath 
formation and anomaly correlated with root 
length, EXPEROMENTAL CELL RESEARCH, 
2014, vol. 325, p. 78-82 
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マウス歯胚の歯根形成における遺伝子発現への抗がん剤の影響 
Effect of anticancer drugs on genetic development in root formation of mouse tooth germ 

 
○角田陽子，大川玲奈*，髙島由紀子，仲 周平，仲野和彦*，仲野道代 

Yoko Tsunoda, Rena Okawa, Yukiko Takashima, Shuhei Naka, Kazuhiko Nakano,  
Michiyo Matsumoto-Nakano 

 
（岡大・医歯薬・小児歯，*阪大・院・小児歯） 

Okayama Univ. Dept. Pediatric Dent. and Osaka Univ. Dept. Pediatric Dent. 
 

【目的】 
乳幼児期に小児がんを発症し、治療を受けた患

児では、永久歯胚の欠損および歯根あるいは歯冠

の形態異常を起こすことが知られている。これら

は、永久歯胚の形成期に抗がん剤やアルキル化剤

の投与、さらに放射線照射を受けたことが原因で

あると考えられている。今回、我々は、マウスの

歯胚を用いて歯の形成に対する抗がん剤の影響お

よび歯の形成に関連する遺伝子の発現について検

討したので報告する。 
【対象と方法】 

. 器官培養 胎生 16日齢 ICR マウスを抱水ク
ロラ ルで全身麻酔後、腹部切開により胎児を取

り出し、実体顕微鏡下で胎児マウスの下顎第 臼

歯の歯胚を採取後、Trowell 変法で、0.5% アス
コルビン酸および 0.5% ストレプトマイシンを
添加した BGJb 培地を用いて 37℃、5% CO2下

にて培養を行った。培養 日目にシクロフォスフ

ァミドを各濃度で添加した。培養液の交換は隔日

で行い、14 日あるいは 21 日間培養後、実験に供
試した。 
２ . RNA 抽 出 培 養 後 の 歯 胚 よ り 、

Acid-guanidinium-phenol-chloroform (AGPC) 
法に基づいて、RNAgents® Kit を用いて全 RNA
を抽出した。 
３. RT-PCR 法 全 RNA から Super ScriptⅢ® 
Reverse Transcriptase、オリゴ (dt) プライマ 、

10mM dNTP および逆転写バッファ を用いて

逆転写 (RT) 反応を行うことにより、cDNA を合
成した。RT 反応は 65℃ で 5 分のプレヒ ト、

50℃ で 60分の伸展反応、および 70℃ で 15分
インキ ベ トによる反応停止の条件で行った。 
４. Real-time qRT-PCR 前述の方法を用いて作製
した cDNA を鋳型として、SYBR green を用い

た Real-time qRT-PCR 法によって、Cytokeratin、
Vimentin、Hypoxanthine guanine phosporibosyl 
transferase (HPRT-1) の各タンパクをコ ドす

る遺伝子の発現状況を調べた。 
５. 組織学的解析 下顎第 臼歯歯胚を中性ホル

マリンにて浸漬固定し、エタノ ル上昇系列で脱

水し、通法通りパラフィンに包埋した。この試料

から 5 µm の薄切切片を作製し、シランコ トス

ライドガラスに貼付した。その後、通法に従い、

ヘマトキシリン・エオジン染色 (HE) による病理
組織学的検討を行った。 
【結果】 

HE 染色を行ったところ、シクロフォスファミ
ド添加群では、低濃度で内エナメル上皮細胞の配

列の乱れが認められた。また、濃度依存的に内エ

ナメル上皮細胞の形態が変化し、外エナメル上皮

細胞の配列の乱れも認められた。さらに高濃度の

添加群では、エナメル質の形成量の低下が認めら

れた。遺伝子発現の検討の結果、非添加群と比較

して添加群では、DNA合成を促進するタンパクと
して知られている HPRT-1の発現が低下する傾向
が認められた。 
【考察】 
本研究の結果から、抗がん剤によるマウスの歯

胚の形成への影響が明らかになり、ヒトにおいて

も、乳幼児期の抗がん剤の投与が歯冠の形成およ

び歯根の形成に大きく関与している可能性が示唆

された。しかしながら、本研究の条件下では、歯

の形成に関連する遺伝子には明確な影響が認めら

れなかったことから、実験条件の検討を行うとと

もに関連するその他の遺伝子の解析を行う予定で

ある。 
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低ホスファターゼ症患者の乳歯と永久歯および健常者の永久歯との構造の比較 
Structures of primary and permanent teeth in children with hypophosphatasia  

compared to permanent tooth in healthy adult 
 

◯	 古々本一馬、大川玲奈、仲野和彦 
Kazuma Kokomoto, Rena Okawa, Kazuhiko Nakano 

 
（阪大・院・小児歯） 

Dept. Pediatric Dent., Osaka Univ. Grad. Sch. of Dent. 
 

【目的】低ホスファターゼ症 (Hypophospha- 
tasia; HPP）は、組織非特異型アルカリホスフ
ァターゼ遺伝子の変異により、血中のアルカリ

ホスファターゼ活性が低下することで引き起こ

される遺伝性代謝性疾患である。主症状として

は、骨の石灰化障害が認められ、歯科的症状と

しては、セメント質の形成不全による乳歯の早

期脱落を特徴としている。今回、我々は HPP罹
患患者の永久歯と乳歯について、走査型電子顕

微鏡（Scanning Electron Microscope; SEM）と
軟エックス線写真（Contact Micro Radiogra- 
phy; CMR）による分析を行ったので報告する。 
【対象と方法】本研究は大阪大学大学院歯学研

究科倫理委員会の承認後、保護者および本人の

同意を得て行った。HPP罹患患者 2名（11歳
11か月男児：永久歯症例、5歳 10か月女児：乳
歯症例）において、動揺が著しく保存が困難な

ことから抜歯に至った上顎右側中切歯（以下、

HPP永久歯）および上顎左側乳中切歯（以下、
HPP乳歯）を用いた。また健常な成人において
歯周病のため抜歯に至った上顎左側側切歯（以

下、健常永久歯）の提供を受けた。これらを樹

脂包埋後、SEMにて観察を行った。また樹脂ブ
ロックから研磨切片を作製し、基準となる濃度

ステップと共に CMR撮影を行い、得られたエ
ックス線フィルムを光学顕微鏡にて撮影した。

撮影した写真は濃度ステップを元に画像を補正

後、ImageJ（National Institutes of Health, 
Bethesda, Maryland, USA）を用いて画像解析
を行い、石灰化度の数値化を行った。各標本と

も象牙質内 9か所を計測して平均値を算出し、	
t検定を行った。p < 0.05 で有意差ありとした。 
 

【結果】1. SEMによる検討 
	 健常永久歯では、象牙前質周囲に気質小胞様

の石灰化顆粒が多く認められた。また 50~100 
µm 幅のセメント質が確認できた。HPP永久歯
ではエナメル質内部の構造に形成不全は認めら

れなかったが、表面が粗造であった。また、歯

根部象牙質では外部吸収と思われる凹凸が観察

できた。さらに、セメントエナメルジャンクシ

ョン付近にはわずかにセメント質が残っていた

が、ほとんどが欠落していた。HPP乳歯では、
エナメル質の形成不全を認めないが、表面がわ

ずかに粗造であった。また、象牙前質周囲には

気質小胞様の石灰化顆粒が多く認められ、部位

により程度の差があることが観察された。一方

で、セメント質はほぼ欠損しており、部分的な

根面吸収が確認できた。 
2. CMRによる検討 
	 HPP乳歯と HPP永久歯のエナメル質の構造
は健常永久歯と同様であった。一方で、HPP乳
歯と HPP永久歯においては、ともにセメント質
の欠落があることが確認できた。また、HPP永
久歯の象牙質石灰化度は健常永久歯より 10.6 % 
低下しており、HPP乳歯では 6.9 % 低下してい
た。しかしながら、HPP永久歯と HPP乳歯と
の間には有意差は認められなかった。 
【考察】本研究から、エナメル質の構造は健常

者と HPP患者で差異がないことが明らかとな
った。一方で象牙質の石灰化度に関しては、健

常者と HPP患者で明瞭な差が認められ、骨だけ
ではなく歯にも石灰化障害を認めることが示唆

された。今回は合計３歯で比較を行ったが、今

後は分析対象を増やしてさらなる検討を行って

いきたい。 
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骨吸収抑制薬が若齢マウスの成長と歯の発育に及ぼす影響 
Effects of Anti-bone-resorptive Drugs on the Growth and Tooth Development of Young Mice 

 
○井澤基樹*,**, 唐川亜希子**, 坂井信裕**, 島田幸惠*, 佐藤昌史*, 高見正道**, 井上美津子* 

Motoki Isawa*, Akiko Karakawa**, Nobuhiro Sakai**, Yukie Shimada*, Masashi Sato*,  
Masamichi Takami**, Mitsuko Inoue* 

 
（*昭和大・歯・小児歯，**昭和大・歯・歯科薬理） 

*Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Showa University， 
and **Department of Pharmacology, School of Dentistry, Showa University 

 
【目 的】 
 骨吸収抑制薬は破骨細胞の形成や骨吸収機能を

抑制し，骨密度を上昇させる作用がある。この薬

剤は閉経後骨粗鬆症だけでなく，小児の骨関連疾

患である若年性リウマチやステロイド性骨粗鬆症

などの治療にも用いられている。 
 しかし，成長過程の小児に対して骨吸収抑制薬

がいかなる影響を及ぼすか詳細は不明である。本

研究では，作用機序が異なる２種類の骨吸収抑制

薬，すなわち破骨細胞分化を阻害するデノスマブ

と破骨細胞の骨吸収機能を阻害するビスホスホネ

ートが若齢マウスに及ぼす影響について解析した。 
【方 法】 
 デノスマブは破骨細胞分化誘導因子である

RANKLに結合し，その形成を阻害する抗RANKL
抗体製剤であるが，マウスの RANKL には結合し

ない。そこでマウスの RANKL に結合しデノスマ

ブと同様の作用を発揮する抗体（OYC1®：オリエ

ンタル酵母社製）を用いた。ビスホスホネート製

剤は癌の骨転移などの治療に使用されるゾレドロ

ネートを用いた。これらの薬剤を生後１週齢のマ

ウスの腹腔内に①１週目に単回投与のみ，②１週

間毎に４回投与，または ③１週間毎に７回投与し，

ほぼ成長が終わる８週目にμCT で大腿骨や歯牙

などの解析を行った。各薬物の投与量はヒト投与

量を参考に設定した。なお，本実験は昭和大学動

物実験委員会の承認を得ている（承認番号 16022）。 
【結 果】

 OYC1®投与実験では，上記①②③の実験群いず

れにおいても体重や体長，歯に異常は認められな

かった。しかし，②と③の実験群において大腿骨

の骨密度および皮質骨幅の増加が認められた。 

 一方，ゾレドロネート投与の実験では，②と③

の実験群において著しい体重と体長の抑制が認め

られ，大腿骨の骨密度も増加した。さらに，臼歯

の歯根の伸長が著しく抑制され，萌出不全を生じ

た（図１参照）。 

 
【考 察】 
 OYC1®およびゾレドロネートはいずれも骨吸

収抑制作用を示したが，成長（体重や体長の増加）

や歯の発育に対する作用は異なっていた。 
 OYC1®はマウスの成長に影響を及ぼさなかっ

たのに対して，ゾレドロネートは成長を強く抑制

した。この作用機序は不明だが，ビスホスホネー

トはヒドロキシアパタイトに高い親和性を持つた

め骨に沈着し，OYC1®よりも骨吸収抑制作用が長

く持続した可能性が考えられる。 
 今回の実験でゾレドロネートに臼歯の歯根伸長

を抑制する作用が認められた。これは歯根の伸長

に破骨細胞が関与することを示唆するとともに，

小児へのビスホスホネート投与が歯の発育に悪影

響を及ぼす可能性があることを意味する。 
 以上より，ビスホスホネートはデノスマブより

も小児に対する有害作用が大きいと推察され，こ

の薬剤が小児の成長や歯の発育に及ぼす影響につ

いて，今後さらに詳細な解析が必要といえる。 
   （本研究に関する利益相反はありません） 
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咀嚼機能低下がラット歯槽骨の骨代謝に及ぼす影響 
Influence of masticatory functional loss on the remodeling of alveolar bone in rat 

 
○小川京，平井則光，根本（山本）晴子，清水武彦 

Kei Ogawa, Norimitsu Hirai, Seiko Yamamoto-Nemoto, Takehiko Shimizu 
 

（日大・松戸歯・小児歯） 
Department of Pediatric Dentistry, Nihon University of Dentistry at Matsudo 

 
【目的】 
小児歯科臨床において，齲蝕や外傷による歯の

早期喪失症例や歯の先天欠如症例に遭遇する。ま

た，近年，加工食品の増加や食品の軟食化など食

環境の変化から，小児は硬い食品を嫌い，柔らか

い食品を好む傾向にある。そこで本研究は，成長

期における歯の喪失や軟食が，歯槽骨の骨代謝に

及ぼす影響を明確にすることを目的として行った。

【対象と方法】 
 1．ラット 

3週齢のWistar系ラット（雄21頭）を三協ラボサ
ービス（株）より購入し，3群（各7頭）に分けた。 
(a) extraction group：4週齢にチアミラールナトリ
ウム（杏林製薬(株)）（15mg/kg）を腹腔内投与後，
上顎両側臼歯の抜歯を行った。抜歯後は粉状標準

食（MF; オリエンタル酵母工業(株)）で飼育した。 
(b) powder group：粉末標準食で飼育した。 
(c) control group：固形標準食で飼育した。 
テトラサイクリン(20 mg/kg) (Sigma-Aldrich)

とカルセイン (10 mg/kg) (Sigma-Aldrich)をそれ
ぞれ屠殺 7日前と 1日前に皮下投与し，骨標識を
行った。20週齢に両側下顎骨を摘出した。 
2．マイクロ CTによる分析 
右側下顎歯槽骨をマイクロCT（R_mCT2 ®; 

Rigaku）で撮影（管電圧90kV，管電流160µA，拡
大率2倍，測定時間3分）した。3D構築分析ソフト
(TRI/3D-BON)（ラトック(株)）を使用し，海綿骨
の bone volume (BV)， bone mineral content 
(BMC)，bone mineral density (BMD)を計測した。 
3．海綿骨形態計測による分析 
左側下顎歯槽骨を Villanueva 染色し，非脱灰薄

切標本を作製後，以下のパラメーターを計測した。

 

 
【結果】 
マイクロ CTと骨形態計測結果を以下に示す。 

 

 
＜図 1＞マイクロ CT画像および分析結果 

 
＜図 2＞海綿骨形態計測結果 

【考察】 
本研究結果より，extraction groupと powder group

では，control group に比べ，BV，BMC，BMD の

減少，海綿骨における骨量の減少，骨形成パラメ

ーターの減少，骨吸収パラメーターの増加が認め

られた。成長期における歯の喪失や軟食は，歯槽

骨の微細構造の悪化，骨形成の低下，骨吸収の増

加を引き起こすことが示唆された。海綿骨の網目

状構造は外部の力学環境に応じて編集されている

と報告されており 1)，適切な咀嚼刺激は歯槽骨の

形成に必要であると考えられた。 
【文献】 

1） Frost, H.M. Wolff's Law and structural 
adaptations of bone to mechanical usage: 
an overview for clinicians, The Angle 
Orthodontist, 64: 175–188, 1994. 
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骨芽細胞由来 miR-125b は基質小胞を介して破骨細胞前駆細胞の Prdm1 を標的とし、 
破骨細胞の形成を抑制する 

MiR-125b derived from osteoblasts inhibits osteoclast formation by targeting Prdm1 
 

○入江泰正，香西克之 
Yasumasa Irie, Katsuyuki Kozai 

 
（広大・院・小児歯） 

Hiroshima Univ. Dept. Pediatric Dent. 
 
【目的】 

基質小胞（matrix vesicles, MVs）は、軟骨細胞、

骨芽細胞などから出芽的に放出される脂質二重膜

に囲まれた小胞であり、基質石灰化に関与するこ

とが知られている。近年、新たな細胞間コミュニケ

ーションとして、エクソソームと呼ばれる細胞外

小胞が注目されている。miRNA などの核酸物質が

内包されて他細胞に受け渡されている可能性が示

唆されている。そこで、MVs の miRNA を網羅的

に解析したところ、多数の miRNA を確認した。こ

のうち、miR-125b が破骨細胞の形成に関与するこ

とを見出したため、詳細に検討した。 
【対象】 

培養骨芽細胞の細胞外基質から超遠心により

MVs を回収し、in vitro にて骨髄マクロファージ

（BMM）/RAW 細胞に添加して、増殖・分化への

影響を検討した。また、マイクロアレイ・qPCR に

より MVs の miRNA および RAW 細胞の mRNA
を解析した。 
【方法と結果】 

培養骨芽細胞の細胞外基質から超遠心により

MVs を回収し、電顕・ウェスタンブロッティング・

Nano sight により確認した。MVs は骨髄マクロフ

ァージ （BMM）/RAW 細胞に取り込まれ、RANKL
（+M-CSF）依存性の破骨細胞分化を抑制したが、

頭頂骨由来細胞の増殖・骨芽細胞分化への影響は

確認されなかった。miR-125b は MVs に豊富に存

在し、BMM/RAW 細胞、破骨細胞で低レベルであ

った。miR-125b を導入した RAW 細胞では、破骨

細胞の形成が抑制された。データベースより miR-
125b と結合部位を持つと推測される mRNA を調

べ qPCR を 行 っ た 結 果 、 転 写 抑 制 因 子

PRDM1/BLIMP1 の mRNA レベル、3’UTR のレ

ポーター活性はいずれも抑制された。一方、 

 
PRDM1 の標的である Irf8, Mafb の発現レベルは 
増加した。miR-125b と Prdm1  3’ UTR の結合を

阻害すると、miR-125b、MVs による破骨細胞の形 
成抑制はレスキューされた。miR-125b-Ago2 複合

体（RISC）は、骨芽細胞のみならず、MVs や骨基 
質からも検出され、miR-125b は骨基質に安定して

貯蔵されるものと推測された。 
 

 

 

 

 

 

 

＜図 ＞ による破骨細胞の形成抑制

 
 
 
 
 
 
 

＜図 ＞ による破骨細胞の形成抑制

【考察】

以上の結果より、骨芽細胞で発現する miR-125b
は MVs を介して破骨細胞前駆細胞に作用し、

Prdm1 を標的として破骨細胞形成を抑制すると推

察された。このように、MVs の miR-125b は骨芽

細胞と破骨細胞間コミュニケーションの担い手と

して骨代謝を制御すると考えられる。 
【会員外共同研究者】

吉子裕二 (広大・院・硬組織代謝生物学教室) 

−  
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肺炎球菌のコリン結合タンパク質 CbpJは病原因子として働く 
Streptococcus pneumoniae choline binding protein CbpJ contributes to its virulence 

 
○後藤	 花奈*, **,  山口	 雅也**,  仲野	 和彦*, 川端	 重忠** 

Kana Goto*, **, Masaya Yamaguchi**, Nakano Kazuhiko*, Shigetada Kawabata** 

 
(*阪大・院・小児歯,  **阪大・院・口腔細菌)	

*Dept. of Pediatric Dent., Grad. Sch. of Dent., Osaka Univ.  
**Dept. of Oral and Mol. Microbial., Grad. Sch. of Dent., Osaka Univ. 

 
【目的】 
	 Streptococcus pneumoniaeはmitis群レンサ球
菌に属するグラム陽性菌であり、20~40%の健康な
小児の 腔内から検出される。その 方で、肺炎

や中耳炎、菌血症、髄膜炎などの主な原因菌とし

て知られている。コリン結合リピ トを持つ S. 
pneumoniae のタンパク質は、細胞壁に含まれる
コリンと結合することで菌体表層に局在すること

が予測される。本研究では、コリン結合リピ ト

を持つ CbpLと CbpJ に着目し、S. pneumoniae
の病原性に果たす役割の解明を試みた。 
【対象と方法】 
	 本研究では、莢膜血清型 4型の S. pneumoniae 
TIGR4 株、および TIGR4 株を親株とする cbpL、 
cbpJ 遺伝子欠失株を用いて解析を行った。 
1.マウス血中バクテリサイダル試験 
	 	 	 	 	 	 	 	マウスの血液を採取した後に S. pneumoniae 
野生株、cbpL 遺伝子欠失株、cbpJ 遺伝子欠失株
をそれぞれ混和し、1~3 時間後に血液寒天培地上
に播種した。翌日、得られたコロニ 数を算定す

ることで、マウス血液中での各菌株の増殖能の比

較を行った。 
2.敗血症モデルにおける生存率の比較 
	 	 	 	 	 	 	敗血症モデルとして、マウスに 1.0 × 107 CFUの
各菌株を経静脈感染させ、感染後 14日間のマウス
の生存率を比較した。 
3.肺炎モデルにおける生存率の比較 
	 	 	 	 	 	 	肺炎モデルとして、マウスに 2.0 × 107 CFUの
各菌株を経鼻感染させ、感染後 14日間のマウスの
生存率を比較した。 
4.感染 24時間後の肺胞洗浄液中の菌数比較 
	 	 	 	 	 	 	マウスに 5.0〜7.0 ×107 CFUの各菌株を経鼻感
染させた。感染 24時間後に肺胞洗浄液を回収し、
菌数の比較を行った。 

 
5.感染 24時間後の肺組織の観察 
	 	 	 	 	 	 	 	マウスに 5.0〜7.0 × 107 CFUの各菌株を経鼻感
染させ、感染 24時間後に全肺を摘出した。得られ
た肺について HE染色を行い、組織像を観察した。 
【結果】 
1.  S. pneumoniae各菌株間で、マウス血液中での 
増殖能に有意な差は認められなかった。 

2. 経静脈感染において、各菌株を感染させたマウ 
ス間で、生存率に有意な差は認められなかった。 

3. 経鼻感染におけるマウスの生存率の比較では、 
野性株感染マウスと比較し cbpL 欠失株感染マ
ウスの間には有意な差は認められなかった。 
方、cbpJ 欠失株感染マウスの生存時間は、

野生株感染マウスと比較して有意に延長した。 
4. 経鼻感染 24時間後の肺胞洗浄液中の菌数の比 
較において、野性株感染マウスと比較したとこ

ろ、cbpL 欠失株感染マウスの間には有意な差
は無かった。しかしながら、cbpJ 欠失株感染
マウスの肺胞洗浄液中の菌数は、野性株感染マ

ウスと比較して 5分の 1以下であった。 
5. 感染 24時間後の肺組織像の比較では、野生株 
感染マウスでは気管支や肺胞構造の破壊が認

められ、出血や炎症性細胞の浸潤を認めた。

cbpL 欠失株感染マウスの肺組織像は野生株と
顕著な差は認めなかった。cbpJ 欠失株感染マ
ウスの肺組織像は、比較的肺胞構造が保たれ、

炎症性細胞の浸潤が少なかった。 
【考察】 
	 以上の結果から、コリン結合タンパク質 CbpJ
は、S. pneumoniaeによる肺炎発症に寄与する病
原因子であることが示唆された。今後は、CbpJ
をマウスに免疫し、ワクチン抗原として使用でき

るか検討していきたいと考えている。 
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メラトニンによる自然免疫における炎症調節機構の網羅的解析 
Comprehensive eliciting the inflammatory regulation mechanism through the innate immune 

system by melatonin 
 

○嘉手納未季・栗谷未来・馬目瑶子・桑田啓貴*・船津敬弘 

Miki Kadena, Miku Kuritani, Yoko Monome, Hirotaka Kuwata*, Takahiro Funatsu 
 

（昭和大・歯・スペシャルニーズ口腔医学講座障害者歯科学部門，*昭和大・歯・口腔微生物学講座） 
Showa Univ. Dept. Special Needs Dent. Div. Dentistry for Persons with Disabilities， 

 *Showa Univ. Dept. Oral Microbiology and Immunology 
 

【目的】 
メラトニンは，脳松果体や生体の様々な組織か

ら産生されるホルモンで睡眠誘導作用や概日リズ

ム調節などの生理作用を有するだけでなく，免疫

調節機能を有する。また，自閉症は睡眠障害が深刻

な問題で，実際にメラトニンが欠乏しているとの

報告があり，メラトニンの役割解明の重要性は高

まっている。本研究では，自然免疫系に対するメラ

トニンの活性化制御の役割について解明する。 
【方法】 
自然免疫細胞であるマウスマクロファージ細胞

株をグラム陰性菌成分（ ）で刺激し，炎症を誘

導した際のメラトニンの影響を解析した。 
【結果】 

マクロファージをメラトニンで前処置後，炎症

を誘導したところ，特定の炎症性サイトカイン

， β において強い発現抑制が認められた。マ

イクロアレイ解析の結果，メラトニンは特定の転

写因子およびシグナル伝達経路に依存して抑制的

に働いていた。また，アクチン重合の阻害により貪

食能の抑制と，炎症性サイトカイン の発現を

抑制し，引き続いて誘導される獲得免疫系細胞

（ 細胞）の分化誘導を阻害していた。 
【結論】 

メラトニンは宿主免疫系全体の活性化制御に重

要な役割を有していると考えられた。本研究結果

より，メラトニン服用による免疫低下や感染悪化

のリスクについて考慮する必要があることが示さ

れた。 
【Objects】 

 Various tissues in the body produce melatonin 
to elicit physiological functions such as circadian 

rhythm. Past studies also implicated a role for 
melatonin in inhibiting inflammatory induction 
by the immune system. This study sought to 
elucidate this mechanism by characterizing the 
effect of melatonin on cytokine regulation in 
macrophage cell lines induced by LPS, a cell-
surface ligand for Toll-like receptors.  
【Results】 

We observed that melatonin treatment for 1 
hour significantly reduced the LPS-dependent 
gene induction of specific cytokines including IL-
6 and IFN-β, despite the induction of TNF-α also 
being suppressed. We conducted microarray 
analysis to evaluate the comprehensive genetic 
expression. The melatonin treatment caused the 
down-regulation of TRIF specific transcription 
factors and signaling pathways in macrophage. 
We also performed fluorescence microscopic 
analysis and found that the melatonin treatment 
exhibited depolymerized of actin, which is 
indispensable of cytoskeleton the cellular 
responsiveness to LPS signaling. Finally, we 
found that melatonin treatment suppressed the 
activation of splenic innate immune cells and 
subsequently suppressed Th17 activation in 
splenic lymphocytes, which require the innate 
immune induction via TLR-dependent signaling. 
【Conclusion】 

 Taken together, these findings suggest that 
melatonin can regulate the innate immune 
response resulting in downstream effects on 
systemic immunological homeostasis. 
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 Streptococcus oralis が産生する過酸化水素によるマクロファージの炎症性遺伝子発現制御につ

いて 

Hydrogen peroxide from Streptococcus oralis regulates inflammatory gene expressions in 
macrophage. 
 

○松島 瞳*,**，島田幸恵*，佐藤昌史*，井上美津子*，桑田啓貴** 
Hitomi Matsushima, Yukie Shimada, Masashi Sato, Mitsuko Inoue, Hirotaka Kuwata* 

 
（*昭和大・歯・小児歯，**昭和大・歯・口腔微生物） 

*Showa Univ. Dept. Pediatric Dent. and **Showa Univ. Dept. Oral Microbiology and Immunology 
 
【目的】 
 mitisレンサ球菌群の１つである Streptococcus 
oralis は，口腔常在細菌叢を構成する主要な菌株
であり，乳歯が萌出する前から口腔内に定着して

いる 1)。また，細菌性心内膜炎の起炎菌として近

年多くの研究がされている。これらの菌は好気環

境におけるピルビン酸オキシダーゼ（SpxB）等の
酵素の働きにより代謝産物として過酸化水素を産

生することが知られており，細胞死を誘導するこ

とが報告されている 2)。本研究では，S.oralisの産
生する過酸化水素が口腔内細菌叢の成立に何らか

の影響を与えているとの仮説のもと，これらの産

生する過酸化水素が自然免疫細胞のひとつである

マクロファージに与える影響についてマイクロア

レイを用いて検討した。 
【材料と方法】 
宿 主 細 胞 と し て マ ク ロ フ ァ ー ジ 細 胞 株

(RAW264.7)，供試菌として Streptococcus oralis
野生株(ATCC 35037)およびピルビン酸オキシダ
ーゼ(SpxB)を欠失させた変異株を用いた。 
マクロファージを S.oralis で MOI=5 の割合で感
染させ，RNAを抽出した後，マイクロアレイを用
いて遺伝子の発現を解析した。 
【結果】 
過酸化水素を産生する S.oralis の野生株と共培養
した場合，マクロファージにおける TNF-alpha
の遺伝子発現が顕著に低下した。また，DNA損傷
時において上昇する遺伝子として egr-1 や
gadd45g等の発現が増加した。 
【考察】 
以上の結果より，S.oralis の産生する過酸化水素
は，マクロファージの代表的な機能である炎症性

サイトカインの産生を抑制し，DNAを損傷するな 

 
どの細胞ストレスを引き起こすことがわかった。 
これらの免疫細胞の応答を低下させることは，初

期定着菌群として口腔内に定着することを可能に

するだけでなく，体内に侵入した場合には心臓弁

などに定着し感染性心内膜炎などの誘因となって

いるのではないかと考えられる。 
 
【文献】 

1） Tappuni A.R. and Challacombe S.J. : 
Distribution and Isolation Frequency of 
Eight Streptococcal Species in Saliva 
from Predentate and Dentate Children 
and Adults, J Dent Res, 1993. 

2） Okahashi. N. et al. : Hydrogen Peroxide 
Produced by Oral Streptococci Induces 
Macrophage Cell Death, PLoS One, 2013. 
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水酸化カルシウム系糊材に対するラットの象牙質・歯髄複合体の反応 
Reactions of the Dentin-Pulp Complex to Calcium Hydroxide Paste in Rats 

 
 

○西川祐一朗，松田紗衣佳*，中安喜一*，中野潤三郎*，正村正仁*，大須賀直人* 
Yuichiro Nisikawa, Saeka Matsuda*, Yoshikazu Nakayasu*, Junsaburo Nakano*,  

Masahito Shoumura* and Naoto Osuga* 
 

(松歯大・院・健康増進，*松歯大・歯・小児歯） 
Matumoto Dental Univ. Dept. Oral Health Promotion 

and Matumoto Dental Univ. Dept. Pediatric Dent 
 
【目的】 
小児歯科領域では歯髄切断法が行われているが，

古くから水酸化カルシウムを精製水で練和して直接

歯髄の切断面に応用し，同部に「象牙質橋」を形成さ

せるものである．これらに関する研究は古くから多く行

われている．今回，我々は根管治療後に使用する根

管充填材の代表的なものであるヨードホルム加水酸

化カルシウム糊材を象牙質・歯髄複合体に応用した

動物実験を行い，幾つかの組織反応が観察できた． 
【材料と方法】 
マウスの腹腔内にペントバルビタールナトリウム（ソ

ムノペンチル®）を注入し，全身麻酔下にて上顎両側

第一臼歯を 1/2のラウンドバー（メルファー社製）とトル
ックスを使用し，側面から露髄穿孔させた．穿孔後，

同部からヨードホルム加水酸化カルシウム糊材

（Vitapex®，ネオ試薬工業株式会社，東京）を注入し，

コンポジットレジンで仮封した．その後，確認のために

m_CTの撮影を行い，4週間後に該当部を一塊とし
て摘出し，固定，脱灰後，パラフィン包埋し 4 μmの

連続切片標本を作製し，病理組織学的に検討した． 
【結果】 
ヨードホルム加水酸化カルシウム糊材を直接的に

歯髄に応用した象牙質の壁面には二次象牙質が厚く

形成されており，形成された二次象牙質の象牙細管

は極めて不規則であった．象牙質橋と言える構造物

も少数例確認されていたが，綺麗な『谷渡しの橋』で

はなく，谷を埋めたような状態で最上部に『連続部が

あるので橋として認識』できる状態で，その直下に二

次象牙質が厚く形成されていた．また，壊死層は認め

られなかった．m_CT 画像では，象牙質の形成され
ている根管は不透過像化しており，中心部に透過像

が確認されるようにみえるものがあった(図１)． 

 
 
 
 
 
 
 

（図１：m_CT 画像と病理組織像） 
【考察】 
ヨードホルム加水酸化カルシウム糊材を象牙質・歯

髄複合体に応用したラットを用いた実験を行った結果，

病理組織学的検討では穿孔部には挿入された糊材

ないしその残渣と考えられる構造物が散見された．し

かし，それに対する生活歯髄組織には顕著な壊死は

ほとんど観察されなかった．これは，糊材が水溶性の

練和物ではなくシリコンオイルによる練和物のため，

歯髄組織に直接的なダメージを与えず，水酸化カル

シウムの強アルカリ性が緩和され壊死組織を作らなか

ったためと考えられる．なお，象牙質橋と言える構造

物も少数例であるが確認された．この事は，歯髄に応

用した Vitapex® 内の水酸化カルシウムの効果であ
ると考えられる．しかし，その場合において壊死層の

形成は為されていなかったのは極めて興味深い事で

あった．これは，糊材の潜在的に有する強アルカリ性

の作用がシリコンオイルよってかなり緩やかなものに

なり，その象牙芽細胞の活性化によって多量の象牙

質を急速に形成させたと考えられる． 
【文献】 

1） 木村奈津子，他：歯髄切断部の硬組織形成

に関与する外因性因子についての研究，小

児歯誌，38：138-154，2000. 
【会員外共同研究者】 
川上敏行（松歯大・院・病態解析学） 
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S-PRG フィラーによる Streptococcus mutans におけるう蝕病原性抑制メカニズムの解析 
Analysis of mechanism of S-PRG filler to inhibit cariogenicity of Streptococcus mutans 

 
○森田有美子，野村良太，仲野和彦 

Yumiko Morita, Ryota Nomura, Kazuhiko Nakano 
（阪大・院・小児歯） 

 
Dept. of Pediatric Dent., Osaka Univ. Grad. Sch. of Dent. 

 
【目的】 

S-PRG フィラーは、6 種類のイオンを徐放する

新素材であり、様々な歯科材料への応用が期待さ

れている。近年、S-PRG フィラーによる歯科材料

学的な研究が進んできているが、う蝕病原性細菌

への影響に関する研究はあまり進んでいない。本

研究では、S-PRG フィラー存在下での S. mutans
の抑制作用および遺伝子発現変化について分析す

ることにした。 
【対象と方法】 
１. 供試菌および S-PRG フィラー溶液の調製 

日本人小児由来の S. mutans MT8148 株（血清

型 c）を用いて、Brain Heart Infusion（BHI）培

地で 37℃、18 時間培養したものを用いた。S-PRG
フィラー溶出液は、6.3%、12.5%、25.0%、50.0% 
の各濃度に調製したものを用いた。 
2. 菌体疎水性の分析 

OD550=0.6 に調製した供試菌に、各濃度の

S-PRGフィラー溶出液を添加し3時間反応させた。

その後、試験管に菌液と n-ヘキサデカンを加えた

群と菌液のみを加えた群とを準備し、1 分間混和

することにより、菌と n-ヘキサデカンの疎水結合

を生じさせた。その後、OD550 値を測定し、n-ヘ
キサデカン層に移動した菌層の比率を求めた。 
3. スクロース依存性付着に関する分析 
各濃度の S-PRG フィラー溶出液に添加した 1%

スクロース含有 BHI 液体培地 3ml に供試菌 15μl
を播種し、37℃、18 時間水平から 30°に傾けて

培養した。培養後、試験管を 3 回転させ浮遊した

菌液を画分 1、試験管に滅菌蒸留水 3ml を加え 3

秒間撹拌し浮遊した菌液を画分 2、画分 1、2 を行

った後に残存した菌液を画分 3 とした。各画分の

OD550値を測定し、付着率（%）を（画分 3 の濁度

/画分 1+2+3 の濁度）×100 を計算することにより

算出した。 

 
4. バイオフィルム形成に関する分析 
各濃度の S-PRG フィラー溶出液を添加した 0.1%

スクロース含有 Todd-Hewitt 培地に供試菌を播種

したものを 96 穴プレートに加え、37℃、48 時間培

養した。培養後、形成されたバイオフィルムをクリ

スタルバイレットで染色し、OD595値を測定した。 
5. DNA マイクロアレイ解析 
供試菌を 25%の S-PRG フィラー溶出液を添加し

た BHI 培地および S-PRG フィラー非添加の BHI
培地に添加し 37℃、18 時間培養後、RNA 抽出を行

った。その後、S. mutans UA159 株の全ゲノムを基

に設計された DNA マイクロアレイ用プローブと反

応させハイブリダイゼーションを行い、S-PRG フィ

ラー溶出液添加群と非添加群での遺伝子発現変化

を分析した。 
【結果】 
１. 付着能およびバイオフィルム形成能の評価 

S-PRG フィラーは、S. mutans の菌体疎水性に影

響を及ぼさなかった。一方で、スクロース依存性付

着およびバイオフィルム形成能は、6.3%以上の

S-PRG フィラー溶出液を添加することにより、非添

加時と比較して有意な低下を認めた。 
2. DNA マイクロアレイによる標的遺伝子の抽出 

S. mutans の全ゲノムのうち、ピルビン酸デヒド

ロゲナーゼ複合体（PDH）をコードする遺伝子群に

最も大きな発現変化が認められた。この遺伝子群に

次いで、グリコーゲン合成酵素（GLG）をコードす

る遺伝子群にも明らかな発現変化が認められた。 
【考察】 

S-PRG フィラーは、S. mutans のスクロースを基

質とするグルカンを介した付着やバイオフィルム

の形成を抑制することが明らかになった。また、

S-PRG フィラー溶出液存在下では、PDH タンパク

および GLG タンパクをコードする遺伝子群の発現

変化を生じることが示唆された。 
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ラットの皮下組織内に埋入した吸収性縫合糸に対して出現する肉芽組織 
Granulation tissue appearing to bioabsorbable sutures embedded in the rat subucutaneous tissue 

 
○中安喜一 ，松田紗衣佳 ，鳥谷 迅 ，今西 徹 ， 
遊佐辰徳 ，森山敬太 ，正村正仁 ，大須賀直人  

Yoshikazu Nakayasu , Saeka Matsuda , Jin Toriya , Toru Imanishi ,  
Tatunori Yusa , Keita Moriyama , Masahito Shoumura , Naoto Osuga  

（ 松歯大・院・健康増進， 松歯大・小児歯， くすの木こども歯科クリニック） 
Matsumoto Dent Univ. Graduate Sch. Dept. Oral Health Prom,  

Matsumoto Dent Univ. Dept. Pediatric Dent. and Kusunoki Kodomo Dental Clinic 
 

【目的】 
吸収性縫合糸は使用された生体内局所で徐々に

吸収され，消失するとされている。しかし，その生

体局所における組織反応については一般的に明確

にされていない。そこで今回，ラット皮下組織にて

それを病理学組織的に追究した。 

【材料と方法】 
実験には Wister 系ラット（8 週齢，雄性）8 匹 

を用い，その背部皮下組織内に吸収性縫合糸 3 種
Vicryl rapide®（Vr）， Vicryl® （V）と Monocryl®

（M）(Johnson & Johnson）を束状にしてベント

バルビタールによる腹腔内注射による全身麻酔下

において埋入した。その後，最長 6 か月まで埋入

部に増殖した組織を病理組織学的に検討した。な

お，一部で免疫組織化学的（IHC）検討も行った。 

【結果】 
病理組織学的に Vrは埋入 2週間後では縫合糸の

形状の空隙があり，中には縫合糸の残留物がある

ものもあった。その周囲には紡錘形の核・細胞質を

持つ細胞と単核の不規則な細胞外形を示す細胞が

疎らに認められた。1 か月では糸のあった空隙の周

囲は多核巨細胞が新たに確認され，核・細胞質とも

に紡錘形の細胞の数は減少していた。単核の不規

則な細胞外形を示す細胞は若干みられた。3 か月以

降では明確な組織増殖はなかった。 
V は 2 週間で標本上では縫合糸の形状の空隙と

して観察されたが，一部でその内部に淡い紫色に

染まる部位もあった。周囲には多核巨細胞が多く

みられた。近くの小血管は充血していた。1 か月後，

縫合糸の空隙の大きさは小さくなっていた。さら

に多核巨細胞の細胞質は小さくなり，核・細胞質と

もに紡錘形の細胞，単核の不規則な細胞外形を示

す細胞の数は減少していた。3 か月から 6 か月で

は，多少縫合糸の空隙は残存しており，その中には

泡沫状細胞があった。核・細胞質ともに紡錘形の細

胞，単核の不規則な細胞外形を示す細胞は残って

いたが，その数は更に少なくなっていた。 
M は 2 週間では埋入した縫合糸の形状に空隙と

してみられた。その周囲には核・ 細胞質が紡錘形

の細胞と単核の不規則な細胞外形を示す細胞が疎

らにあった。1 か月においてはその空隙は小さくな

っていた。周囲には核・細胞質が紡錘形の細胞，単

核の不規則な細胞外形を示す細胞が多少あったが，

その数は少なかった。3 か月以降では組織摘出時に

埋入部では縫合糸の存在は確認できなかった。 
なお，IHC によって，不規則な細胞外形の細胞

と多核巨細胞がCD68に対して陽性反応を示した。 
【考察】 

今回の実験において，埋入した吸収性の縫合糸

に対して，そのいずれにおいても肉芽組織の増殖

があった。しかし，この反応は V において強く現

れ，Vr と M では極めて弱かった。これは V が生

体内で徐々に分解される時に時間が掛かり，少な

くとも一部で貪食によって処理される為，マクロ

ファージや異物巨細胞が出現する事が推察された。

これらの細胞が IHCで CD68 に陽性を示したこと

から明らかである。この組織反応については，臨床

報告例として異物巨細胞の出現した症例が報告さ

れている事と合致する。一方，Vr と M は貪食では

なく，その初期から加水分解によって低分子化さ

れ生体内で溶解し，吸収によって処理されるから

であろう。 
【会員外共同研究者】 

川上敏行（松歯大・院・病態解析学） 
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 A study of neurokinin receptor signaling in Asthma 
 

○船山ひろみ，朝田芳信 
Hiromi Funayama, Yoshinobu Asada 

（鶴見大・歯・小児歯） 
Department of Pediatric Dentistry, Tsurumi University School of Dental Medicine  

 
【目的】	

	 気管支喘息はアレルギ 反応や細菌・ウイルス

感染などが発端となった気管支の炎症が慢性化す

ることで気道過敏性の亢進，可逆性の気道狭窄を

起こし，発作的な喘鳴，咳などの症状をきたす呼

吸器疾患である。歯科治療の際遭遇する最も多い

疾患の つであり，日本での喘息の有症率は 960

年代では小児，成人とも ％程度であったものが

2006 年の調査では成人が約 0％，小児喘息は 5％

以上と増加している。歯科疾患または歯科治療自

体がその発症や発作誘因の原因となりうる可能性

が大いにあるが，喘息の発症機序や発作の誘因な

どたくさんの報告があるものの不明な点が多い。		

	 Neurokinin	receptor（NKR）は，タキキニン受

容体ファミリ に属する G protein	 coup ed	

receptors（G タンパク質結合受容体 	GPCRs）で，

NK ，NK2，NK3 の 3 つのサブタイプがあり，それ

ぞれ Substance	P（SP），Neurokinin	A，Neurokinin	

B が高い親和性を持っている。NK R の agonist で

ある SP は，気道の過敏性や炎症の亢進と深い関わ

りがある。	

	 本研究では，特に気管支喘息によって生じる気

道の狭窄・閉塞の機序解明を目指して，NK R を介

する気管支平滑筋細胞増殖について検討した。	

【対象と方法】	

	 NK Rを遺伝子導入し高発現させたヒト気管支平

滑筋培養細胞（ ASM	ce s）を用いて，NK R を介

する細胞増殖について評価する。細胞増殖の評価

については，NK 	agonist の SM Substance	P（SM SP）

および growth	factor	である P ate et	Derived	

Growth	 actors（PDG ）を用いて細胞増殖試験

（Brd 取込）を行い比較検討した。また,細胞増

殖に係わる分子の活性化も Western	b ot 法や

Phosphatase	Assay を用いて確認した。なお遺伝

子組換え生物等の実験は，鶴見大学歯学部遺伝子

組み換え実験・バイオセ フティ委員会の承認を

得て行った。	

【結果】	

	 種々の腫瘍モデルで，NK の活性化が有糸分裂

を増進する事が報告されているため，当初，NK R

の活性化は病的な ASM	ce の増殖を促進すると

考えこの研究を始めた。しかし予想に反して，NK R

を高発現させた ASM	ce を用いた実験において，

feta 	bovine	serum（ BS 	 0	％）または PDG （ 0	

ng/m ）による細胞増殖（Brd 取込を指標）が NK R	

agonist の SM SP で前処理することにより抑制さ

れる事を発見した（図 ）。また，Western	b ot 法

による解析でも，SM SP	は PDG による Akt のリン

酸化も阻害した。	

＜図 ＞ NK Rを高発現させた ASM	ce sの細胞増

殖におけるSM SPの効果 

【考察】 
	 GPCRs は，Akt のリン酸化を含むシグナル伝達

（細胞の増殖と生存に関与）を介して ASM	ce s

の細胞増殖を促進する事が報告されている。

NK GPCR は，喘息における ASM の細胞増殖を軽減

するユニ クで有力な細胞増殖抑制の標的となり

得ると考えられる。	
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Actinomyces orisの初期付着及びバイオフィルム形成に対する短鎖脂肪酸の影響の検討 
The effect of SCFAs on initial attachment and biofilm formation of Actinomyces oris 

 
○鈴木到，清水武彦 

Itaru Suzuki, Takehiko Shimizu 
 

（日大・松戸歯・小児歯） 
Nihon University School of Dentistry at Matsudo, Dept. Pediatric Dent. 

 
【目的】 
 小児期における齲蝕の発生の要因の一つとして、

齲蝕原因菌の付着及び増殖によるバイオフィルム

形成が深く関与している。Actinomyces oris は
Actinomyces naeslundii の遺伝種であり、線毛を
介して歯面への初期付着やバイオフィルム形成及

び他の口腔内細菌と共凝集する。歯周病原菌であ

る Porphyromonas gingivalisなどは、短鎖脂肪酸 
(SCFAs) を代謝産物の一つとする。SCFAsの一つ
である酪酸は、A. naeslundiiの熱ショックタンパ
ク質の一つであるGroELに依存的なバイオフィル
ム形成の促進や初期付着菌量を増加させることが

報告されている 1)。本研究では A. oris及び線毛遺
伝子欠損株 (ΔfimA, ΔfimB, ΔfimP, ΔfimQ) を用
いて、初期付着菌及び口腔バイオフィルム形成に

対して SCFAs が与える影響ついて検討を行った。 
 
【方法】 
1. A. orisのバイオフィルム形成実験 
ヒト唾液をコートした 96 well マイクロタイタ

ープレート上に、6.25 mM SCFAs を添加した
0.25 %スクロース添加 TSB 培地 (TSBs) に A. 
oris NG4株と ΔfimA (OD600=0.4) を接種し、37℃、
5％CO2下にて 16 時間培養した。バイオフィルム
はサフラニン溶液で染色されて吸光度 492 nm で
観察した。 
2. A. orisの初期付着実験 

6 well培養プレートに TSBsに A. oris NG4株 
(OD600=0.4) を接種し、37℃、5％CO2下にて 3時
間培養し初期付着させた。PBSで洗浄後、60 mM 
SCFAs を添加した TSBs にて、37℃、5％CO2下

にて 1時間培養した。初期付着菌は Live/Dead染
色され、共焦点レーザー顕微鏡に観察した。 
3. 初期付着菌量の定量的解析 
細胞培養フラスコ中で、前述の方法と同様に初 

 
期付着させた後、底面への付着菌は剥がされ、

10000 倍希釈した後に BHI 寒天培地に播いた。
37℃で 48時間培養後にコロニー数を測定した。 
 
【結果】 
 バイオフィルム形成実験において、6.25 mM 
SCFAsは A. oris NG4株と ΔfimAのバイオフィル
ム形成を促進させず、NG4株では酪酸、ギ酸、吉
草酸が、ΔfimAではギ酸、プロピオン酸、吉草酸に
より阻害された。しかし、初期付着実験では 60 mM 
SCFAs は NG4 株の初期付着量を増加させる傾向
にあることが CLSMより認められた。初期付着菌
量の定量的解析において、対照である TSBs のみ
と比較して、60 mMの酪酸は NG4株の初期付着
量を約 3倍増加させ、ΔfimBと ΔfimPで約 2倍増
した。ΔfimAでは若干の増加を認めたが、ΔfimQで
は増加を認めなかった。 
 
【考察】 
 A. naeslundii と A. oris の遺伝種間において
SCFAs 刺激によるバイオフィルム形成能が異なる
ことが考えられた。またバイオフィルム形成に重

要な FimA には SCFAs 依存性がないと考えられ
た。初期付着実験では SCFAsが付着菌量を増加さ
せることから、SCFAsは A. orisの付着能に作用し
ているのではないかと考えられた。初期付着の定

量的解析では、ΔfimQ 以外は酪酸によって増加し
ていることから、SCFAs による初期付着能には
FimQが関わっている可能性が考えられた。 
 
【文献】 
1) Toshiaki Arai, et al: Actinomyces naeslundii 
GroEL-dependent initial attachment and biofilm 
formation in a flow cell system. Journal of 
microbiological methods. 109. 160-166 (2015) 
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歯周病菌 Porphyromonas gulae 線毛遺伝子多型とヒト歯肉上皮細胞への付着・侵入能の解析 
Adhesion and invasion of gingival epithelial cells by Porphyromonas gulae with different types 

of fimbriae 
 

○吉田 翔，稲葉裕明*，野村良太**，仲野和彦**，仲野道代* 
Sho Yoshida, Hiroaki Inaba*, Ryota Nomura**, Kazuhiko Nakano**, Michiyo Nakano* 

 
（岡大病院・小児歯，*岡大・医歯薬・小児歯, **阪大・歯・小児歯） 

Dept. Pediatric Dent., Okayama Univ. hospital, *Dept. Pediatric Dent., Okayama Univ., 
 **Dept. of Pediatric Dent., Osaka Univ. Grad. Sch. of Dent. 

 
【目的】 
動物由来歯周病菌 Porphyromonas gulae は、

Porphyromonas 属の新種として、ヒト以外の動
物から分離された 1）。P. gulae はヒト由来歯周病
原菌 Porphyromonas gingivalis と同様に線毛を
有しており、本菌の様々な病原性の発揮に関与し

ていると考えられている。我々はこれまで、フィ

ブリリンタンパク (FimA) をコードする fimA 
遺伝子の塩基配列の違いに基づき 3 つの遺伝子多
型（A/B/C型）に分類し、C型 fimA 保有 P. gulae 
株の病原性と臨床的相関を報告した。しかしなが

ら、fimA 型の相違と歯肉上皮細胞への付着侵入
との関連については十分な検討が加えられていな

い。本研究では、fimA 遺伝子の異なる P. gulae 
の歯肉上皮細胞への付着侵入と fimA 遺伝子多
型との関連を評価したので、これを報告する。  
【方法】 

fimA 遺伝子型の異なる  P. gulae 5 株、P. 
gingivalis 株 2株を実験に供試した。ヒト歯肉上
皮細胞 Ca9-22 株への付着能ならびに侵入能を
評価するため、ゲンタマイシン／アンピシリンプ

ロテクションアッセイにより解析を行った。 
【結果と考察】 
歯肉上皮細胞 Ca9-22 株に対する P. gulae 付

着能は、A 型 fimA 保有 D066 株のみ高いもの
の、線毛遺伝子多型による差は認められなかった。

一方、B型 fimA 保有 D040 株と C型 fimA 保
有 D049 株は同程度の侵入が認められ、A型なら
びに他の B型保有株と比較して、高い侵入効率を
示した。さらに、D049 株は歯周病の進行と強い
相関を持つ、II 型線毛保有株 P. gingivalis より
高い細胞付着能を持ち、同程度の侵入効率が認め

られた（図１）。 

 
本研究結果より、C 型線毛保有 P. gulae 株が持
つ歯肉上皮細胞への高い細胞侵入能は、歯周炎発

症ならびに進行に関与していることが示唆された。

P. gulae が細胞内へ侵入することで、貪食や殺菌
から逃れ、歯周病の慢性化を引き起こす可能性が

示唆された。 

 
＜図１＞ P. gingivalis と P. gulae による付着侵入能
の比較 
【文献】 

1) Fournier D, et al. Porphyromonas gulae 
sp. nov., an anaerobic, gram-negative 
cocco-bacillus from the gingival sulcus of 
various animal hosts. Int J Syst Evol 
Microbiol. 51:1179 -1189, 2001.  

314 小児歯科学雑誌 55（2）：314 2017

P-138



母親との接触制限により誘発される異常疼痛におけるストレスホルモンの関与 

The involvement of stress hormone in abnormal pain induced by maternal separation 
 

○保田将史、時安喜彦、重根 充、藤田茉衣子、木本茂成 

Masafumi Yasuda, Yoshihiko Tokiyasu, Mitsuru Shikone, Maiko Fujita, Shigenari Kimoto 
 

（神歯大・小児歯） 

Department of Oral Function and Restoration Division of Pediatric Dentistry.  
Graduate School of Dentistry, Kanagawa Dental University. 

 

【目的】 
乳児期にネグレクトなどの児童虐待を経験し

た者が、将来、疼痛感覚に異常を訴えることが

報告されている。しかし、その病理組織学的メ

カニズムに対する基礎医学的な検討はほとんど

行われていない。 
本研究にて、仔ラットと雌親ラットの接触時

間を制限した母子分離ストレスモデルラット

（MSR）を作成し、ストレスにより分泌される

コルチコステロンが口腔顔面領域の機械疼痛閾

値に変化を引き起こすことを解明したので報告

する。 
【対象と方法】 
１．実験動物 
実験には SD ラットを用いた。生後２-14 日の

間、仔ラットを雌親ラットと隔離（１日１回、

３時間）して飼育し、生後 22 日目に離乳させた

ものを MSR として用いた。Naïve には離乳時ま

で雌親ラットと同じケージで飼育したものを用

いた。また、生後２-14 日の間、Naïve の背部に

コルチコステロンを皮下投与したものをストレ

スホルモン投与ラット（SR）とした。実験はす

べての群にて８週齢の雄ラットのみを用いて行

った。 
２．血中コルチコステロン濃度の測定 
生後７、14、21 日目の Naïve および MSR の

動脈血を経心的に採取し、ELISA にて血清中の

コルチコステロン濃度を測定した。 
３．口髭部皮膚における機械疼痛閾値の測定 
各群のラットの左側口髭部皮膚をvon Frey 

filamentsにて５回機械刺激を行い、３回以上の逃

避行動を示した最小の値を機械疼痛閾値として測

定した。 
 

 
４．統計処理 

データは平均 ± 標準誤差にて表した。統計処

理は、２-way ANOVA による分散分析または 
１-way ANOVA 後の Bonferroni 多重比較試験

を行った。 
【結果】 

MSR の血中コルチコステロン濃度は Naïve
と比較して有意に増加していた（図１）。また、

各群のラットへの機械刺激に対する疼痛閾値を

測定したところ、Naïve と比較して MSR および

SR では有意に低下していた（Naïve, 41.6 ± 4.8 
g; MSR, 24.1 ± 2.7 g; SR, 20.3 ± 3.3 g）（図２）。 

 
【考察】 
 本研究の結果から、乳児期のストレスにより

発症する口腔顔面領域の異常疼痛は、ストレス

ホルモンであるコルチコステロンの過剰分泌が

原因である事が示された。また、乳児期のホル

モン分泌の異常は感覚の発達に対して長期にお

よぶ影響を与えることが示唆された。 
今後、MSR を用いたさらなる基礎医学研究が

ストレスにより発症する異常疼痛に対する新た

な知見をもたらし、その治療法の開発につなが

ることが期待される。 
【文献】 
 1）Yasuda M et al., Maternal Separation 

Induces Orofacial Mechanical Allodynia in 
Adulthood., Journal of dental research, 
95(10): 1191-1197, 2016 
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Impairment of Dopaminergic Neuronal Development in Down Syndrome 
 
 

○Thanh Thi Mai Pham, Haruyoshi Yamaza, Keiji Masuda, Yuta Hirofuji, Kazuaki Nonaka  
 

Section of Oral Medicine for Child, Division of Oral Health, Growth and Development, 
Faculty of Dental Science, Kyushu University 

 
【Objects】 

Down Syndrome (DS) is one of the most 
common developmental disorders. Although the 
dopaminergic (DAergic) system has been 
implicated in the cognitive symptoms of DS 1), 
the cellular mechanisms remain unclear. Stem 
cells from human exfoliated deciduous teeth 
(SHED) have been proposed as a useful tool to 
study the developmental biology of cellular 
diversity due to their potential to differentiate 
into multiple cell lineages, particularly into 
DAergic neurons 2). To elucidate the 
neuropathological cellular mechanisms in DS, 
we examined the neuronal differentiation and 
characterization of DAergic neurons using 
SHED derived from DS patient (DS-SHED). 

 
【Material & Methods】 

SHED were isolated from normal and DS 
patient at 6 and 14 years of age, respectively. 
Immunocytochemistry and immunoblotting 
probed for stem cells and DAergic neuronal 
marker proteins were performed to identify the 
character of SHED and SHED-derived DAergic 
neurons. For morphological analysis of 
SHED-derived DAergic neurons, the 
immunofluorescent images were captured with 
a Zeiss LSM700 confocal scanning microscope 
and subsequently analyzed the neurite length 
and the number of branches. The dopamine 
(DA) levels of SHED-derived DAergic neurons 
were measured with ELISA and 
immunocytochemistry. 

 
 
 

【Results & Discussion】 
We observed a decline in nestin expression, a 

neural precursor marker in DS-SHED. Similar 
to control-derived SHED, DS-SHED expressed 
tyrosine hydroxylase, a DAergic neuronal 
marker, after DAergic differentiation. However, 
reduced neurite outgrowth and fewer branches 
were observed in DS-SHED. We also detected 
an excessive amount of DA in the cytosol 
associated with a decreased DA release in 
DS-SHED. Our results suggest that neuronal 
morphological abnormalities are paralleled by 
functional DAergic perturbations and 
dysregulated DA homeostasis, possibly pointing 
to the abnormal neuronal development in DS. 
 
【Conclusion】 

Our study shows the first data on the DAergic 
pathway in DS neurons in vitro and supports 
the hypothesis that the developmental 
aberrations of DAergic neurons underlies DS 
pathology. 

 
【References】 
  1) Mann DM, Yates PO, Marcyniuk B:  

Dopaminergic neurotransmitter systems in 
Alzheimer's disease and in Down's 
syndrome at middle age. Journal of 
Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 
50(3):341-344, 1987. 

2）Fujii H, Matsubara K, Sakai K, et al.: 
Dopaminergic differentiation of stem cells 
from human deciduous teeth and their 
therapeutic benefits for Parkinsonian rats. 
Brain Research, 1613:59-72, 2015. 
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卒前教育における症例基盤型演習についての検討 
The study of Case-Based-Learning for Undergraduate Education 

 
○大久保孝一郎，小松太一，室井剛史，浅里仁，井上吉登，木本茂成 

Koichiro Okubo, Taichi Komastu, Takeshi Muroi, Jin Asari,Yoshinori Inoue,Shigenari Kimoto 
 

（神歯大・小児歯） 
Kanagawa Dental Univ.Dept.Pediatric Dent.

 
【目的】 

今回我々は、臨床研修や生涯研修にあたって重

要なチーム医療の必要性の理解とグループ学習を

通じた知識習得を目的として、TBL の手法を応用

した症例基盤型演習を、本学６年生の臨床演習に

用いた。そして、学生が最終学年に行う本演習を、

どのように感じたかについて、アンケートを中心

に検討を行った。 
【対象と方法】 

対象は本学６年生 132 名とし、半数ずつ２つの

グループ（A 班、B 班）に分け、それぞれのグル

ープで成績順に８～９名を１班と編成し、合計８

班に分けた。各班に各々異なる症例（問診票、口

腔内写真、エックス線写真）を順番に提示し、班

ごとに診断にあたっての問題点の抽出を行い、学

習項目の決定を行わせた。そのうち、理解できて

いる項目と、理解できていない項目をそれぞれ抽

出させ、グループ全体で理解できていない内容を

学習させた。続いて学習内容と、配布資料をもと

に、歯科医師国家試験の形式に準じてオリジナル

の臨床問題と解説を作成させた。最後に班ごとの

発表と、全体で質疑応答を行った。なお発表者は、

発表直前に教員から指名する形式を採用した。ま

とめたプロダクトは後日、アンケートとともに、

提出用フォーマットに、修正の加筆を行わせて提

出する形式を取った。なお、今回の研究実施にあ

たり、神奈川歯科大学研究倫理審査委員会 386 号

の承認を得た。利益相反は無い。 
【結果】 

アンケートでは、本演習に関する事前説明につ

いては９割の学生が分かりやすいと回答した。し

かし６割近くが、今回の内容を１日で行うには時

間的に余裕がないと回答していた。また、今回の

演習を通して「グループ学習について理解が深ま

ったか」、「小児歯科に興味がでたか」という質問 

 
には、約９割の学生が肯定的な回答をしていた。

自由記載項目に関しては、①研修医になるまでに

国家試験の勉強以外で必要なこと②チーム医療に

ついてどう思うか③歯学部入学後こんなはずでは

なかったと思うこと④将来の歯科医師像⑤本演習

の改善点⑥自由意見について記載させた。①の質

問に対しては、メンタルの強化、コミュニケーシ

ョン能力の向上との回答が多く、②の質問に対し

ては、高齢化社会において重要、医療ミスを減ら

すことができるとの回答が多かった。③の質問で

は、在籍年数が長い、歯科医師への道のりが想像

より厳しい、との回答が多数あげられた。さらに

④の質問では、各科の専門医を取る、地域医療に

貢献したいとの回答が多かった。⑤の質問に関し

ては、成績による班分けが良かったとする意見と、

出席番号順の班分けで良かったとする両方の意見

がみられた。また、班員が多過ぎて役割が無い学

生もいたので改善してほしいとの共通した意見も

あった。⑥の質問では、将来的なビジョン構築の

ため、先輩や、各科の先生方の話を聞いてみたい、

良いメンターを見つけたいなどがあげられた。 
【考察】 

今後は、このアンケート結果を参考に、学生が、

より有益と感じる演習の進行を行うべく、時間配

分や役割配分、資料の提出方法を再考していきた

いと考えている。また、歯科医師になるという実

感を強く持てるよう、より臨場感に溢れる資料に

変えることで、学生たちが楽しみながら、互いに

協力し、積極的に知恵を絞り、診断・治療計画に

さらなる探求心が持てるよう、患者背景を詳しく

追記するなどより実践的なものにしていきたい。 
【文献】 

1）三木洋一郎，瀬尾宏美ほか：新しい医学教育

技法「チーム基盤型学習（TBL）」．日医大医

会誌，７(１)：20-23，2011 
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小児歯科能動的学習プログラムに対する臨床実習生の評価 
Impression of a Required-program on Pediatric Dentistry for Dental Students 

○巻 竜也，楊 秀慶，松崎 祐樹，辻 裕子，浜地 宏哉，村松 健司，白瀬 敏臣 
Tatsuya Maki, Hidenori Yoh, Yuki Matsuzaki, Yuko Tsuji, Hiroya Hamaji,  

Kenji Muramtsu, Toshiomi Shirase 
（日歯大病院・小児歯） 

Department of Pediatric Dentistry, Nippon Dental University Hospital 
 
【目的】 

小児歯科や障害者歯科において将来的な医療の

質の維持と向上を図るには，学生教育の場で興味

を持ってもらうことが重要であると考える。本学

小児歯科では，臨床実習生に対し能動的学習を主

体としたプログラムを構成，実施しているが，プロ

グラムの学習効果の向上を目的として，臨床実習

生に対して本プログラムについて調査を行ったの

で報告する。

【対象と方法】 
平成 23 年度～平成 27 年度の第 5 学年臨床実習

生（以下，学生）を対象に，日本歯科大学附属病院

にて臨床実習期間中に実施した小児歯科必修プロ

グラム（3 項目：各項目 2 時間）について無記名形

式で調査した。調査は，学習項目①成長発育・小児

対応，②混合歯列期の模型分析・治療計画，③障害

児・者への歯科的対応についての「興味度」（5：興

味がある，4：どちらかといえば興味がある，3：ど

ちらともいえない，2：あまり興味がない，1：興味

がない），学習項目の中で「最も興味深かった項目」，

「興味が増した項目（複数回答可）」，「時間が足り

ないと感じた項目（複数回答可）」について各学生

のプログラム完了直後に行った。調査結果は，各項

目間の関連性について統計処理ソフト SPSS を用

いて比較検討を行った。 
【結果】 
本調査には，平成 23 年度 109 名，平成 24 年度

120 名，平成 25 年度 120 名，平成 26 年度 113 名，

平成 27 年度 129 名が参加した。 
1.「興味度」は，「興味がある・どちらかといえば

興味がある」を選択した学生は，項目① 90%，項

目② 81%，項目③ 86%で，項目①，③に有意差は

なかったが，項目①，③に対し項目②は有意差がみ

られた。2.「最も興味深かった項目」は，項目① 28%，

項目② 13%，項目③ 59%であった。3.「興味が増

した項目」は，項目① 35.7%，項目②32.8%，項目 

 
③ 69.0%であった。4.「時間が足りないと感じた項

目」は，項目① 35.3%，項目② 26.4%，項目③ 

52.8%であった。 
【考察】 
臨床実習期間中の限定された時間の中で，学習

効果が高く，また小児歯科，障害者歯科に興味を抱

くプログラムを実施することは困難である。本プ

ログラムでは，歯科医は講義を行わず，指導ガイド

によりチューターとして存在する。項目①では，母

子手帳を活用した成長発育の過程についての討論，

項目③は，事前学習による障害児・者の歯科的対応

についてのグループ討論後に，実際の処置に関す

る動画を鑑賞しながら再討論を行った。興味度に

おいて，項目②は①，③に対して有意差がみられた

が，興味がないとの回答はわずかで，また 3 項目

すべてにおいて 80%以上の学生は「興味がある，

どちらかといえば興味がある」を選択しているこ

とを鑑みると，臨床実習生に対して興味深いプロ

グラムを提供するという目的に対しては一定の成

果が得られたと思われる。一方，「興味が増した項

目」では 70%弱，「最も興味深かった項目」「時間

が足りないと感じた項目」でも 50%以上の学生が

項目③を選択した。本学には障害者歯科診療科が

単独で存在しないため，障害者歯科自体が新鮮に

感じられた事，事前学習と実際の臨床とのギャッ

プを感じた事が要因と考えられるが，項目①は項

目③より興味度が高く，時間が足りないと選択し

た学生は項目③より少なかった。このことは，項目

③は「興味を持たせるプログラム」であったが，項

目①に比べてプログラムとしては満足度が低かっ

たとも考えられるため，より俯瞰的な視野にたち，

各項目の学習内容について再構成する必要がある

と考えられる。 
【文献】 
村松健司，楊秀慶，他 4 名：小児歯科学ローテイト

実習に対する学生の評価，小児歯誌，51：300，2013． 
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Fluoride Release of Giomer and Compomer Through the Dental Adhesive Layer 
 
 

Min Seon Hwang, Junhee Kho, Choa Park, Howon Park* 
 
 

Department of Pediatric Dentistry, Oral Science Research Center, College of Dentistry, 

Gangneung-Wonju National University, Korea 

 

【Objects】 
 

The aim of this study was to investigate and 
compare fluoride release of giomer (Beautifil 
Injectable), compomer (Dyract® XP), and 
composite resin (Filtek™ Z350XT) through 
adhesive (Scotchbond Multi-Purpose) layer. 

【Materials and Methods】 
 

A total of 20 cylindrical specimens of giomer 
(7 ㎜  in diameter and 2 ㎜  in thickness), 
compomer and composite resin were prepared 
according to the manufacturers’ instruction (10 
with adhesive and 10 without adhesive).  These 
specimens were immersed individually in 2 mL 
of deionized water at 37 ℃ . The amount of 
fluoride release was measured on the 1st, 3rd, 7th, 
14th, 21st, and 28th day. To confirm uniform 
application of the adhesive layer, additional 18 
specimens with adhesive were prepared and 
evaluated by scanning electron microscope. 

【Results】 

 
Fig. 1. Daily fluoride release for 28 days. 
A. Group BI, XP, Z. B. Group BI-AD, XP-AD, Z-AD. 

The giomer    and    compomer    groups   with 
adhesive applied showed no fluoride release 
until the 3rd day. However, from the 7th day, 
fluoride was detected. 

【Conclusion】 
 

The application of dentin adhesive did not 
completely prevent fluoride release from giomer 
or compomer. Fluoride release was significantly 
(p < 0.05) reduced through the adhesive layer. 
The reduction of fluoride release was more 
remarkable on the giomer. 

【Reference】 
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A survey of intravenous sedation in Chungnam Dental Clinic for the disabled 
 

Sangeun Lee, Jongsoo Kim, Seunghoon Yoo, Jongbin Kim, Jisun Shin, Seungwoo Shin, 
U Jeong Seok 

 

Dept. of Pediatric Dentistry, College of Dentistry, Dankook University, Korea  

 

Objects 

In the case of mental or physical disorders such 
as intellectual disability, autism or cerebral 
palsy, it is difficult to obtain proper cooperation 
by conventional methods, so physical methods, 
sedation by medication, general anesthesia are 
considered as behavior control methods. Dental 
patients who avoid dental treatment due to 
anxiety, fear, vomiting reflexes or other systemic 
diseases during dental treatment have 
increased the need to consider the proper 
method. The aim of this study was to 
investigate the characteristics and results of the 
recent transition from predominant general 
anesthesia to intravenous sedation. 

Materials & Methods 

The dental records of 305 patients who were 
treated intravenous sedation at Dankook 
University Dental Hospital, Cheonan, Republic 
of Korea, between January 2011 and May 2016 
were reviewed. Conscious sedation was 
conducted by using Ochestra (FresiniusVial, 
France) with target controlled infusion (TCI). 

Results & Discussion 

 

Table 1. Primary reason for IV sedation 

 

Table 2. Type of dental treatment 

 

Fig. 1. Year trend 

Conclusion 

Based on the results of this study, the following 
conclusions can be made: 

1. The Chungnam Dental Clinic for the disabled 
provides quality dental care to not only the 
disabled but also children and the dentally 
disabled. 

2. The analysis of the outpatient anesthesia 
provides guidelines for the appropriate selection 
of the patient's gender, age, treatment, 
treatment time, and sedation methods during 
dental treatment in pediatric, handicapped and 
dentally disabled patients. 

3. The appropriate choice of sedation methods 
can reduce the use of general anesthesia, 
provide efficient and safe dental treatment, and 
minimize various complications. 

References 
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Relationship with Passage Time of Human Dental 
Pulp Stem Cells from Supernumerary Tooth by 
Classification  

 

 

Yookyung Lee, Jongsoo Kim, Seunghoon Yoo, Jongbin Kim, Jisun Shin, Seungwoo Shin, 
U Jeong Seok 

 
 

Dept. of Pediatric Dentistry, College of Dentistry, Dankook University, Korea 

 

Objects 
Supernumerary teeth are additional teeth to 

normal dentition with either single or multiple 
occurrence as well as either unilateral or 
bilateral occurrence. It may be associated with 
systemic diseases or syndromes, and may be in 
relation to eruption, impaction of teeth and 
development of dentition. Supernumerary teeth 
were believed to be a negative factor in relation 
to adjacent tooth eruption, displacement and 
development of cyst, naturally leading to early 
extraction. However, viewpoints on 
supernumerary teeth have dramatically 
changed after the recent research on the 
possibility of supernumerary teeth being an 
additional source of stem cells.   
Supernumerary teeth in general are extracted 
at relatively earlier stage and therefore are 
believed to have different characteristics from 
those of wisdom teeth. 

Materials & Methods 
For this research and upon written consent 

from 20 children of both genders between the 
ages of 5~9 with no systemic disease nor 
medical history, supernumerary teeth impacted 
in the maxillary anterior have been extracted 
and pulp cells have been collected from them. 
From the collected pulp cells, total of 17(10 
males, 7 females) have been selected as subjects. 

Results & Discussion 
From this research, the runtime of successive 

culture of the cell from pulp tissue was 2.91 ± 
0.29 days. From the gathering of cells from the 
initial pulp tissue until gaining 80% confluency 
took 4.53± 0.94 which was the longest. The 
following successive cultures took 2.73 days. All 
passage from the 2nd to the 10th except for the 
1st passage took 2.73 ±0.32 days and between 
each subculture’s runtime had male: female 
ratio of 58.82%: 41.18%. Average runtime for 

female was 2.81 ± 0.27 days whereas male had 
average runtime of 2.98 ± 0.29 days. Inversion 
ratio was 82.35% and normal location ratio was 
17.65%. Average runtime for inversion was 2.94 
± 0.30 days and for normal location, 2.80 ± 0.20 
days. Conical type was 76.47% of total and other 
forms was 23.53%. Average runtime was 2.92 ± 
0.31 days and other forms took 2.88 ± 0.22 days. 
None of the above showed any statistically 
significant difference.  

Conclusion 
There was no difference in time for subculture 

by classification. Taking into consideration the 
less than 3 days’ time for the subculture, it 
could be concluded that the research efficiency 
and fast cultivation would be sufficiently 
effective. In the future, follow up research would 
be needed to evaluate the efficiency of the cells 
collected from the initial passage and the latter 
passage as stem cells and from these follow up 
researches, the utilization of the latter passage 
would contribute to the expansion of sources of 
supply of cells. 

References 
1. Gardiner J. Supernumerary teeth. Dent Pract. 
12:63-73, 1961 

2. .: Postnatal human dental pulp stem cells 
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U S A. 97:13625-13630, 2000 
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Dental treatment in a child with Lennox gastaut syndrome: a case report 

Heewon Suh, Teo-Jeon Shin, Hong-Keun Hyun, Young-Jae Kim, Jung-Wook Kim, Sang-Hoon 

Lee, Chong-Chul Kim, Ki-Taeg Jang 

Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Seoul National University, Seoul, Korea 

 

 

【Background】 

Lennox-gastaut syndrome is one of the 

catastrophic epilepsies of child which is 

characterized by multiple intractable seizure types. 

Multiple types of generalized seizures, slowness of 

intellectual growth, and a specific 

electroencephalogram are major symptoms of 

Lennox-gastaut syndrome. This syndrome mostly 

appears between the second and sixth year of life.  

 

 

【Case】 

A 4 year old boy with Lennox-gastaut syndrome 

visited Seoul National University Dental Hospital 

complaining dental caries. The patient had multiple 

dental caries requiring dental caries treatment and 

was scheduled for dental treatment under general 

anesthesia. He experienced hemispherotomy 

surgery 3 times and strabismus surgery. Because of 

the risk of occurring seizure, general anesthesia was 

planned for dental treatment. Dental treatment was 

successfully performed and no complications were 

observed during and after the operation.  

 

 

 

 

 

【Conclusions】 

Dental management for the patients with Lennox-

gastaut syndrome can be effectively performed 

using general anesthesia. 

 

 

【References】 
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Prevalence and Clinical Features of Molar-Incisor Hypomineralization  
in Adolescents in Yang-san area 

 
○Jonghyun Shin, Jiyeon Kim, Taesung Jeong, Shin Kim 

 
Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Pusan National University, Korea 

 
【Objects】 

This study aimed to investigate the 
prevalence and distribution of enamel 
hypomineralization, including molar-incisor 
hypomineralization (MIH), among adolescents 
and assess their correlation with esthetic 
satisfaction. 
 
【Material & Methods】 

A total of 1371 adolescents between the ages 
of 14 and 16 years in OO city were evaluated for 
enamel hypomineralization, including MIH, 
according to the European Academy of 
Paediatric Dentistry (EAPD) criteria. In a 
parallel survey, esthetic satisfaction about 
anterior teeth and its correlation with incisor 
enamel hypomineralization were analyzed. 
 
【Results & Discussion】 

The prevalence of MIH was 13.8% (n = 189), 
while that of hypomineralization in any 
permanent tooth was 23.2% (n = 318), which 
was substantially greater compared to the 
national prevalence of MIH. Mandibular first 
molars exhibited the highest prevalence of 
hypomineralization, followed by maxillary 
central incisors and mandibular second molars. 
Among anterior teeth, the most frequently 
affected site was the incisal edge of maxillary 
central incisors. A high degree of 
hypomineralization in anterior teeth was 
associated with a high demand 
for esthetic treatment. 
 

Key Words: Molar incisor hypomineralization, 

adolescents, prevalence, esthetics, anterior tooth 
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Effects of mesiodens on adjacent permanent teeth: A retrospective study in korean children based 

on cone beam computed tomography 

Siyeon Nam, DDS1, Yuhyun Kim, DDS1,, Soyoung Park, DDS1, Yuhyun Kim, DDS1, Taesung Jeong, DDS, PhD1, 

Jiyeon Kim, DDS, PhD1, Jonghyun Shin, DDS, PhD1, Shin Kim, DDS, PhD1, 

1Pusan National University, Pediatric Dent 

(釜山大・歯・小児歯） 

【Objects】  

Mesiodens can be associated with several complications. 

However, the optimal age for treatment remains 

controversial. To investigate the three-dimensional (3D) 

position of mesiodens using cone beam computed 

tomography (CBCT) and determine the association of 

eruption-related complications of mesiodens with these 

3D characteristics and delayed development of the central 

incisors   

【Material & Methods】In total, 293 Korean children (383 

supernumerary teeth) aged 4–10 years with no history of 

orthodontic treatment were included. CBCT and 

panoramic radiography data for all patients were 

retrospectively investigated with regard to the 3D 

characteristics of mesiodens, apical maturity of the 

permanent first molars, delayed development of the 

central incisors relative to the apical maturity of the 

permanent first molars (Nolla’s stage), and eruption-

related complications of mesiodens. 

【Results & Discussion】 

Eruption-related complications were not correlated with 

any 3D characteristic other than the “within the arch” 

position of mesiodens, while they showed a significant 

correlation with delayed development of the central 

incisors.  

【Conclusion】 

Mesiodens caused eruption-related complications in 33.7% 

patients. Moreover, the risk of these complications was 

higher when mesiodens caused delayed development of 

the central incisors. These findings can aid clinicians in 

planning appropriate and timely treatment for mesiodens, 

with focus on minimizing patient discomfort.  
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Precision approach in minor oral surgery of pediatric dentistry 

 

○ Chan hee Park, Chan woo Jo, Byung ho Choi, Ji hun Kim* 
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[Introduction] 

We often face many problems in variable 
procedure of pediatric patients. For example, 
limitation of visibility caused by small oral cavity, 
lack of cooperation, psychologic trauma of dental 
surgery and unexpected motion, etc. These 
problems matter especially in minor surgery. 
Fortunately, as enormous development of science in 
dentistry, the problems can be solved by computer 
aided design and manufacture(CAD/CAM) system. 
We introduced a surgical guide fabricated through 
CAD/CAM system in minor surgery: removal of 
supernumerary tooth, apicoectomy, auto-
transplantation. 

 

[Case operation procedure] 

I. Supernumerary tooth 

One supernumerary tooth was impacted inside 
maxillary bone. Treatment plan was established by 
computed tomography. the printed surgical guide 
was made in the base of intraoral scan and 
computed tomography. under general anesthesia, 
palatal full-thickness flap was raised and 
supernumerary tooth was exposed using the guide 
with a minimal bone removal. The supernumerary 
tooth was extracted and follicular tissue was 
enucleated perfectly without damage of adjacent 
teeth. 

 

II. Apicoectomy 

A pediatric patient with a periapical lesion in 
anterior tooth was examined. Apicoectomy with a 
surgical guide fabricated through CAD/CAM was 
planned. Oral scan and computer tomography was 
taken to make a guide. And the guide was designed 
by computer to minimize bone removal and detect 
exact apical area of root. the surgical guide made 
the procedure performed as designed. 

 

III. Auto-transplantation 

 A pediatric patient with a hopless molar was 
examined. Third molar was planned to be 
transplanted in a missing tooth site. To diminish 
the procedure time and extra-oral time of donor 
tooth, replica of donor tooth and a surgical guide 
was fabricated by CAD.CAM system. The 
procedure was performed efficiently compare to 
traditional technique. 

 

[Summary] 

 We made an attempt to use a surgical guide in 
three different minor procedures in pediatric 
dentistry. The surgical guide fabricated through 
CAD/CAM technology can be an effective tool to 
solve many other complicate surgeries in pediatric 
dentistry. 

 

[References] 

1. Sukegawa S, Kanno T, Kawakami K, et al: Use 
of a piezosurgery technique to remove a deeply 
impacted supernumerary tooth in the anterior 
maxilla. Case Rep Dent 2015: Article ID 974169, 
2015. Available at: 
http://dx.doi.org/10.1155/2015/974169 

2. Choi BH, Jeong SM, Kim JH: Flapless 
Implantology. Seoul, DaehanNarae publishing, 
2008 

326 小児歯科学雑誌 55（2）：326 2017

P-150



投 稿 規 程
1．本雑誌は公益社団法人日本小児歯科学会が発行する
機関誌（略誌名：小児歯誌）であり，年 4回発行し，
うち 1回は学会抄録の特集とする。
2．本雑誌の投稿は，共著者を含め，すべて本学会会員
に限る。但し，編集委員会がとくに認めたものは，こ
の限りではない。また，論文は他誌に未発表のものに
限る。
3．本雑誌の内容は，原著，症例報告，総説，特集，本
学会記事，本学会大会抄録および地方会大会抄録なら
びにその他を掲載する。
4．総説および特集には，本学会大会宿題報告，学術論
文賞受賞論文の解説論文および編集委員会の依頼によ
るもので，原則として，400字詰め原稿用紙 30枚，
図表 9枚以内とする。
5．ヒトおよび人体材料を用いた研究（疫学研究および
症例報告を含む）の場合は文部科学省・厚生労働省の
「疫学研究に関する倫理指針」あるいは「臨床研究に
関する倫理指針」に基づいた研究であることを論文中
に明記するとともに，投稿票裏面の研究倫理に関する
チェック項目を満たすものとする。
6．動物実験による研究については，著者の所属する研
究機関が定めた「動物実験指針」に基づいて実施され
た旨を明記しなければならない。
7．投稿に際し，共著者を含めた全著者の当該論文に関
する利益相反に関する事項について，開示しなければ
ならない。開示内容は，掲載論文の末尾に記載し公表
する。利益相反開示事項がない場合は，末尾に「本論
文に関する著者の利益相反：なし」等の文言を記載す
る。
8．原稿の書き方は下記の要領による。
1）ワードプロセッサーを用い，A 4判用紙に 20字
×20行で横書に 12ポイントで印字する。
原稿は，漢字まじり平仮名，カタカナ，常用漢字，
口語体，新仮名遣いを用いる。
2）原稿の表紙には次の順序に従って各項を記載し，
本文は 2枚目から書く。和文の表題（50字以内），
日本語の Key words（3～5語），著者名，所属機関
名および主任または指導者名，所属機関の所在地，
ランニングタイトル（欄外タイトル，筆頭著者名を
含め 25字以内）とする。必要別刷数を朱書する。
3）原著，臨床報告，総説には和文要旨（600字以内）
および英文抄録（450語以内）とその和訳をつける。
英文抄録は，表題（25語以内），Key words（3～5
語），著者名，所属機関名および主任または指導者

名の順に記載する。
4）2ページ以後には和文要旨，日本語の Key words
に続いて，緒言，材料と方法（研究方法），結果（成
績），考察，結論，文献を順に記載する。
5）文献は引用順に並べて一連番号をつけ，本文末尾
にまとめる。本文引用箇所に肩番号をつける。また，
同一箇所で複数引用した場合には年代順に並べる。
同時に多数の文献を引用する場合，
……多数の報告がある2, 3, 7, 24, 26）。
……の報告がある1～10）。

文献は下記の例に従って記載する。
a）雑誌の場合
著者名（共著者名を原則としてすべて記載する。
但し，6名を超えた場合は，それ以上の著者名を“ほ
か”とすることも可能）：論文表題，雑誌名，巻：
最初と最後の頁（通巻頁とする），年号（西暦）．の
順に記載する。
但し，通巻頁のない雑誌については号数の記載を
必要とする。
なお雑誌名は和文誌については「医学中央雑誌・
収載誌目録」（http : //www.jamas.or.jp/user/database/
search/main）英文誌については“PubMed”（http : //
www ncbi.nlm nih.gov/journals?itool＝sidebar）に準拠
する。収載されていない雑誌については当該誌が標
榜する略誌名を使用する。
例：
1）福山達郎，藥師寺 仁：上顎乳犬歯，犬歯の
排列位置の変化に関する累年的研究－乳歯列
完成期から永久歯列安定期まで－，小児歯
誌，39 : 614−636, 2001.

2）Kimura M, Dai W, Nishida I, Maki K : Effects
of physical exercise on rat jaw bones at growth
stage : 2nd report on histopathological study,
Ped Dent J, 10 : 41−47, 2000.

b）単行本の場合
著者名：書名，発行所，発行地，発行年（西暦），
引用頁．の順に記載する。
例：
1）厚生省健康政策局歯科衛生課：歯科保健指導
関係資料，口腔保健協会，東京，1992, pp.244
−245.

2）Proffit WR : Contemporary Orthodontics, C.V.
Mosby Co., St. Louis, 1986, pp.47−49.

c）分担執筆の単行本の場合
分担執筆者名：分担執筆の表題，編者名，書名，
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発行所，発行地，発行年（西暦），引用頁．の順に
記載する。
例：
1）赤坂守人：齲蝕予防の指導，長坂信夫編，臨
床小児歯科学，南山堂，東京，1990, pp. 2−29.

2）Wei SHY : Mechanical and Chemical Plaque
Control, Edited by Wei SHY, Pediatric den
tistry : total dental care, Lea & Febiger, Phila
delphia, 1988, pp. 23−42.

d）抄録を引用する場合
末尾に（抄）と入れる。
例：
1）城山 博，下岡正八：トークアイによる術者
の視知覚分析──診療室中央通路を初診用ユ
ニットまで歩行した際の眼球運動──，小児
歯誌，33 : 331, 1995（抄）．

e）Web サイトを引用する場合
著者名：Web ページのタイトル，〈URL〉（アク
セス日）
例：
1）厚生労働省：臨床研究に関する倫理指針，

http : //www.mhlw.go.jp/general/seido/kousei/i−
kenkyu/rinsyo/dl/shishin.pdf（2009. 02. 25. ア
クセス）

6）度量衡の単位
度量衡の単位は国際単位系（SI）を原則とする。

7）表および図（写真）
a）表および図（写真）は本文とは別にまとめ，そ
の挿入箇所を本文中の右欄外に朱書する。
b）台紙の大きさは A 4判とする。
c）図表および写真の縮尺を指定する。図表のトレ
ースを必要とする場合は，図表の右上に朱書す
る。
d）写真はカラーか白黒かを明記する。
e）図表および写真の説明は和文とする。

9．論文の送付
1）原稿は編集委員長宛に送付する。
2）正原稿 1部を送付し，その本文は MSWord ファ
イル，図表は JPEG 方式で保存したものを添付す
る。

10．論文の受付および採否
1）投稿規程にそわない原稿は受付けない場合があ
る。

2）原稿は 3名以上の査読者により査読を受けた後，
編集委員会でその内容を検討し，採否を決定する。

11．著者校正
著者による校正は 2回とし，原稿の大幅な改訂に伴
う費用は著者負担とする。

12．印刷費および英文校閲費の著者負担額
1）原著および臨床報告はともに，一編につき学会負
担は 20,000円とする。図表および写真などは実
費を徴収する。

2）総説および特集の掲載料は無料とし，別刷 50部
を贈呈する。

3）別刷は 50部を単位として受付け，これにかかわ
る別刷および発送費用は著者負担とする。

4）英文校閲に関わる費用は著者負担とする。
13．証明書などの発行
1）原稿が編集委員会に到着した日付をもって原稿受
付日とし，これを確認する受領書を発行する。

2）編集委員会において論文の採用が決定された後
に，掲載する巻号を記載した論文掲載証明書を発
行する。

14．掲載論文の著作権
本雑誌に掲載された論文の著作権（著作財産権，

copyright）は，本学会ならびに著者に帰属する。版権
使用の申請は編集委員会宛に書面で行い，編集委員会
が審議して諾否を決定する。

15．複写権の行使
著者は当該著作物の複写権の行使を公益社団法人日
本小児歯科学会に委任するものとする。

16．規程の改正
この規程にない事項は別に編集委員会で決定する。
また，規程の改正は編集委員会で行うことができる。

付則：本規程は平成 8年 3月 25日からこれを適用する。
※第 35巻 3号の「投稿の手引き」も参照すること。

平成 8年 3月25日制定
平成 8年 3月25日一部改正
平成18年 4月 1日一部改正
平成20年 7月12日一部改正
平成21年 5月14日一部改正
平成21年 9月25日一部改訂
平成26年 9月 7日一部改訂
平成29年 2月 3日一部改訂
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