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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２永久歯について― 
The Chronology of Deciduous and Permanent Dentition Ⅱ 

― PartⅡ Permanent Dentition ― 
 

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

 
【目的】 

1988年、日本小児歯科学会はわが国小児の乳歯

および永久歯の萌出時期に関する全国調査の結果

を報告した１）。本学会は、約 30年を経て小児の歯

の萌出状態に変化があるか否かを知る目的で、再

び 29歯学部・歯科大学を中心に同様の調査を行い、

乳歯に関してはすでに本学会第 55 回大会で報告

した。今回は、永久歯に関して報告する。 

【対象と方法】 

 方法は、前回調査１）方法に準じ、対象は 4 歳 0

か月から 18歳 11か月の小児で、調査期間は 2015

年～2016年の 1年間に収集した。明らかにデータ

の矛盾や不備のあった 28名を除外した 30,754名

（男児 15,300名、女児 15,454名）のデータを用

いた。なお、本研究は各大学の倫理委員会の承認

（承認番号：大歯医倫第 110826号ほか）を得て行

った。 

【結果】 

表１ 男児の永久歯萌出開始年齢および萌出順序 

歯 

種 

人 

数 

萌出開始時期の分布 

（最小－最大年齢） 
平均値 

S.D. 

（月） 

順 

序 

U1 133 5歳 9か月–8歳 11か月  7歳 2か月 8.1  3 

U2 124 6歳 8か月–11歳 1か月  8歳 4か月  10.1 6 

U3 213 8歳 4か月–15歳 2か月  11歳 0か月 13.9  10 

U4 147 6歳 5か月–14歳 1か月  10歳 4か月  15.2 8 

U5 117 8歳 0か月–16歳 1か月  11歳 9か月  17.3 12 

U6 168 5歳 5か月–11歳 7か月 7歳 3か月  16.2 4 

U7 146 10歳 5か月–17歳 4か月  13歳 3か月 13.9 14 

L1 120 4歳 6か月–8歳 11か月  6歳 3か月 8.8  1 

L2  137 5歳 3か月–11歳 2か月  7歳 3か月  11.7  4 

L3 222 8歳 4か月–13歳 5か月  10歳 3か月 12.3 7 

L4 141 8歳 6か月–14歳 10か月 10歳 5か月 12.8 9 

L5 76 7歳 9か月–13歳 9か月 11歳 8か月 15.9 11 

L6 181 5歳 0か月–9歳 10か月 6歳 8か月 9.8 2 

L7 332 9歳 10か月–17歳 6か月 12歳 6か月 15.6 13 

表２ 女児の永久歯萌出開始年齢および萌出順序 

歯 

種 

人 

数 

萌出開始時期の分布 

（最小－最大年齢） 
平均値 

S.D. 

（月） 

順 

序 

U1 137 5歳 0か月–8歳 10か月 6歳 11か月 8.2 3 

U2 125 6歳 1か月–10歳 3か月 7歳 11か月 8.8 6 

U3 190 7歳 7か月–13歳 3か月 10歳 3か月 13.0 10 

U4 122 7歳 6か月–12歳 11か月 10歳 0か月 12.9 8 

U5 125 7歳 7か月–15歳 10か月 11歳 6か月 17.2 11 

U6 152 5歳 0か月–11歳 10か月 7歳 1か月 14.7 5 

U7 175 10歳 1か月–17歳 3か月 13歳 0か月 15.0 14 

L1 102 4歳 9か月–7歳 9か月 6歳 0か月 6.6 1 

L2  142 5歳 6か月–9歳 11か月 6歳 11か月 8.6 3 

L3 199 7歳 2か月–13歳 1か月 9歳 6か月 10.8 7 

L4 142 7歳 5か月–12歳 8か月 10歳 1か月 12.2 9 

L5 67 7歳 9か月–14歳 10か月 11歳 8か月 17.2 12 

L6 184 4歳 9か月–9歳 7か月 6歳 3か月 8.9 2 

L7 345 9歳 3か月–17歳 0か月 12歳 6か月 15.8 13 

 

【考察】 

30年前の報告１）と比較して、最初の永久歯の萌

出時期については男児には変化がなかったが、女

児は 1 か月早くなっていた。また、各永久歯の平

均萌出開始年齢に関しては、男女ともほとんどの

上下顎の中・側切歯は早く、ほとんどの上下顎の

犬歯、小臼歯および大臼歯は遅くなっていた。特

に U6の平均萌出開始時期は男女とも 7歳になって

いた。その結果、萌出順序が男児では U1が U6よ

り前になり、女児では U1と L2とが U6より前にな

っていることが認められ、わが国では 1980年頃か

ら報告がみられる永久歯の萌出順序の逆転現象が

現在も進行していることが示唆された。 

【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． 
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グルコースの取り込みは Flavobacterium johnsoniae の滑走運動に関与する 
Glucose uptake is related to the gliding motility of Flavobacterium johnsoniae 

○今村圭吾，近藤好夫，藤原卓 
Keigo Imamura, Yoshio Kondo, Taku Fujiwara 

 
（長大院・医歯薬・小児歯） 

Nagasaki Univ. Dept. Pediatric Dent.  
 

【目的】 
Porphyromonas gingivalis などの歯周病原細菌

は９型分泌機構 (T9SS) を介し、様々な病原タン

パク質を分泌している。本研究の対象であるグラ

ム陰性細菌 Flavobacterium johnsoniae は土壌中

や水中に生息する細菌であるが、Bateroidetes フ
ィラムに属し、T9SS を構成する遺伝子群を保有し

ている。本菌の T9SS はキチナーゼなど本菌を特

徴づける菌体表層タンパク質の輸送に関与すると

ともに、本菌の滑走運動とも密接な関係がある。

滑走運動により F. johnsoniae は colony spreading
（CS）を起こす。この CS を利用し、T9SS を解明

していくことが可能であると考えられているが、

CS についての研究があまりされていない。今回、

CS と glucose の取り込みが関連していることが示

唆されたため、報告する。 
【対象と方法】 
1. 供試株として、Flavobacterium johnsoniae 

UW101、glucose の取り込みを行わない

Escherichia coli LJ141 を用いた。 
2. トランスポゾンミュータジェネシスを行うた

めに Transposon-containing suicide plasmid 
R751::Tn4351Ω4 を用いた。その後、sequence
にて変異した部位(mfsA)を特定した。 

3. mfsA を欠失した変異株（∆mfsA mutant）、相

補株(∆mfsA/mfsA 株)、mfsA に GFP を発現さ

せた株(∆mfsA/mfsA-gfp 株)を作成した。 
4. glucose 取り込み試験は、2-deoxy-D-glucose、

2,4-dinitrophenol (DNP), carbonyl cyanide 
m-chlorophenylhydrazone (CCCP), 
N,N′-dicyclohexylcarbodiimide (DCCD), も
しくは arsenate を用いて、2DG Uptake 
Measurement Kit (COSMO BIO)にて測定し

た。 
5. ∆mfsA/mfsA-gfp 株に DNA を検出する DAPI 

(Invitrogen) と細胞膜を検出する FM4-64 
(Invitrogen)を作用させた後、蛍光顕微鏡にて

MfsA の局在を観察した。 
6. 液体培地上で野生株・変異株・相補株の cell 

growth と glucose との関連性を調べた。 
【結果】 

glucose による CS が抑制されない変異株をトラ

ンスポゾンミュータジェネシスにて作成した。

sequence にてトランスポゾン挿入部位を確認した

ところ、major facilitator superfamily (MFS) 
transporter をコードする領域（mfsA）に変異が入っ

ていることがわかった。 
そこで mfsA の欠失株を作成したところ、∆mfsA 

変異株では、野生株と比較して glucose による増殖

抑制がなく、glucose の取り込みが抑制されていた。 
大腸菌 LJ141 に mfsA を挿入した株においては

glucose の取り込み、代謝が行われるようになった。  
∆mfsA/mfsA-gfp 株を蛍光顕微鏡にて観察した

ところ、MfsA は細胞膜の内膜に局在していた。 
glucose 取り込み試験において、glucose の取り

込みは、CCCP もしくは DNP 存在下では抑制され

た。 
【考察】 

Flavobacterium johnsoniae の colony spreading は、

硬寒天培地上では、glucose 依存的に抑制されてい

ることは知られていたが、詳細なことは不明であ

った。今回の研究で、glucose 存在下の CS の抑制

は MfsAを介した glucose の取り込みに関連してい

る可能性が高いことが示唆された。さらに、本菌

によるglucoseの取り込みはATPase inhibitorである

DCCD や arsenate では減少せず、脱共役剤である

CCCP や DNP で抑制されることから proton motive 
force にて行われていることが示唆された。 

今後の課題として、glucose の代謝経路と CS と

の関連性について研究してく必要がある。 
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 Porphyromonas gulae LPS による歯肉上皮細胞の炎症性反応の評価 
Inflammatory response of gingival epithelial cells stimulated 

with Porphyromonas gulae LPS 
 

○吉田翔、稲葉裕明*、Urmi Saki Alam*、野村良太**、仲野和彦**、仲野道代* 
Sho Yoshida, Hiroaki Inaba*, Urmi Saki Alam*, Ryota Nomura**, Kazuhiko Nakano**, Michiyo 

Matsumoto-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. Grad. Sch. 

Med. Dent. Pharm., **Dept. of Pediatric Dent., Osaka Univ. Grad. Sch. of Dent. 
 
【目的】 
	 動物由来歯周病関連菌 Porphyromonas gulae 
は、Porphyromonas 属の新種として、ヒト以外
の動物から分離され、犬などの伴侶動物あるいは

ヒト歯周病変部位からも検出される 1)。P. gulae 
はヒト由来歯周病原菌  P. gingivalis と同様に 
Lipopolysaccharide (LPS) 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。しかしながら、P. gulae の宿主細胞に対
する病原性発揮の機序については十分な検討が加

えられていない。本研究では P. gulae LPS 刺激
に対するヒト歯肉上皮細胞株の炎症反応を評価し

た。 
【対象と方法】 
	 P. gulae LPSは LPS Extraction kit (iNtRON) 
を用いて P. gulae ATCC51700株、D040株、D049
株からそれぞれ精製した。ヒト歯肉上皮細胞を

LPSで刺激後、Total RNAを通法を用いて抽出し、
cDNAを合成した。Toll様受容体である TLR2、
TLR4、炎症性メディエーターである COX2 なら
びに炎症性サイトカインである IL6、IL8、TNF-
α、および TGF-β それぞれの mRNAの発現を 
real-time polymerase chain reaction 法で確認し
た。 
【結果】 
	 P. gulae LPSは TLR2 と TLR4 mRNA 発現
を濃度依存性に増強した。TLR2 mRNA は刺激後
5分後にピークとなった。TLR4 mRNA は 5分後
にピークとなり、30分後に再度上昇する二相性の
反応を示した（図 1）。また、菌株の違いによる
TLR2 と TLR4 mRNA の発現増強に違いは認め 

 
られなかった。さらに、 P. gulae LPS は COX2、
IL6、IL8、TNF-αならびに TGF-β mRNA 発現
を顕著に増加させた。 

 
図１. P. gulae LPS 刺激による TLR2 と TLR4 
mRNA発現 
【考察】 
	 動物由来 P. gulae LPS はヒト歯肉上皮細胞の
TLR を介して認識され、炎症反応を発現誘導する
ことが示唆された。本研究により、P. gulae が検
出される歯周炎は、人獣共通感染症の 1 つである
可能性が推測される。 
【文献】 
	 1) Fournier D, 他：Porphyromonas gulae sp. 

nov., an anaerobic, gram-negative 
coccobacillus from the gingival sulcus of 
various animal hosts, Int J Syst Evol 
Microbiol, 51(3):1179 –1189，2001． 
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Examination of Porphyromonas gulae protease  

Porphyromonas gulaeが産生するプロテアーゼに関する検討 

○Urmi Saki Alam, Sho Yoshida*, Hiroaki Inaba, Ryota Nomura**,  

Kazuhiko Nakano**, Michiyo Matsumoto-Nakano 

○Urmi Saki Alam、吉田翔*、稲葉裕明、野村良太**、仲野和彦**、仲野道代 

Dept. Pediatric Dent., Okayama Univ., *Dept. Pediatric Dent., Okayama Univ. Hospital, and 

**Dept. Pediatric Dent., Osaka Univ. Grad. Sch. of Dent. 

（岡大・医歯薬・小児歯, *岡大病院・小児歯，**阪大・歯・小児歯） 

【Objects】 

 Porphyromonas gulae, a major periodontal 
pathogen in dogs, has also been detected in 
healthy human gingival tissues as well as 
individuals affected by human periodontitis.1 
Thus, it is possible that P. gulae-mediated 
periodontitis can be responsible for important 
zoonotic infections. Although the bacterium 
expresses a variety of virulence factors, such as 
fimbriae, lipopolysaccharide (LPS), and 
proteases, the latter have yet to be 
characterized. In the present study, we 
examined the characteristics of P. gulae 
proteases. 
【Material & Methods】 

 P. gulae strains (ATCC 51700, D044, D049, 
D066, D077) and P. gingivalis ATCC 33277 
were used. Enzymes possessed by the P. gulae 
strains were characterized with an API ZYM 
system. Protease activity was examined using a 
colorimetric Protease Assay Kit with the 
protease inhibitors antipain, PMSF, TLCK, and 
leupeptin. To evaluate the role of P. gulae 
protease activation, we examined activation of 
the precursor of MMP9 (proMMP9) activation 
using gelatin zymography. 

【Results & Discussion】 

 All P. gulae strains exhibited enzymatic 
characterization and protease activity similar to 
those of P. gingivalis ATCC33277. Furthermore, 

proteolytic activity of P. gulae ATCC 51700 was 
significantly reduced by pretreatment with 
antipain, PMSF TLCK, and leupeptin in a 
dose-dependent manner (Fig. 1). Also, P. gulae 
increased processed the proenzyme to the active 
form of MMP9, suggesting that the bacterium 
expresses proteases comprised of arginine and 
lysine-specific trypsin-like serine proteinases. 

【Conclusion】 

 These results suggest that P. gulae exhibits 
virulence characteristics similar to those of the 
human periodontal pathogen P. gingivalis, thus 
it may play a key role in development of 
periodontitis in humans and their companion 
animals. 

 

Fig. 1 Protease activity of P. gulae 
ATCC51700 in presence of TLCK and 
leupeptin. 

【References】 

1. Yamasaki Y, Nomura R, Nakano K et al., 
(2012) Distribution of periodontopathic 
bacterial species in dogs and their owners. 
Arch Oral Biol. 57(9):1183-8. 
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Streptococcus mutans  
Effects of Lactobacillus bacteriocin on biofilm formation by Streptococcus mutans 

 
Setsuyo Morimoto, Yuko Morikawa, Yukiko Takashima, Shuhei Naka, Hiroaki Inaba, and  

Michiyo Matsumoto-Nakano 
 

 
Okayama Univ. Dept. Pediatric Dent.  
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Streptococcus mutans のバイオフィルム形成におけるDnaKの影響と役割 

Role of molecular chaperone DnaK in biofilm formation by Streptococcus mutans 
 

○吉田衣里，松三友紀，森川優子，仲周平，高島由紀子，仲野道代 

Eri Yoshida, Yuki Matsumi, Yuko Morikawa, Syuhei Naka, 
 Yukiko Takashima, Michiyo Matsumoto-Nakano 

（岡大・医歯薬・小児歯） 

Okayama Univ. Dept. Pediatric Dent. 
 

【目的】 
	 ヒト齲蝕の主要な病原性細菌であるグラム陽性

細菌 Streptococcus mutans	は，口腔内のバイオ
フィルム形成において重要な役割を果たしている。

その口腔内は温度変化などの因子により環境が大

きく変化するため，菌は多くのストレスにさらさ

れており，このストレス下で菌が生育し続けるた

めに様々なストレス応答タンパクが関与している。

分子シャペロン DnaK	はストレス応答タンパクの

一種であり，S.	mutans	の耐酸性に関与すること

で酸性環境下でも S.	mutans	の生育を可能にする

ことが報告されている。このストレス応答タンパ

ク DnaK	が S.	mutans	のバイオフィルム形成に与

える影響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．バイオフィルム構造の観察：すべての供試菌

をヘキシジウムイオダイドにより蛍光染色を行い，

0.25% スクロース含有化学合成培地で菌の濁度
が波長 600 nmが 0.1になるように調整した。こ
の菌液をチャンバースライドシステムに播種し，

嫌気下で 24 時間，37℃で培養し，バイオフィル
ムを形成させた。この形成されたバイオフィルム

を共焦点走査型レーザー顕微鏡にて観察し，

imageJ (version 1.46r) により，バイオフィルム
の構造の変化を検討した。 
４．バイオフィルム中の菌および菌体外多糖の観

察：供試菌を SYTO 9 により蛍光染色を行い，
Alexa Fluor 647 を添加した 0.5% スクロース含
有化学合成培地で波長 600 nmが 0.1になるよう
に調整した。この菌液をチャンバースライドシス

テムに播種し，嫌気下で 24時間，37℃で培養し，
バイオフィルムを形成させた。この形成されたバ

イオフィルムを共焦点走査型レーザー顕微鏡にて

観察し，imageJ により，バイオフィルムの性状
を検討した。 
【結果】 
	 バイオフィルム構造を観察したところ，

MT-pDL 株では均一なバイオフィルムが形成さ
れていた。MT-pDL 株と比較して DnaK-o 株で
は著明な凝集塊が認められ，一方 DnaK-s 株にお
いては MT-pDL 株と同様な構造が認められた。
バイオフィルム中の菌および菌体外多糖の観察で

は，MT-pDL 株および DnaK-s 株において菌が
底面に均一に付着し，その上方に菌体外多糖が合

成されていた。一方で DnaK-o 株においては菌の
付着の上方に菌体外多糖の著しい凝集が認められ

た。 
【考察】 
	 以上の結果より，DnaK を過剰発現させると菌
体外多糖の産生が顕著に増加し，構造が大きく変

化していることから，DnaKが S. mutansの表層
タンパクに関与していることが示唆された。しか

し，DnaK が表層タンパクを制御している機序に
ついては明らかとなっていないため，今後さらな

る検討が必要である。 
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バイオフィルム除去のために電解次亜塩素酸水と併用する洗浄液の検討 
Consideration of the cleaning solution used with electrolyzed dilute sodium hypochlorite solution for 
biofilm removal. 

 
○井上 吉登、佐藤 武則*、押川 弘巳、藤田 茉衣子、大久保 孝一郎、 

保田 将史、浅里 仁、横山 三菜、浜田 信城*、木本 茂成 
Yoshinori Inoue, Takenori Sato*, Hiromi Oshikawa, Maiko Fujita, Koichiro Ookubo, 

Masafumi Yasuda,Jin Asari, Mina Yokoyama, Nobushiro Hamada*, Shigenari Kimoto. 
 

（神歯大・歯・小児歯，*神歯大・微生物） 
Kanagawa Dental Univ. Dept. Oral Interdisciplinary Medicine. Div. Pediatric Dent.  

and Kanagawa Dental Univ. Dept. Oral Science. Div. Microbiology and Infection.
 
【目的】 

我々は重曹(SHC)を添加した電解次亜塩素酸

水(HClO)を用い S.mutans で作成したバイオフ

ィルムを除去することが可能であることを見出し

報告してきた。しかし、十分な洗浄には 15 分以上

の時間を要した。そこで、効率的な歯垢除去方法

を探索するため併用する洗浄液を検討した。今回、

ラウリル硫酸ナトリウムおよびエリスリトール水

溶液との併用について若干の知見を得たので報告

する。 
【対象と方法】 

12 ウェルのセルカルチャーに直径 18mm のカ

バーガラスを入れて S. mutans Ingbrtt 株を 24時

間培養し、形成されたバイオフィルムを PBS 溶液

中で洗浄後実験に供試した。実験は、コントロー

ルとして洗浄しないカバーガラスおよび 6%重曹

添加 0.05%電解次亜塩素酸水 (SHC+HClO)で
35℃の温度で 15 分洗浄したもの、実験群として

10%ラウリル硫酸ナトリウム(SLS)、10%エリスリ

トール(ERY)の各溶液で 35℃の温度で 15 分間洗

浄したものを比較した。それぞれのカバーガラス

に残留したバイオフィルムを 1N-NaOH で剥離し、

550nm 波長の吸光度を計測した濁度を残留バイ

オフィルム量とした。さらに、ネガティブコント

ロールとアクティブコントロールに加え、実験群

として SLS と HClO を混合した溶液、ERY と

HClO を混合した各溶液で 35℃の温度で 15 分間

洗浄したカバーガラスの残留バイオフィルム量の

計測も行った。なお、SLS と HClO および ERY
と HClO の混合は洗浄直前に 1：1 の比で混合し

た。 
【結果】 

洗浄しなかったカバーガラスの残留バイオフィ

ルム量に比較し、SHC+HClO で洗浄したカバー

ガラスの残留バイオフィルム量は 50%以下であっ

た。それに比べ、SLS および ERY で洗浄した場

合には残留バイオフィルム量は多く洗浄効果はほ

とんど認められなかった。 
これに対し、SLSとHClOを混合した溶液、ERY

と HClO を混合した各溶液で洗浄したカバーガラ

スの残留バイオフィルム量は、50%程度であった。 
【考察】  

ラウリル硫酸ナトリウムはタンパク質の折りた

たみ構造を棒状構造へと変化させることで電気泳

動に利用されているが、バイオフィルムを分解除

去するような作用はないことが推察された。また、

矢納らはエリスリトールが歯垢除去に効果がある

として歯磨剤に配合することを勧めているが、エ

リスリトールがバイオフィルムを分解除去する効

果は認められなかった。 
これに対し、SLS と HClO の混合溶液、ERY

と HClO との混合溶液には、バイオフィルムを分

解除去することができると推測されるが、

SCH+HClO の洗浄効果に対しては効果が低いも

のと推察された。 
【文献】 

1）矢納義高，他：エリスリトール配合歯磨剤が

口腔状態に与える影響，保存学雑誌，50 巻

秋季特別：142，2007． 
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ウンシュウミカンの内果皮による Streptococcus mutans への抗菌作用に関する検討 
Albedo tissue of Citrus unshiu shows antibacterial effects toward Streptococcus mutans 

 
○大畑隼平，野村良太，仲野和彦 

Jumpei Ohata, Ryota Nomura, Kazuhiko Nakano 
 

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

 
【目的】 
	 グラム陽性菌である Streptococcus mutans は
主要なう蝕原性細菌であり、これまでに様々な抗

菌物質が検討されてきている。柑橘類の成分の中

にも抗菌作用を有するものが存在することが知ら

れているが、口腔内細菌に対して評価した研究は

ほとんど存在していない。本研究では、柑橘類の

うちミカン属に分類されるウンシュウミカン	

(Citrus unshiu)	より採取した内果皮による S. 
mutans	に対する抗菌作用について検討したので
報告する。 
【対象と方法】 
１．供試菌および培養条件 
	 日本人小児口腔由来の S. mutans MT8148株を
用いて、Brain Heart Infusion (BHI) 培地で 37℃、
18 時間培養した。この菌液を PBS で 1.0×109 

CFU/mlとなるよう調整し分析に用いた。 
２．ミカン粉末の調整	

	 本研究で用いたウンシュウミカンは、和歌山県

海南市で栽培されたものを使用した。ミカンの外

果皮、内果皮、果実を凍結乾燥した後に、乳鉢を

用いて 15分間すり潰し粉末状としたものを、滅菌
蒸留水もしくは 100%エタノールに溶解し、0.45 
µm のフィルターを用いて滅菌したものをそれぞ

れ分析に用いた。	

３．ミカン粉末の糖度および pH測定	
	 各粉末をそれぞれ 12.5 mg/ml の濃度となるよ
う滅菌蒸留水で調節し、糖度計を用いて糖度を測

定した。また、各粉末をそれぞれ 100 mg/mlの濃
度となるよう 100%エタノールで調整し、pHメー
ターを用いて pHを測定した。	
４．ミカン内果皮粉末による抗菌作用の分析	

	 100%エタノールを溶媒として、内果皮を 3.1、
6.3、12.5、25.0、50.0、100.0 mg/mlの各濃度と	
なるよう調整した。供試菌に各濃度の内果皮を添	

	

加し、37℃で 3時間および 12時間培養を行った。	
培養後、各菌液を PBSを用いて段階希釈した後に
Mitis-Salivarius-Bacitracin (MSB) 寒天培地上
に播種し、37℃で 48 時間培養し、コロニー数を
カウントした。また、濃度 100 mg/mlの試薬を加
えた菌液に関しては、0、1.5、3、6、12時間培養
ごとに菌液を MSB 寒天培地上に播種し、37℃で
48時間培養した後コロニー数をカウントした。各
濃度および各時間における内果皮非添加群の菌数

に対する内果皮添加群の菌数の割合を生存率とし

て算出した。	

【結果】 
１．各ミカン粉末の糖度および pH値	
	 外果皮、内果皮、果実のうち糖度はそれぞれ 2.9、
1.7、5.1 ブリックスであり、内果皮で最も低い数
値を示した。また、果実の pH が 5.6 だったのに
対し、外果皮の pHは 6.4、内果皮の pHは 6.8で
あった。 
２．ミカン粉末の抗菌効果の評価 
	 3 時間培養を行った菌液では、コントロール群
と比較して、加えた試薬の濃度依存的にその菌量

が減少し、25 mg/ml以上の内果皮添加時において
菌の生存率は 20%以下まで減少した。一方で、12
時間培養を行った菌液では、全ての濃度で菌の生

存率は 20%以下であった。100 mg/mlの内果皮を
加えた菌液を用いて経時的な分析を行ったところ、

1.5 時間の時点で菌の生存率は 30%以下まで減少
した。 
【考察】 
	 本研究から、ミカンの内果皮は外果皮や果実と

比較して最も糖度が低く pH が中性に近いこと、
ミカンの内果皮粉末を添加した菌液ではコントロ

ール群と比較して菌の生存率が減少したことから、

ミカンの内果皮粉末が S. mutans の抗菌物質と
して有効である可能性が示唆された。 
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ラット齲蝕モデルにおける腎臓の免疫組織学的評価 
Immunohistological analysis of kidney tissues extirpated from model rats with dental caries 

 
○和唐薫子，仲 周平*，畠山理那, 野村良太，仲野道代*, 仲野和彦 
Kaoruko Wato, Shuhei Naka*, Rina Hatakeyama, Ryota Nomura,  

Michiyo Matsumoto-Nakano*, Kazuhiko Nakano 
 

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

*Dep. Pediatric Dent., Okayama Univ. Grad. Sch. Med. Dent. Pharm. 
 
【目的】 

IgA 腎症は、慢性糸球体腎炎の中で最も頻度が

高く、 発症後 20 年のうちに約 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、免疫組織学的な観点から IgA 腎症発症の

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、以下の実験にはこれらの

菌株をストレプトマイシン (1500 μg/ml) 耐性と

し標識付けしたものを用い、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、普通飼料摂

取群とスクロース含有飼料摂取群に分けた。菌定

着群は、生後 17 日目より MT8148R 株および 
JD74R 株を 5 日間摂取させ、スクロース含有飼

料を与えて飼育した。菌定着開始後 24 週にラッ

トを屠殺し、腎臓の摘出を行った。腎臓組織の病 
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い、メ

サンギウム増殖スコアおよび IgA スコアを算出

した。さらに、IgA 抗体と C3 抗体を用いた蛍光

免疫染色を行い、メサンギウム領域における IgA 
および C3 補体の沈着を観察した。また、顎骨の

摘出を行い、齲蝕スコアの算出を行った。 
【結果】 
1. 腎臓組織における組織学的評価: PAS 染色に

よる評価では、JD74R 株群において菌非定着群と

比較して、メサンギウム領域基質の有意な増殖が

観察された。また、IgA 抗体を用いた免疫染色像

からは、JD74R 株群において菌非定着群と比較し

て、パラメサンギウム領域に IgA の沈着が有意に

多く認められた。さらに、蛍光免疫染色法による

分析からも、 JD74R 株群のメサンギウム細胞に

おいて著名な IgA および C3 補体沈着が観察さ

れた。 
2. 齲蝕スコア: 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。

また、MT8148R 株群および JD74R 株群におい

て、観察された齲蝕のほとんどが歯髄に到達して

いた。 
【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ことによって、糸球体中の

メサンギウム細胞の増殖および IgA や C3 補体

沈着が生じ、IgA 腎症が発症している可能性が示

唆された。今後、発症メカニズムの詳細に関して

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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	 重度齲蝕によって誘発されるラット感染性心内膜炎新規モデルの構築 
Construction of novel rat model of infective endocarditis induced by severe dental caries 

 
○又吉紗綾，大継將寿，野村良太，仲野和彦 

Saaya Matayoshi, Masatoshi Otsugu, Ryota Nomura, Kazuhiko Nakano 
 

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

 
【目的】 
	 Streptococcus mutans は齲蝕の主要な病原細
菌であるだけでなく、感染性心内膜炎の起炎菌と

しても知られている。これまでに、感染性心内膜

炎を評価する動物モデルとして、カテーテルによ

りラットの心臓弁を人工的に傷害するモデルが広

く用いられている。このモデルでは、心臓弁の傷

害後に口腔外の血管から病原細菌を投与するため、

口腔に存在する菌が心臓弁に到達するという実際

の病態を反映しているとは言い難い。本研究では、

重度の齲蝕を発生させたラットの心臓弁を傷害す

ることにより、齲蝕誘発性の感染性心内膜炎ラッ

トモデルの構築を試みたので報告する。 
【対象と方法】 
１．供試菌株および培養条件 
	 フィンランド人小児口腔由来の S. mutans 
SA31 株（血清型 k）をストレプトマイシン（1500 
µg/mL）耐性として標識付けしたものを供試菌と
した。供試菌は、Brain Heart Infusion 液体培地
を用いて 37℃で 18 時間培養後、滅菌生理食塩水
に懸濁したものを使用した。 
２．齲蝕誘発性ラット心内膜炎モデルの作製 
	 18日齢のオスの Sprague-Dawleyラット 10匹
を用いて、供試菌を 5 日間連続して 2×108CFU
を口腔に投与し定着させた。これらのラットは、

実験開始から終了まで 56%スクロース配合粉末飼
料を与えて飼育した。感染後 3 か月間飼育を行う
ことにより重度の齲蝕を誘発させたラットを、心

臓弁傷害群（n=6）および非傷害群（n=4）に分類
した。心臓弁傷害群に対しては、全身麻酔下にて、

右頸動脈よりカテーテルを挿入して大動脈弁に人

工的に傷害を生じさせた。 
３．顎骨の分析 
	 心臓弁傷害１か月後に全てのラットを屠殺し、

顎骨を摘出した。下顎骨に滅菌生理食塩水を加 

 
えて超音波処理を行った後、菌の懸濁液をストレ

プトマイシン含有 Mitis-Salivalius-Bacitracin
（MSB）寒天培地に播種し培養後、菌数の算定と
菌株の分離を行った。また、上顎臼歯部を歯垢染

色液で染色し、プラークインデックスを算出した。 
４．心臓の分析 
	 ラットを屠殺後、心臓を摘出し重量を測定した

後、心臓を正中にて分割した。このうち半分をホ

ルマリン固定し、病理組織学的評価としてグラム

染色を行った。残り半分は、滅菌生理食塩水を加

えて超音波処理を行い、ストレプトマイシン含有

MSB寒天培地に播種し培養することにより、菌数
の算定と菌株の分離を行った。 
【結果】 
１．齲蝕の評価 
	 全てのラットの上下顎において歯髄に及ぶ重度

の齲蝕が確認されるとともに、下顎骨からは S. 
mutans が分離された。また、上顎骨を用いた分
析から、心臓弁傷害群と非傷害群との間で、プラ

ークインデックスに有意差を認めなかった。 
２．心臓弁の評価 
	 非傷害群と比較して、傷害群において有意に高

い心臓重量を示した。また、非傷害群の心臓から

は S. mutansが分離されなかったのに対し、傷害
群の心臓からはラット 1 匹につき平均 2×
103CFUの S. mutansが分離された。病理組織学
的分析からは、傷害群の心臓弁組織において S. 
mutansの付着が認められた。 
【考察】 
	 本研究において、口腔に定着させた S. mutans
株が心臓から分離されたことから、齲蝕誘発性の

ラット感染性心内膜炎モデルを構築できたと考え

られる。今後、このモデルを用いて口腔由来の菌

株が引き起こす感染性心内膜炎に関する様々な分

析を行っていきたいと考えている。 
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感染性心内膜炎を発症した小児の血中から分離された口腔細菌に関する 

分子生物学的解析 

Molecular biological analysis on oral bacteria isolated from the blood of child with  
infective endocarditis 

 
○仲	 周平, 吉田衣里, 平野慶子, 高島由紀子, 仲野道代 

Shuhei Naka, Eri Yoshida, Keiko Hirano, Yukiko Takashima,  
Michiyo Matsumoto- Nakano 

 
（ 岡大・医歯薬・小児歯 ） 

Okayama Univ. Dept. Pediatric Dent 
 
【目的】 
	 感染性心内膜炎（infective endocarditis; IE）は、心
疾患を有する患者の心内膜や弁膜表層への細菌感

染により発症すると言われている。その感染経路

の多くは不明とされているが、口腔レンサ球菌が

検出されるため歯科処置が原因の一つとして考え

られている。本研究では、IE 患者血液中より分離
された口腔レンサ球菌と唾液から分離した菌が同

一であるかを分析し、IE 発症との関連性について
検討を行ったので報告する。 
【患者情報】 
2歳 5か月の女児。無脾症、単心室症、肺動脈閉鎖、
総肺静脈還流異常のため、岡山大学病院小児科通

院加療中である。今回、IE 発症のため、血液培養
細菌検査を行った結果、血液中より Streptococcus 
oralis が検出されたため、口腔内精査のため当科に
紹介来院。口腔内診査を行ったところ、特に齲蝕や

処置歯などの所見は認められなかったが、口腔衛

生状態の不良による歯肉炎症を認め、ブラッシン

グの際には出血が認められた。 
【材料と方法】 
	 患者および保護者の同意のもと血液培養液お

よび口腔サンプルとして採取した唾液を Mitis-
salivarius 寒天培地に播種し、37℃で 48時間培
養後、菌の分離を行った。血液培養液中からは

24株（B1~B24株）、唾液中からは 23株
（S1~S23株）を分離した。各分離株を Brain 
Heart Infusion 液体培地に 37℃で 24時間培養し
た後、Puregene DNA Isolation Kits○Rによって
DNAの抽出を行った。口腔レンサ球菌のハウ
スキーピング遺伝子である gdh、sod に対する
特異的なプライマーを使用し、Polymerase-chain 
reaction（PCR）法により目的遺伝子の増幅を行
った。増幅された遺伝子は、電気泳動を行い、

バンドのパターンによってレンサ球菌種の同定

を行った。また、分離された菌が同一菌種であ

るかを調べるために、Random amplified 

polymorphic DNA（RAPD）法を用いて検討し
た。血液培養中および唾液中から分離され同一

のフィンガープリントパターンを示した菌にお

いては、抽出した細菌 DNA を使用し、16S 
ribosomal RNA（rRNA）を増幅する特異的プラ
イマーを用いて、Broad-range PCR 法を行っ
た。さらに増幅した 16S rRNA の遺伝子配列に
より菌種を特定し 97% 上の相同性で同一属と
し、99% 以上の相同性で同一種属とした。 
【結果】 
 PCR 法を行った結果、血液培養液中から分離
された菌は 24株/24株（100%）が 
Streptococcus mitis と同定された。一方で、唾
液中の分離された菌は、14株/23株（60.1%）
が、S. oralis と同定された。残りの 9株はいず
れのプライマーで陰性を示し、同定されなかっ

た。血液培養液中より分離され、S. mitis と同
定された 24株と唾液中から分離され S. oralis 
と同定された 14株に対して、RAPD 法を行っ
た結果、S7株、S8 株、S21 株、S22 株が同一
の遺伝子型を示す結果となった。これら 4株に
関して、遺伝子配列の検索により同定を行った

結果、S7、S8 株は S. mitis, S. oralis と配列が
100％一致した。一方で、B21、B22 株は S. 
mitisと配列が 100％一致した。 
【考察】 
本研究の結果、唾液からの分離株 S. oralis 2 

株と血液中からの分離株 S. mitis 2 株が同一の
遺伝子型を示し、遺伝子配列の検索を行った結

果、唾液および血液中のいずれからも検出され

た菌株は S. mitis と 100%の配列一致を認めた
ため、本患者における IE は口腔内の S. mitis 
による可能性が考えられた。 
今回の結果から、観血的な歯科処置を行った

際に、血中へ侵入し IE が発症すると考えられ
ていたが、口腔内の衛生状態が不良であり、さ

らに乳歯萌出中の歯肉炎に伴う出血等によっ

て、血中に原因菌が侵入し、発症した可能性も

考えられるため、IE 発症の予防には、口腔内
を清潔に保つための日々の口腔ケアが重要であ

ることが示唆された。 
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Helicobacter pyloriの除菌療法を受けた十二指腸潰瘍患者の口腔内細菌叢に関する検討 
Changes in oral flora of gastric disease patient following Helicobacter pylori eradication therapy 

 
○門田珠実，鋸屋侑布子，畠山理那，野村良太，仲野和彦 

Tamami Kadota, Yuko Ogaya, Rina Hatakeyama, Ryota Nomura, Kazuhiko Nakano 
 

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

 
【目的】 
	 Helicobacter pyloriはグラム陰性微好気性の桿
菌であり、胃疾患の原因菌として知られている。

H. pyloriは小児期に口腔を介して感染が成立する
と考えられており、これまでに胃からだけでなく、

口腔からも検出されている。消化器疾患患者にお

ける H. pylori を除菌するための抗生物質療法が
確立されているが、治療前後の口腔内の H. pylori
や口腔内細菌叢の変化については明らかになって

いない。本研究では、十二指腸潰瘍患者 1 名から
口腔サンプルを採取し、除菌前から除菌後 6 か月
までの H. pylori および口腔細菌叢の経時的な変
化について分析を行うことにした。 
【対象と方法】 
1. 対象および胃における H. pyloriの治療経過 
	 腹痛を主訴とする 29 歳の女性を研究対象とし
た。本被験者は、消化器内科で胃鏡検査と尿検査

を受け、胃における H. pyloriの感染が確認された
ため、除菌療法として 1週間抗生物質を服用した。
除菌療法後約 2 か月後に、尿素呼気試験により胃
内における H. pyloriの除菌を確認した。なお、本
研究は被験者の同意のもと行われた。 
2. 口腔サンプルの採取 
	 被験者の全歯を 6 ブロックに分け、各ブロック
から歯肉縁上および縁下プラークを採取するとと

もに、唾液サンプルも採取した。除菌療法開始、

除菌中（除菌開始 1、3、7日後）および除菌後（除
菌終了 1、3、7日後および 1、3、6か月後）にこ
れらの口腔サンプルの採取を行った。 
3. 分子生物学的分析 
	 採取した各口腔サンプルから、細菌 DNA を抽
出した。これらの細菌 DNA を鋳型として、H. 
pylori と主要な歯周病原性細菌 10 菌種および口
腔レンサ球菌 6 菌種を分子生物学的手法により検
出した。 

 
【結果】 
1. 口腔からの H. pyloriの検出 
	 除菌前には、6 ブロックのうち 3 ブロックのデ
ンタルプラークから H. pyloriが検出された。除菌
中の 1日目と 7日目には、1ブロックからH. pylori
が検出されたが、除菌終了後にはいずれのデンタ

ルプラークからも検出されなかった。一方で、唾

液からは除菌前に H. pyloriが検出されたが、除菌
期間中には検出されなかった。除菌終了後 3 日目
に、唾液から H. pyloriが検出されたが、それ以降
は全く検出されなかった。 
2. 歯周病原性細菌の検出 
	 デンタルプラークからは、除菌前に 10菌種中 6
菌種の歯周病原性細菌が検出され、除菌期間中は

0〜2菌種まで減少した。その後、除菌終了後 1週
間ほどで、除菌前と同程度の菌種が検出されるよ

うになった。一方で、唾液からは研究期間中にわ

たって、常に 7〜8菌種が検出された。 
3. 口腔レンサ球菌の検出 
 デンタルプラークおよび唾液ともに、除菌前には
2 菌種の口腔レンサ球菌が検出され、除菌期間中
には 0〜1菌種まで減少した。しかし、除菌終了 3
か月以降には再び 2菌種以上が検出された。 
【考察】 
	 本研究において、除菌開始とともに口腔内の H. 
pylori は著しく減少し、除菌終了 1 週間以降には
全く検出されなくなった。一方で、デンタルプラ

ーク中の主要な口腔細菌は除菌中に一過性に著し

く減少したものの、除菌後 1 週間ほどで除菌前と
同程度にまで回復した。また、唾液中の主要な口

腔細菌は、本研究期間中に大きな変化を認めなか

った。これらのことから、消化器疾患における H. 
pylori除菌療法は、口腔内の H. pyloriの除去にも
効果的であるとともに、主要な口腔細菌叢の変化

には繋がらないことが示唆された。 
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肺炎球菌のコリン結合タンパク質 CbpJ は好中球による殺菌の回避に働く 
Streptococcus pneumoniae choline binding protein CbpJ contributes to the evasion  

of neutrophil bactericidal 
 

○後藤 花奈*, **,  山口 雅也**,  仲野 和彦*, 川端 重忠** 
Kana Goto*, **, Masaya Yamaguchi**, Kazuhiko Nakano*, 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 はグラム陽性双球

菌で、20~40%の健康な小児の口腔内から検出され

る。その一方で、小児の中耳炎、肺炎、菌血症や

敗血症などの主な原因菌として知られている。コ

リン結合リピートを持つS. pneumoniaeのコリン

結合タンパク質 (Cbp) 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、詳細な機能が不明である

CbpJ に着目し、S. pneumoniae の病原性に果た

す役割を検討した。 
【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 cbpJ 遺
伝子欠失株を用いて検討を行った。 
1.ヒト好中球殺菌試験 

健常なヒトから血液を採取し、血球分離溶液

Polymorphprep を用い好中球の分離を行った。

各菌株とヒト好中球をそれぞれMOIが 0.5となる

ように混和し、培養 1、2、3 時間後の菌体生存率

を比較した。 
2.HL-60 細胞殺菌試験 

各菌株と好中球様に分化誘導した HL-60 細胞

をそれぞれ MOI が 0.5 となるように混和し、培養

1、2、3 時間後の菌体生存率を比較した。 
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 5.0 × 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 × 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 × 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. ヒト好中球と混和後、培養 1、2、3 時間後の全 
    ての時点において、cbpJ     欠失株は野生株と比較 
    して有意に低い生存率を示した。                                                                            
2.         HL-60 細胞と混和後、培養 1、2、3 時間後の     
                          全ての時点において、cbpJ     欠失株は野生株と 

 比較して有意に低い生存率を示した。       

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 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 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、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 
        感染マウスでは著しい炎症性細胞の浸潤や出 
     血などの高度な炎症像を認めた。一方で、cbpJ  
    欠失株感染マウスの肺組織像は野生株感染マ 
    ウスと比較し、炎症像は軽度であった。 
【考察】 

以上の結果から、コリン結合タンパク質 CbpJ
は、好中球による殺菌からの回避に寄与し、S. 
pneumoniae の肺炎発症における病原因子として

働くことが示唆された。 
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次世代シークエンスによる Black stainの解析 
Analysis of the Black stain by Next-Generation sequencing 

 
○倉重圭史，高田一江，青木裕美，梶	 美奈子，植原	 治*，千葉逸朗*，齊藤正人 
○Yoshihito Kurashige, Kazue Takada, Yumi Aoki, Minako Kaji, Osamu Uehara*,  

Ituo Chiba*, Masato Saitoh 
 

（北医療大・歯・小児歯，*北医療大・歯・保健衛生） 
Health Sciences Univ. of Hokkaido, Dept. Pediatric Dent.  

*Health Sciences Univ. of Hokkaido, Dept. Disease Control and Molecular Epidemiology.
 
【目的】 
	 歯の変色は，外来色素沈着，齲蝕による着色，

修復物の変色，加齢変化，歯髄病変やエナメル質

や象牙質の形成不全がある。外来性色素は，お茶

類による茶褐色の沈着が代表として挙げられるが，

原因不明の外来性黒色色素沈着を認めることがあ

る。この外来性黒色色素沈着は，Black stainと呼
ばれ様々な国や地域で報告されている。Black 
stain は歯面に強固に付着しておりブラッシング
では除去は難しく，すべての歯種にみられる。こ

れまでに Black stain の原因菌や口腔内環境につ
いて報告されているものの明らかになってはいな

い。 
	 本研究では， Black stainと非保有者の歯石を
対象とし，網羅的に細菌叢の同定が可能である次

世代シークエンスを用いて，Black stain の細菌
叢および原因細菌の同定を行うことを目的とした。 
【対象と方法】 
〈対象〉北海道医療大学大学病院小児歯科を受診

し，本研究に対して保護者の理解と同意の得られ

た Black stainを認める患者 8名，および下顎前
歯部舌側に歯石を認めた患者 8 名を対象とした。
なお，本研究は本学個体差医療科学センター倫理

委員会の承認（第 2011-012号）を得て行った。 
〈方法〉 
1) Black stain および歯石サンプルからの微生物
RNA採取：DNeasy® Blood & Tissue Kitにより
微生物 DNAを抽出した。  
2) ライブラリー調整 
	 ライブラリーの調製は，16S Metagenomic 
Sequencing Library Preparation Protocolを参照
し, 16Sr RNA遺伝子の V3-V4領域由来のアンプ
リコンを精製した。Index PCRは，Nextera® XT  

 
Index kit v2 Set Aを用いアダプターおよびイン 
デックス配列を付加させた。 
3) NGS シークエンスおよび解析 
NGSシークエンスは，MiSeqを使用し，シークエ
ンスデータは，QIIMEにより解析を行なった。 
4)統計解析 
	 歯石および Black stainの群間内の比較検討は，
IBM SPSS Statisticを使用し t-検定を行い，有意
水準 5%とした。 
【結果】 
1) 細菌属の比較 
	 歯石群の細菌属は other genera，Neisseria属，
Streptococcus 属の構成率が高いものの幅広い細
菌属を検出した。 Black stain 群は，Prevotella
属が大勢を占め，次いで，Bacteroides 属，other 
generaの構成率が高かった。 
2) 細菌種の比較 
	 歯石の細菌種は，Other species，Neisseria 
mucosa，Lautropia mirabilis の構成率が高く，
Black stain群は， Prevotella melaninogenicaが
大勢を占め，次いで Bacteroides denticanium，
Other speciesの構成率が高かった。 
【考察】 
	 口腔内の黒色産生菌は，Porphyromonas 属や
Prevotella属がある。 Black stain原因菌は，P. 
intermedia, P.nigrescens が示唆されていたが，
本結果では， P.melaninogenicaを顕著に認めた。
P.melaninogenicaは黒色色素産生菌であり，本研
究により P.melaninogenica の関与が明らかにな
った。 
【COI】 
	 本演題発表に関連して、開示する COI関係にあ
る企業はありません。 

206　小児歯科学雑誌　56（2）：206　2018

P-014



乳幼児の口腔内細菌叢の出生時からの経時的変化 
Chronological change in oral microbiome of infants. 

 
○新井	 敬，桜井敦朗，本間宏実，永井宜子，新谷誠康 

Takashi Arai, Atsuo Sakurai, Hiromi Homma, Nobuko Nagai, Seikou Shintani 
 

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

 
【目的】 
	 近年、口腔をはじめ人体の各部位に存在する細

菌叢の全貌を明らかにし、細菌叢の差異がある疾

患の発生にどのような影響を与えるかを検討する

研究が多く行われるようになってきた。ヒト口腔

では、胎児の間は無菌もしくは非常に低レベルで

しか細菌が検出されないが、出産時および出産後

に外界との接触によって、個々の口腔内細菌叢が

形成されていくと考えられる。しかし、口腔内細菌

叢の形成過程ともいえる乳幼児を対象に、その形

成推移を新生児期から経時的に解析した研究はほ

とんど行われていない。そこで本研究では、出生直

後から継続して同一小児の口腔内試料を定期的に

採取し、乳幼児の口腔内細菌叢を解析した。また、

各対象児とその両親の口腔内細菌叢の類似性につ

いても検討した。 
【対象と方法】 
	 本研究では５名の乳幼児を対象とした。保護者

に対する十分な説明と同意の上で、対象児に対し

て、出生直後から定期的に唾液および舌スワブ標

本を採取した。採取した試料は、市販のキットを用

いて細菌由来のゲノムDNAを抽出した。得られた
ゲノム DNA をテンプレートとして、細菌の 16S 
rRNA遺伝子の一部配列の増幅を行い、次世代シー
クエンサーMiSeq (Illumina 社)によって遺伝子シ
ークエンスを行った。シークエンシングで得られ

たすべてのデータは Bioinfomatics pipeline 
QIIME上で解析を行った。得られた配列は既存の
データベースと照合して試料中に含まれる細菌種

を推定した。特に多く検出された細菌種について

は、構成比率の推移について解析した。本研究の手

法については東京歯科大学倫理委員会の承認を経

て行った（承認番号 251）。 

【結果】 
	 各対象児の唾液および舌スワブ標本から検出さ

れた細菌の属数は、出生直後は20程度であったが、
3歳では 50〜80程度認められ、増加傾向にあった。
しかし、いずれの対象児でも３〜６か月時に検出

属数がいったん減少していた。検出された細菌構

成のパターンをもとにして系統樹を作成したとこ

ろ、生後６か月までに得た試料と９か月以降に得

た試料では細菌構成が明らかに変化していること

が示された。いずれの対象児でも研究期間を通じ

て Streptococcus属の構成比が多くを占めるが、経
時的に減少傾向が認められ、特に９か月以降にそ

の傾向は顕著であった。Neisseria 属や Rothia属
などでは９か月以降に構成比が増大する傾向が認

められた。 
【考察】 
	 本研究の対象児の試料から得られた結果では、

生後９か月以降に明らかな細菌構成パターンの変

化が認められた。変化を生じた時期から、歯の萠出

や離乳食の開始が口腔内細菌叢に影響している可

能性がある。これまでの研究で、小児は成人に比べ

て個体間での口腔内細菌叢の多様性が大きいと考

えられているが、小児の口腔内細菌叢は成長や口

腔内の環境変化によって、短期間で大きく変化し

ていることが示唆された。 
	 口腔内細菌叢は、健康な状態の維持と密接に関

わっており、細菌叢が撹乱されることは齲蝕や歯

周病をはじめとする疾患発生に強く影響する。小

児期において口腔内細菌叢の形成過程の詳細を明

らかにすることは、口腔の健康を生涯にわたって

保つため、また、疾患の発症に関与する細菌学的要

因の詳細を明らかにするために有用であると考え

ている。 
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  次世代シーケンサーを用いた小児の口腔内細菌叢の解析 
Analysis of oral microbial flora in children using next generation sequencer 

 
○齊藤 桂子、蒔苗 剛、田中 光郎、森川 和政 

Keiko Saito, Tsuyoshi Makinae, Mitsuro Tanaka, Kazumasa Morikawa 
 

（岩医大・小児障害歯） 
Iwate Medical Univ. Div of Pediatric Dentistry / Disabled Person Dentistry 

 
【緒言】 
齲蝕原因菌である MS の感染は、ある範囲の期間
に起こり、それ以降は感染しにくくなるといわれ、

この感染の窓と呼ばれる時期は、乳歯の歯数が増

加する時期とも一致しており、MSが歯面に定着し
やすい時期であると考えられる。本研究では、MS
が歯面に定着する時期を過ぎ、固有の細菌叢を有

すると考えられるⅡC 期以降の小児を対象に小児
の口腔内細菌叢とMSとの関連を検討した。 
【対象と方法】 
当科で定期的な健診を行っている小児で、予備研

究で、定量的 PCR法を用いてプラーク中のMSが
検出されなかった小児 6名、MSが量的に多く検出
された小児 10名を抽出した。この 16名を対象と
して、歯肉縁上プラークを全歯面より採取し、この

プラークサンプルより得られた精製ゲノム DNA
について次世代シークエンサーを用いてメタゲノ

ム解析を行った。MSの検出の有無による年齢分布
に差は認められなかった。現在の口腔内に存在す

るすべての乳歯、永久歯で齲蝕のある歯と修復処

置が行われている歯の総数を全歯数で除した数を

齲蝕経験指数とした。得られた結果は、SPSSを用
いてノンパラメトリック解析を行い、MS感染と関
連性がある口腔内細菌の探索、齲蝕経験を組み合

わせた場合の、有意に関連性がある細菌種につい

て検討を行った。なお、全ての結果の有意水準は、

0.05 未満とした。また、対象者に対して、事前に
保護者および患児に、本研究の主旨を説明し同意

を得た。なお、本研究は岩手医科大学歯学部倫理委

員会の承認を得て実施している（承認番号01262）。 
【結果】 
１）被験者のMS感染の有無に関連する細菌 
MSに感染していない小児の細菌叢で、細菌量の比
率が高い細菌種が 4 菌種、逆に細菌量の比率が低
い細菌種が 11菌種存在した。 

 
２）齲蝕経験(－)に関連する細菌 
齲蝕経験がない小児の口腔内において細菌量の比

率が高い細菌種は Eubacterium brachy,逆に比率
が低い細菌種はStomatobaculum longumであった。 
３）MS感染(＋)で齲蝕経験(－)に関連する細菌 
MS 感染していて齲蝕経験のない小児の細菌叢で細
菌量の比率が高い細菌種はBrochothrix thermosphacta、
逆に比率が低い細菌種は Stomatobaculum longumと
Peptostreptococcus stomatisであった。 
４）MS感染・齲蝕経験(－)VS  MS感染・齲蝕経験(＋) 

MS感染(－)・齲蝕経験(－)の小児では 11菌種が多
く、逆に 8菌種において少なかった。 
５）MS感染の有無と総細菌種数 
細菌叢の多様性が MS 感染に何らかの影響を与え
ている可能性を探るために、MS感染の有無と総細
菌種数との関係を見たが、MS感染（＋）では 104.6
±17.9 菌種、MS感染（－）では 126.0±46.5菌
種で有意差はなかった。 
【考察】 
齲蝕の原因菌であるMS(－)の細菌叢を保有する被
験者では、S.sanguinis や N.elongata が有意に比
率が多くなることが判明した。N.elongata につい
てはその口腔内における齲蝕との関連性は不明で

あるが、S.sanguinisは齲蝕との関連性が指摘され
ており、こうした細菌種が何らかの機序で MS の
感染を抑制している可能性が考えられる。MS感染
(＋)にもかかわらず齲蝕経験(－)の小児の細菌叢で
有意に比率の高い細菌が存在することが判明した。

また MS 感染と齲蝕経験との組み合わせの中に特
徴 的 な 細 菌 の 存 在 が 明 ら か に な っ た 。

Stomatobaculum longum は MS 感染・齲蝕経験
(－)、MS感染(＋)で齲蝕経験(－)のグループで共通
して少なく、何らかの鍵になる働きをしている可

能性が示唆された。今後これらの細菌に注目して

小児細菌叢と齲蝕との関連を追究したい。 

208　小児歯科学雑誌　56（2）：208　2018

P-016



	iPS細胞由来神経堤細胞を用いた頭蓋顔面骨再生 
Craniofacial Bone Regeneration using iPS Cell-Derived Neural Crest Like Cells 

 
○菊池和子，久慈昭慶，森川和政 

Kazuko Kikuchi, Akiyoshi Kuji, Kazumasa Morikawa 
 

（岩医大・歯・小児障害） 
Division of Pediatric and Special Care Dentistry, Department of Developmental Oral Health Science, 

School of Dentistry, Iwate Medical University. 

 
【目的】 
	 組織再生の基本的戦略は、その組織の発生過程

を人工的に再現させることである。 
	 顎骨の発生においては、顎顔面骨は神経堤細胞

から分化した間葉系幹細胞から作られる。これま

でに我々は、マウス iPS細胞から効率的な神経堤
細胞の分化誘導法を確立している。本研究では、

この iPS 細胞由来神経堤細胞（iPS-NCLC）が顎
骨再生における有用な細胞ソースとなりえるので

はないかと考え、検証することを目的とした。  
 
【対象と方法】 
１．	マウス iPS-NCLCを血清含有培地で培養

することでMSCへの分化誘導を行い、免
疫組織化学、フローサイトメーターをもち

いてMSCマーカーの発現を解析した。 
２．	iPS細胞由来間葉系幹細胞（iPS- MSC）

に対して骨芽細胞、脂肪細胞、軟骨芽細胞

への分化誘導を行い、特異的マーカーの発

現を免疫組織化学および定量的 PCRにて
解析した。 

３．	iPS- MSCを 8週齢オスの免疫不全マウス
皮下に移植し、腫瘍形成能を評価した。ま

た、iPS- MSCにおける幹細胞関連遺伝子
の発現を、定量的 PCRにて解析した。 

４．	GFPを発現する iPS- MSCを β-TCPとと
もに 8週齢オスの免疫不全マウス頭蓋骨
欠損部に移植し、8週後に組織学的解析を
行った。 
 

【結果】 
１．	血清含有培地で培養した iPS-NCLCは

MSCマーカーを発現した。 
２．	iPS-MSCは、骨芽細胞、脂肪細胞、軟骨

芽細胞への分化誘導培地で培養すること

で、それぞれの細胞へと分化した。 
３．	iPS-MSCは免疫不全マウスの皮下に移植

しても奇形腫を形成しなかった。さらに

iPS-MSCは未分化 iPS細胞と比較して幹細
胞関連遺伝子の発現が顕著に低下してい

た。 
４．	マウス頭蓋骨欠損部において，iPS- MSC

を移植した群は非細胞移植群と比較して

より多くの新生骨の形成を認めた。また、

新生骨組織周囲の iPS-MSCは骨芽細胞マ
ーカーを発現していた。 

	  
【考察】 
１．	iPS-NCLCは血清含有培地で培養するこ

とでMSCに分化した。 
２．	iPS-MSCは in vitroにおいて骨芽細胞、

脂肪細胞および軟骨芽細胞に効率よく分

化することから、様々な組織再生に応用で

きると考えられた。 
３．	iPS-MSCは腫瘍形成能を喪失しており、

将来の臨床応用を考える上で安全性の高

いものであると考えられた。  
４．	iPS-MSCは in vivoにおいても骨芽細胞へ

分化し、骨再生に寄与することが明らかに

なった。 
	 以上の結果から、我々が開発した iPS-MSC
は、顎骨再生に対して有用な細胞ソースとなる

ことが明らかとなった。 
 
【文献】 
	 1）Otsu K et al. Differentiation of induced 
pluripotent stem cells into dental mesenchymal 
cells. Stem Cells Dev 21: 1156-1164, 2012 
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歯根膜修復における Notch シグナルの関与 
Intervention of Notch Signaling in the Periodontal Ligament Recovery 

○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） 

Dept. Pediatric Dent., Matsumoto Dent. Univ. 

 
【目的】 

我々は、傷害された歯根膜は骨髄の間葉系幹細

胞の移動とその分化によって修復されることを発

表してきた。さらに、移動してきた細胞は、その

場で細胞の分化が起こっていることも、昨年度の

本学会等にて報告してきた。Notch シグナルは、

形態形成や各種細胞などの分化過程に関係する遺

伝子調節経路である。そこで、Notch シグナルに

ついて、今回傷害された歯根膜の修復時にこれが

関与しているとの想定のもとに実験を行った。 

【対象と方法】 

実験には GFP 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 1/2 歯科用ラウンド

バーを用い穿孔した。以後 2 週、3 ヶ月、6 ヶ月ま

で経過を追い、各期間で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。また、

免疫組織化学的に Notch1 (Anti-activated Notch1  

antibody: ab52301, Abcam, Cambridge, UK; 1/100 )を

用い、その発現状況を追究した。なお、侵襲を加

えていない第二臼歯関連組織を対照とした。 

【結果】 

病理組織学的に、髄床底穿孔部には若干の円形

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。 2 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、歯根膜

ポリープを形成していた。当該の歯根膜部には生

理的な配列の歯根膜組織は無く、一部に好中球な

どの炎症性細胞の著明部もあった。 1 か月の病理

組織像では、線維芽細胞は 2 週と同様、核は丸み

をおび、肉芽組織の主をなしていた。 3 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。 6 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おり、若干の線維化傾

向が伺えた。 

GFPの免疫組織化学的には、当該部の肉芽組織内

にGFP陽性細胞が多数みられた。 

Notch1は髄床底穿孔部の歯根膜ポリープの構成

細胞に強く陽性を示した。対照として侵襲を加え

ていない第二臼歯の歯髄では陰性であった。また、

第二臼歯の歯根膜組織は弱陽性であった。 

【考察】 

現在まで我々は、傷害された歯根膜の修復時に

骨髄から間葉系細胞の多くが移動すること、さら

にこれらがその場特有の細胞に分化することにつ

いて明らかにしてきた。 

Notch1 は髄床底穿孔部の歯根膜ポリープで陽性

を示したことから、歯根膜ポリープの増殖におい

て、未分化間葉細胞が歯根膜線維芽細胞に分化す

る際に関与していることが分かった。 

また、対照である第二臼歯の歯根膜に弱陽性で

あった。これは、通常、歯根膜は咬合時に常に改

造現象が起こっており、その際に Notch シグナル

が関与しているためであると考えられる。一方、

対照歯の歯髄は陰性を示した。これは、歯髄は通

常リモデリングは行われていないためであると考

えられる。 

発生学的に歯根膜線維芽細胞は、神経堤由来の

神経外胚葉性間葉である。一方、骨髄細胞は中胚

葉の間葉である。この事を考え合わせると、一旦

分化が完了した後に引き起こる細胞の分化増殖に、

初期発生時と異なる事象が起こっており、この細

胞分化の際に、Notch シグナルが強く関与してい

ることが、強く示唆された。 

今後は、この Notch シグナルがどのような細胞

分化に関与しているかについてさらに追究する予

定である。 

 (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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	    	 	 	 	 	 	 Down 症候群乳歯歯根膜由来細胞の DYRK1A 発現解析	 	 	 	 	 	 											

DYRK1A regulation of expression on periodontal ligament cells derived from Down syndrome deciduous teeth 

○浅川剛吉,大川真純,永田夏琳,長谷川智一***,宮本洋一*,吉村健太郎*,笹清人*,馬目瑤子**,杉山智美,上條竜太郎*,島田幸恵	

Takeyoshi Asakawa, Masumi Okawa, Karin Nagata, Tomokazu Hasegawa***, Yoichi Miyamoto*, Kentaro Yoshimura*, 

Sasa Kiyohito*, Yoko Manome*, Tomomi Sugiyama, Ryutaro Kamijo* and Yukie Shimada 

	

（昭和大・歯・小児歯,	*口腔生化,	**障者歯.	***徳大・歯・小児歯）	

Showa Univ. Dept. Pediatric Dent. *Dept. of Biochemistry. **Dept. Special Needs Det. Division of Dentistry for 

Persons with Disabilities. ***Tokushima Univ. Dept. Pediatric Dent. Institute of Health Biosciences. 

	

【目的】Down 症候群は最も高頻度な遺伝性疾患

で,21 番染色体がトリソミーになることによっ

て生じる。21番染色体にはカルシニューリン1

調節因子(DSCR1)や二重特異性チロシンリン酸

化制御キナーゼ 1A	(DYRK1A)	の遺伝子がある。

これらの2つのタンパ	ク質の産生の調整異常に

より NFAT の調節異常が誘導され,Down 症候群

の特徴をきたしていると考えられている 1)。今

回われわれは,Down 症候群乳前歯から歯根膜細

胞を分離培養し解析を行ったので報告する。	

【対象と方法】治療のために Down 症候群患者か

ら抜去した下顎乳前歯から歯根膜細胞

Periodontal Ligament cell of deciduous teeth with 

Down Syndrome (PDLdDS)	を分離培養した。

PDLdDS は Q-Band 解析による染色体数の解析、

株化ヒト永久歯歯根膜由来細胞	Periodontal 

Ligament cell(TAPDL1)との DYRK1A,DSCR1 の発

現の特徴について解析,検討を行った。（昭和大

学歯学部医の倫理委員会承認番号 2013-007 号）	

【結果】																		Q-Band 解析	

 

Q-Band による解析の結果19/20の細胞において

21番染色体のトリソミーを確認した。 
また、TAPDL1 と比較して PDLdDS は優位に

DYRK1A,DSCR1 の発現の上昇を認めた。			

	【考察】Down 症候群は合併症として,心室中隔

欠損,白血病などの血液疾患や歯の先天欠如,解

剖学的形態,乳歯から永久歯への交換遅延など

様々な歯科的特徴も認める。また,進行性の歯周

炎は早期に歯を喪失してしまう最大の要因とも

なっている。さらにサイトカインやケモカイン

異常,好中球遊走異常や酸化ストレスと抗酸化

物質のアンバランスなど,免疫応答やストレス

応答にも特異性が認められるとの報告もあり,

環境因子や微生物因子以外の生体因子において

も未だ解明されていない要因があると考えられ

る。21番染色体上にある DSCR1 の活性が亢進す

ると,血管形成に関するカルシニューリンシグ

ナル経路を阻害することで血管新生を抑制する

（図 3）。	

 

 

 

 

 

 

 

 

結果として Down 症候群は、固形癌による死亡

リスクが一般集団のわずか 10%である 2)。 

本研究結果より,獲得した PDLdDS は Trisomy21

を認め,TAPDL1 と比較して DYRK1A ,DSCR1 の

発現は優位に上昇していた。今後はこれら Down

症候群の特徴の要因であるカルシニューリン調

節経路について解析を行う。【文献】	

1)FuentesJJ,etal:DSCR1,overexpressed in Down Syndrome, 

is an inhibitor of calcineurin-mediated signaling 

pathways.Hum.Mol Genet,9(11):1681-90.2000.      

2)Beak KH,etal: Down syndrome suppression of tumour 

growth and the role of the calcineurin inhibitor 

DSCR1.Nature.459:1126-1130.2009. 	
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Analysis of mitochondrial disease pathology using stem cells derived from 
human exfoliated deciduous teeth 

ヒト脱落乳歯由来幹細胞を活用したミトコンドリア病の病態解明 
 

○Xu Han, Hiroki Kato, Haruyoshi Yamaza, Keiji Masuda, Yuta Hirofuji, Kazuaki Nonaka 
○韓旭，加藤大樹，山座治義，増田啓二，廣藤雄太, 野中和明 

 
Section of Pediatric Dentistry, Division of Oral Health, Growth and Development,  

Kyushu University Faculty of Dental Science（九大・院・小児歯） 
【Objects】 
  Mitochondrial diseases are the result of 
decreased mitochondrial function caused by 
mutations in either nuclear or mitochondrial 
DNA (mtDNA). Poor bone health, such as 
osteoporosis and osteopenia, has recently been 
suggested as a symptom of mitochondrial 
diseases. However, a direct link between 
decreased mitochondrial function and poor bone 
health in mitochondrial disease has not been 
demonstrated. In this study, stem cells from 
human exfoliated deciduous teeth (SHED) were 
isolated from a child with Leigh syndrome (LS), 
a mitochondrial disease, and the effects of 
decreased mitochondrial function on poor bone 
health were analyzed. 
【Material & Methods】 
  SHED were isolated from primary tooth of a 
patient with LS carrying a 13513G>A 
heteroplasmic mutation in mtDNA (LS-SHED) 
and a healthy child (Ctrl-SHED). The ability of 
LS-SHED and Ctrl-SHED to differentiate into 
osteoblasts, mineralize calcium, intracellular 
and mitochondrial calcium levels, and 
mitochondrial activity were analyzed. 
Experiments were reviewed and approved by 
the Kyushu University Institutional Review 
Board for Human Genome/Gene Research 
(permission number: 678-00). 
【Results】 
  Compared with Ctrl-SHED, LS-SHED 
displayed decreased osteoblastic differentiation 
and calcium mineralization (Fig. 1). The 
intracellular and mitochondrial calcium levels 
were lower in LS-SHED than in Ctrl-SHED. 

Furthermore, the mitochondrial activity of 
LS-SHED was decreased compared with 
Ctrl-SHED (Fig. 2). 

Fig. 1. Reduction of osteogenic differentiation (A) and 

calcium mineralization (B) in LS. Dif (-), without 

differentiation. Dif (+), with differentiation. 

Fig. 2. Reduction of mitochondrial activity in LS. (A) 

mitochondrial membrane potential, (B) ATP levels. 

【Conclusion】 
	 In the present study, we have used SHED to 
demonstrate that osteoblastic differentiation 
ability and osteoblast function are both reduced 
in LS. Although these effects should also be 
investigated in other mitochondrial diseases, 
the results of our study suggest that reduced 
osteoblastic differentiation ability and 
osteoblast function contribute to poor bone 
health in mitochondrial diseases. 
【Reference】 
Kato H., Han X., et.al., Biochem. Biophys. Res. 
Commun. 493: 207–212, 2017 
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ヒト乳歯歯髄由来細胞に対する熱刺激の影響について 

Effects of heat stress on human deciduous dental pulp cells 

○青木 翔、原田京子、河合咲希、永田幸子、有田憲司 

Sho Aoki, Kyoko Harada, Saki Kawai, Sachiko Nagata, Kenji Arita 

（大歯大・歯・小児歯） 

Osaka dental Univ. Dept. Pediatric Dent.  

 

【目的】 

 適度な熱刺激によりマウス由来歯髄細胞は増殖

能を増強し、また HSP を増加させることで組織修

復能を高めることが報告されている。1) 歯髄処置

が必要になった際には、予め歯髄の組織修復能を

高めておくことにより、より良い治療結果が期待

出来る。しかしながらヒト乳歯歯髄細胞において、

実際の臨床で適応可能となる短時間の熱刺激の影

響についてはほとんど解明されていない。そこで

今回、ヒト乳歯歯髄細胞において熱刺激が与える

影響について検討を行った。 

【対象】  

ヒト乳歯歯髄細胞 

 ヒト乳歯歯髄由来細胞は、All cellsより購入

したもの、または歯根が2/3以上残存し齲蝕のない

乳歯から採取を行い、3～10継代した細胞を実験に

用いた。採取に関しては、本学、医の倫理委員会

の承認を得た。（大歯医倫理060606号） 

【方法】 

１．細胞増殖能の測定 

 96well培養プレートにヒト乳歯歯髄由来細胞を

1×104個ずつ播種し、37℃ CO2 2%下で48時間培養

後37，43，44，45，46，49℃の熱刺激を15分間与

えた。熱刺激を加えた後再び37℃ CO2 2%下に戻し、

24時間後の細胞増殖を MTS アッセイにより測定し

た。 

２．遺伝子変動 

96well培養プレートにヒト乳歯歯髄由来細胞を

1×104個ずつ播種し、37℃ CO2 2%下で48時間培養

後43℃の熱刺激を15分間与えた。熱刺激後0，1，3，

6，24時間後のcDNAを抽出しStep One Plus（R＆D）

を用いてReal Time RT-PCRを行った。プライマー

はHSP27、90を用い、指標としてGAPDHを使用した。 

【結果】 

１．細胞増殖能 

熱刺激24時間後では、44，45，46，49℃の熱刺

激により有意な増殖能の減少が認められたが、 

 

43℃の熱刺激ではわずかな細胞増殖が認められ

た。（図１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１：細胞増殖能 

 

２．遺伝子発現 

熱刺激(43℃)による遺伝子発現変動を検討した

結果、HSP27は3時間後、HSP90は6時間後で最も発

現が増加した。（図２） 

 

 

 

 

 

 

図２：遺伝子発現変動 

 

【考察】 

43℃15分の軽度な熱刺激は、ヒト乳歯歯髄由来

細胞における細胞生存能には影響を与えず、HSP27

および HSP90 の遺伝子を増加させていることから、

乳歯歯髄における組織修復能を高める可能性があ

ることが示唆された。 

【文献】 

諸冨孝彦他：熱刺激が歯髄由来細胞の増殖能およ

び分化能に与える影響,日歯保存誌,55(5)：304~12，

2012． 
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初期胚特異的糖鎖抗原 SSEA-1 は乳歯歯髄細胞由来 iPS 細胞の 
高度未分化状態を特定するマーカーとして有用である 

Increased expression of stage-specific cell-surface carbohydrate antigen SSEA-1 is closely associated 
with naïve-like conversion of human deciduous teeth dental pulp cells-derived iPS cells 

 
○ 稲田絵美，齊藤一誠＊，窪田直子，村上智哉＊，澤味 規＊， 

松枝一成＊，早崎治明＊，山崎要一 
Emi Inada, Issei Saitoh＊, Naoko Kubota, Tomoya Murakami＊, 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 】 
一般的にヒトの ES/iPS 細胞はマウスのそれに

較べ、分化が若干進行しており、その分化能はあ

る程度限定されている。しかし、ヒト iPS 細胞を

高度な未分化状態（naïve-like state）に移行させ

ると、生殖細胞を含む様々な分化細胞を誘導でき

るが、naïve-like state の ES/iPS 細胞を規定する

「良いマーカー」が不在である。本研究ではマウ

ス ES 細胞で強く発現する細胞表面マーカー初期

胚特異的糖鎖抗原 SSEA-1 に着目し、それがヒト

iPS 細胞の naïve-like state を規定する「良いマー

カー」になり得るかを検証した。 

【 試料と方法 】 
１．歯髄細胞の分離 

交換期障害のために抜去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．歯髄細胞から iPS 細胞の樹立 
遺伝子導入装置  Neon Transfection System 

（Invitrogen 社）を用いて 4 因子（OCT3/4, SOX2, 
KLF4, L-MYC）を搭載したプラスミドを歯髄細胞

に導入し、プライム型のepiblast-like state な iPS
細胞（EpiSC 型）を樹立した。 
３．高未分化 iPS 細胞への誘導 

Hanna ら の プ ロ ト コ ー ル に 従 い 、 LIF
（ leukemia inhibitory factor）と basic FGF
（Fibroblast growth factors）に加えて分化誘導

に関わる MAPK 経路の阻害剤（MEK 阻害剤）と

Wnt経路に関わるGSK3の阻害剤（GSK3阻害剤）

の２つの阻害剤を加えた培地を用いて naïve-like 
state な iPS 細胞（NSC 型）に誘導した。 

 

４．NSC 型と EpiSC 型 iPS 細胞の特性解析 
NSC 型と EpiSC 型 iPS 細胞の特性を比較し、

SSEA-1 の発現状態を検討するため、両者に対し

① コロニー形態、② RT-PCR、③ rock inhibitor
依存性、④ in vitro での分化能、⑤ SSEA-1 発現

コロニー出現率、⑥ SSEA-1 合成酵素フコシルト

ランスフェラーゼ（FUT-9）mRNA 発現 を検討

した。 
【 結果と考察 】 

コロニー形態を観察した結果、NSC 型はより細

胞が密に凝集し、mole を形成していた。RT-PCR

解析では両者とも幹細胞特異的遺伝子の発現があ

ったが、NSC 型に強く発現する Rex-1 発現が確認

された。細胞解離後の細胞生存率は EpiSC 型の方

がより rock inhibitor に依存する傾向が認められ

た。また、それぞれの iPS 細胞から胚様体を作製

後、接着培養させると、NSC 型の方が分化細胞の

out growthが早く、分化細胞の種類も多様だった。 
さらに、未分化誘導培地で継代を続けた結果、

NSC型 iPS細胞におけるSSEA-1発現は増加傾向

があり、SSEA-1 合成酵素 FUT-9 の発現増加も認

められた。以上から、SSEA-1 は naïve-like state
な iPS 細胞を規定するマーカーになりうることが

示唆された。 
【 文 献 】 
Hanna et al. Derivation of naive human 
embryonic stem cells. Proc Natl Acad Sci USA, 
107: 9222-9227, 2010. 
【 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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乳歯歯髄細胞における Eotaxin-1の発現調節機構の解析 
Mechanisms of Eotaxin-1 expression in dental pulp cells derived from deciduous teeth 

 
○黒厚子 璃佳*，長谷川 智一，赤澤 友基，杉本 明日菜*，河原林 啓太*，上田 公子，岩本 勉 
Rika Kurogoushi*, Tomokazu Hasegawa, Yuki Akazawa, Asuna Sugimoto*, Keita Kawarabayashi*, 

Kimiko Ueda, Tsutomu Iwamoto 
 

（徳大院・医歯薬・小児歯，*徳大・大学院医歯薬学研究部 口腔科学教育部口腔科学科小児歯科学専攻） 
Tokushima Univ. Dept. Pediatric Dent. and TokushimaUniv. Graduate Schools Oral Sciences 

 
【目的】 
 Eotaxin-1 はケモカインの一つである C-C 
motif chemokine 11 (CCL11)とも呼ばれ、白血球
の遊走と活性化に関わっているサイトカインであ

る。その受容体である C-C chemokine receptor 
type 3 (CCR3)を発現する好酸球および好塩基球
の遊走を誘導する。これまで喘息などのアレルギ

ー反応では注目されてきたが、歯髄における

Eotaxin-1 の発現および機能は不明である。そこ
で今回、歯髄細胞における Eotaxin-1 の役割に関
して解析を行ったので報告する。 
【対象と方法】 
 乳歯歯髄細胞における Eotaxin-1 の発現が
fibroblast growth factor 2 (FGF-2)の投与によっ
て変化があるか real time PCR法によって検討を
行った。また細胞内シグナル分子の検討には阻害

剤や western blotting法による解析を行った。 
【結果】 
 乳歯歯髄細胞にFGF-2 20 ng/ml投与したところ、
24時間後からEotaxin-1の発現抑制が認められた。
そこで、24時間後のFGF-2の投与量の検討を行っ
たところ、10 ng/ml以上でEotaxin-1の発現抑制が
認められた。 
 FGF-2の Eotaxin-1抑制作用が FGF受容体
(FGFR)を介しているのかどうか、受容体の阻害剤
であるAZD4547を投与して検討した。その結果、
FGF-2によるEotaxin-1の発現抑制が認められな
くなった。 
 阻害剤を使用した細胞内シグナルの検討を行っ

た。SP600125 (JNK阻害剤)をFGF-2と同時投与し
た場合、Eotaxin-1の発現抑制が認められなくなっ
た。 
 実際に JNK経路を介しているのか western 
blotting法により解析を行った。その結果、FGF-2 

 
 
投与5分後にJNKのリン酸化のピークが認められ
た。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【考察】 
 以上の結果から、歯髄細胞における Eotaxin-1
の発現は FGF-2 の投与によって抑制されること
が明らかとなった。また、FGF 受容体の下流で
JNK経路を介している可能性が示唆された。歯髄
における Eotaxin-1 の発現をコントロールできれ
ば、好酸球の遊走阻止による局所の酸性化を防げ

ると考えられる。すなわち、FGF-2を含有した覆
髄剤などへの使用や、JNKの agonistなどの生理
活性物質を利用した歯髄保護剤としての応用が考

えられた。 

小児歯科学雑誌　56（2）：215　2018　215

P-023



乳歯歯髄由来幹細胞におけるビリルビンの可逆的影響 
Bilirubin reversibly affects cell death and odontogenic capacity 

in stem cells from human exfoliated deciduous teeth 
 

○山座治義，野中和明 
Haruyoshi Yamaza, Kazuaki Nonaka 

 
（九大・院・小児歯） 

Section of Pediatric Dentistry, Kyushu University Faculty of Dental Science 
 
【目的】 

先天性胆道閉鎖症患児の乳歯は、黄緑色の色素

沈着や形成不全を呈し、肝臓移植後に血中ビリル

ビン濃度が正常値に回復した患児では、エックス

線写真における乳歯の石灰化が改善されているこ

とが、しばしば認められる。このことから、ビリル

ビンの乳歯形成への影響が示唆されるが、その詳

細は不明である。本研究では、ビリルビンの乳歯形

成への影響を乳歯歯髄由来幹細胞（stem cells from 
human exfoliated deciduous teeth: SHED）を用

いて、そのメカニズムについて検討した。 
 
【対象と方法】 
通法に従い 1), 2)、健常児の脱落した乳歯歯髄より

SHED を単離した。SHED を 50 µM ビリルビン含

有培地にて培養を行い、硬組織誘導下におけるビ

リルビンの影響や、ビリルビンによる細胞増殖や

細胞死へ影響について、検索を行った。 
 
【結果】 
ビリルビン含有培地での SHED の培養において、

細胞の増殖は抑制され、細胞死が促進され、SHED
の細胞基質にビリルビンが蓄積した（図 1）。ビリ

ルビン存在下で硬組織誘導を行った SHED のアリ

ザリンレッド染色により、カルシウムの沈着の減

弱（図 2）と、硬組織関連のタンパク質の発現が減

少した。また硬組織誘導下でのビリルビンは、

SHED における AKT や ERK1/2 シグナル伝達系

を抑制し、NF-κBシグナル伝達系を促進した。 
ビリルビン存在下での硬組織誘導中にビリルビ

ンを取り除くことにより、ビリルビンによるカル

シウム沈着の減弱が回復した（図 2）。また、硬組

織関連のタンパク質の発現や、各種シグナル伝達

系（AKT, ERK1/2, NF-κB）におけるビリルビン 

 
の影響が回復した。 

＜図１＞ビリルビンのSHEDへの蓄積 

＜図２＞硬組織誘導時におけるビリルビンの影響 
 
【考察】 
本研究の結果は、高ビリルビン血症の患者にお

ける歯牙の低形成の原因として、ビリルビンによ

る細胞死の促進と、AKT や ERK1/2、NF-κBシグ

ナル伝達系を介しての SHED における硬組織形成

の機能不全によることが示唆された。また、SHED
におけるビリルビンの影響を取り除くことによっ

て、ビリルビンによる障害が回復しうることが示

唆された。 
 

【文献】 
1 ） Yamaza T. et al. Immunomodulatory 

properties of stem cells from human 
exfoliated deciduous teeth. Stem cell 
research & therapy, 1(1), 5, 2010. 

2）Ma L. et al. Cryopreserved dental pulp 
tissues of exfoliated deciduous teeth is a 
feasible stem cell resource for regenerative 
medicine. PLoS One 7: e51777, 2012． 
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歯冠・歯根長を制御する新規歯胚形態制御因子の同定と機能解明 
Identification of the novel regulator of tooth germ size important for tooth morphogenesis 

 
○千葉雄太，齋藤 幹，岩本 勉*，中村卓史**，福本 敏 

○Yuta Chiba, Kan Saito, Tsutomu Iwamoto*, Takashi Nakamura**, Satoshi Fukumoto 
 

（東北大・院・小児歯，*徳大・歯・小児歯，**東北大・院・薬理） 
Tohoku Univ. Div. Pediatric Dent., *Tokushima Univ. Div. Pediatric Dent., **Tohoku Univ. Div. 

Pharmacology 
 
【目的】 
	 小児における先天性欠如歯やエナメル質形成不

全などの歯の形成異常は、小児歯科医師にとって

接する機会の多い疾患である。しかしながら、形成

不全の原因として、様々な分子が同定されている

ものの、単一遺伝子による形態異常の報告は少な

い。ベーシック・ヘリックス・ループ・ヘリックス

(bHLH)ドメインを有する NeuroD は神経分化、
MyoD は筋分化を単一遺伝子で誘導する事が出来
る分子として知られており、器官形成に重要であ

る分子群である。我々は歯の形態形成に関わる新

規の分子機構を明らかとすることを目的に、歯胚

遺伝子発現ライブラリを作製・解析した結果、新規

の bHLHファミリーである AmeloDの同定に成功
したため、歯の発生における機能解析を行った。 
【対象と方法】 
	 AmeloD欠損マウスを作成し、抜去歯の形態計測、

エックス線解析、マイクロ CT解析により歯の形態

への影響を検討した。また、歯の発生段階別に歯胚

切片を用いて蛍光免疫染色を行った。加えて、エピ

プロフィン(Epfn)欠損マウスは歯原性上皮の異常

な遊走能亢進によって過剰歯を形成するモデルマ

ウスとして知られており、AmeloDの過剰歯形成へ

の影響を検討するため、Epfn・AmeloD 二重欠損
マウスを作製し、同様に歯の形態解析を行った。In 

vitro 解析として、歯原性上皮細胞株である CLDE

細胞にAmeloDを過剰発現させ、wound healing assay

による細胞遊走能、及び RT-qPCR による遺伝子発

現変化を評価した。 

【結果】 
	 ６週齢 AmeloD 欠損マウス下顎臼歯部のマイク
ロ CT解析を行ったところ、野生型マウスに比較し
て歯冠長ならびに歯根長が有意に小さく、エナメ

ル質・象牙質体積の減少を認めた。加えて、Epfn・ 

 
AmeloD二重欠損マウスでは、過剰歯の本数及び歯
冠長、歯根長が大きく減少した（図１）。蛍光免疫

染色による組織学的検討を行った結果、AmeloD欠
損歯胚では、内エナメル上皮における上皮間結合

分子である Eカドヘリンの発現増加を認めた。 
このことから AmeloDが Eカドヘリンの発現調整
を介して細胞の遊走能を制御するのではないかと

考え、AmeloDを過剰発現した CLDE細胞を用い
て細胞遊走能を検討したところ、遊走能の亢進を

認めた。 加えて、AmeloD過剰発現細胞では Eカ
ドヘリンの発現抑制を認めた。これらの結果から、

AmeloD欠損マウスにおけるエナメル質・象牙質形
成不全による形態異常は、内エナメル上皮細胞の

上皮間結合分子の増加により、細胞の遊走が抑制

され、歯胚の成長が阻害されたためと考えられた。 

＜図１＞Epfn・AmeloD二重欠損マウス下顎エックス線像 

【考察】 
	 AmeloDは歯の形態形成過程において、歯原性上
皮細胞の遊走能を促進することで、歯冠・歯根長を

制御する重要な因子であることが明らかとなった。

これらの知見は人工歯胚の効率的な成長への再生

応用だけでなく、形態制御機構の解明に大きく貢

献する 。加えて、咬合誘導における歯冠幅径予測
や、過剰歯形成機序の解明などの臨床応用へ繋が

る知見となった。 
【会員外共同研究者】 
Bing He, Muneaki Ishijima, Keigo Yoshizaki and 
Yoshihiko Yamada (Molecular Biology Section, 
NIH, NIDCR) 
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エナメリン遺伝子変異マウスにおけるエナメル質の検討	 

Analysis of the enamel in enamelin mutant mouse 
 

○小川	 京，三好克実，齋藤素子＊，小川奈保，木口友里，根本（山本）晴子，清水邦彦，清水武彦 
Kei Ogawa, Katsumi Miyoshi, Motoko Saito＊, Nao Ogawa, Yuri Kiguchi, Seiko Yamamoto-Nemoto, 

Kunihiko Shimizu, Takehiko Shimizu 
 

（日大・松戸歯・小児歯，＊ミドリ歯科医院） 
Nihon Univ. Sch. of Dent. at Matsudo. Dept. Pediatric Dent.，＊Midori Dental Clinic 

 
【目的】 
	 遺伝性エナメル質形成不全症は，エナメルマト

リックスタンパクの遺伝子異常によりエナメル質

に限局して異常を生じる遺伝性疾患であり，多く

の症例が報告されているが，遺伝子異常がエナメ

ル質に与える影響についての詳細は不明である。

Masuya ら 1）は，化学物質によってエナメリン遺

伝子に点突然変異を誘発したエナメル質形成不全

症モデルマウスを報告した。そこで我々は，この

遺伝性エナメル質形成不全症マウスを用いて，エ

ナメル質の形成について検討したので，報告する。	 

【対象と方法】	 

1．マウス	 

	 9 週齢の遺伝性エナメル質形成不全マウス

（EnamRgsc514/+）(雄 2 頭/雌 2 頭)を理化学研究所

より購入した。雌雄マウスを交配し，3 日齢と 10

週齢の EnamRgsc514/Rgsc514（ホモ）,	 EnamRgsc514/+

（ヘテロ）,	 Enam+/+（野生型）を得た。	 

2．遺伝子型の判定	 

	 マウスの尾組織を採取し，DNeasy Tissue Kit
（QIAGEN 社）を用いて，DNA を抽出し，エナ
メリン遺伝子の中に設定したプライマーを用いて， 
PCRで増幅した。これを 2％アガロースゲルに電
気泳動後，エチジウムブロマイド染色し，UV ラ
イト上で遺伝子型の判別を行った。 
3．組織学的検討	 

	 3 日齢のマウスの頭部を摘出し，4％パラホルム

アルデヒドに 24 時間 4℃に浸漬させ，エタノール

脱水後パラフィン包埋した。4µmの切片を作製後，
HE染色を施し，下顎第一臼歯の歯胚を観察した。 
4．マイクロ CTによる観察	 
	 10 週齢の左側下顎骨を摘出し，マイクロ CT
（R_mCT2	 ®;	 Rigaku）で撮影（管電圧 70kV，管
電流 120µA，FOV5mm，測定時間 3分）した。 

 

【結果】 
１.	 組織学的検討	 

	 EnamRgsc514/Rgsc514 と EnamRgsc514/+において，エ

ナメル芽細胞の象牙質側に嚢胞様の構造が出現し，

特に EnamRgsc514/Rgsc514 で，広範囲に認められた。

またエナメル芽細胞の極性が乱れていた。	 

 

２.	 マイクロ CT による観察	 

	 EnamRgsc514/Rgsc514 では，エナメル質を確認する

ことはできなかった。EnamRgsc514/+では，エナメ

ル質が部分的に欠損しているのが認められた。	 

	 

【考察】 

	 エナメリンは，エナメル質の石灰化に関わって

いるとされているが，その詳細については不明で

ある。本研究結果より，エナメリン遺伝子の変異

により，歯胚の鐘状期の時点で障害が起きている

こと，また， EnamRgsc514/Rgsc514 ， EnamRgsc514/+ 
Enam+/+で表現型が異なったことから，不完全優

性であることが示唆された。	 

【文献】 

１）Masuya ， H., et al.: Enamelin(Enam) is 
essential for amelogenesis: ENU-induced mouse 
mutants as models for different clinical 
subtypes of human amelogenesis imperfect(AI)，
Hum Mol Genet.，14：575-583，2005． 
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Involvement of ameloblastin in the regulation of RANKL-induced 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】 
	 An extracellular matrix protein ameloblastin 
(Ambn) has been known to play an essential 
role in tooth formation and development. 
However, the specific biological effect and 
underlying mechanism by which Ambn involve 
in osteoclast development have not been fully 
ellucidated. In the present study, we attempt to 
identify the biological effect of Ambn on 
osteoclast differentiation and function.  
【Material & Methods】 
   Bone marrow cells (BMCs) from 6-week ddY 
male mice and RAW264.7 cells. BMCs were 
incubated with 100 ng/ml rhAmbn, 20 ng/ml 
M-CSF and 40 ng/ml RANKL or RAW264.7 cells 
were induced with 100 ng/ml rhAmbn and 50 
ng/ml RANKL for indicated time. The ability of 
osteoclast in differentiation, cytoskeletal 
arrangement and function was assessed by 
TRAP staining, fluorescent staining and 
resorption assay. Moreover, osteoclast specific 
genes and protein expression were evaluated by 
RT-qPCR and western blot analysis. To clarify 
the underlying mechanism by which Ambn 
suppressed osteoclastogenesis, the expression of 
NFATc1, c-Fos, IkB, MAPK and CREB were 
determined in the presence of Ambn.  
【Results & Discussion】                                        
   Ambn attenuated osteoclast differentiation,  
actin ring formation and resorption ability. 
Moreover, the expression of osteoclast specific 
genes and protein was down-regulated in  

 

Ambn-treated group. In addition, Ambn also 
suppressed the RANKL-induced NFATc1 and 
c-Fos expression in both RAW264.7 cell and 
BMCs. The phosphorylation of p38MAPK, JNK 
and CREB was reduced in the presence of Ambn. 
Moreover, the osteoclast transcriptional 
repressors (MafB, Bcl6 and IRF8) were 
increased, while Blimp1 was suppressed in 
Ambn-induced group.     

Fig.1 The schematic show effect of Ambn on 

RANKL-induced osteoclastogenesis   

【Conclusion】 
	 Taken together our study demonstrates the 
Ambn suppressed osteoclast differentiation and 
function on NFATc1 axis 
【References】 

1. W.J. Boyle, W.S. Simonet, D.L. Lacey, 
Osteoclast differentiation and activation, 
Nature. 423 (2003) 337-342  

2. Negishi-Koga, T., and Takayanagi, H. 
(2009) Ca2+-NFATc1 signaling is an 
essential axis of osteoclast differentiation. 
Immunol. Rev. 231, 241-25 
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エナメル質形成過程における TGF-βによるアポトーシス誘導について 
Induction of apoptosis by TGF-β isoforms in amelogenesis 

 
○小林冴子、山越康雄＊、朝田芳信 

S. KOBAYASHI, Y. YAMAKOSHI＊ and Y. ASADA 
 

（鶴見大 歯 小児歯、＊鶴見大 歯 分子生化） 
Tsurumi Univ. Dept. Pediatric Dent. and Tsurumi Univ. Dept. Molecular Biology 

 
【緒言】 
トランスフォーミング成長因子ベータ(TGF-β)
は、全身の様々な細胞から産生される生理活性物

質のひとつで、哺乳類では 3 種類のアイソフォー
ム(TGF-β1, TGF-β2, TGF-β3)が存在する。我々
はこれまで、形成過程にあるブタ幼若エナメル質

では TGF-β1が最も多く含まれることを見出した。
さらに TGF-β1がエナメル芽細胞から不活性型と
して合成・分泌後、エナメライシンにより活性化さ

れ、活性型 TGF-β1がアメロゲニンと結合するこ
とで活性を維持しながら、再びエナメル芽細胞に

シグナル伝達するというオートクリン機構につい

て報告を行なった。 
【目的】 
本研究では、TGF-βのオートクリンによるシグ
ナル伝達が、エナメル質形成においてどのような

作用をもたらすのかを解明するために、TGF-βに
よるエナメル芽細胞のアポトーシス誘導について

検証を試みた。 
【材料と方法】 
マウス由来の培養エナメル上皮細胞（mHAT-9d）

を用いて、培養上清からトータル RNA を抽出し
TGF-βアイソフォーム及びエナメルタンパク質
について定量 PCR (qPCR)を行った。さらに同細
胞へ TGF-βアイソフォームをそれぞれ添加し、無
添加のコントロール群と比較したときのアポトー

シス誘導をカスパーゼ－３抗体を用いた免疫染色

にて比較した。 
【結果】 
今回使用したmHAT-9d細胞では、qPCRにより

TGF-β1, TGF-β2, TGF-β3の遺伝子発現を認め
たが、基質形成期に特異的に発現するマトリック

スメタロプロテアーゼ（MMP-20）やアメロゲニン
の発現は認められなかった。TGF-βアイソフォー
ムの添加により、全てのサンプルでコントロール  

 
群と比較してカスパーゼ－３の有意な上昇が認め

られ、TGF-β1と TGF-β2ではほぼ同一値を示し
たが、TGF-β3 ではそれらの１．５～２倍に高い
値を示し、コントロール群と比べ約４倍の値とな

った（図１）。また組織学的観察においても典型的

な細胞死像を得た。 

図１ カスパーゼ-３抗体を用いた mHAT-9d のア
ポトーシスの割合 
 
【考察】 
以上の結果より、形成過程のマウスエナメル芽

細胞において、成熟期ではTGF-β1, 2, 3が存在し、
これら TGF-βアイソフォームによるエナメル芽
細胞のアポトーシス誘導が起きていることが示唆

された。 
 生理活性物質に注目した研究は、正常なエナメ

ル質の形成メカニズムを知ることのみならず、歯

周組織やエナメル質の再生医療への大きな足掛か

りになると期待している。今後は TGF-βアイソフ
ォームの役割についてさらなる解明が課題である。 
【文献】 
Kobayashi-Kinoshita S. et al.: TGF-β1 autocrine 
signalling and enamel matrix components 
Scientific Reports; 6:33644, DOI: 10.1038. 2016 
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ラット咬筋における microRNAおよび mRNA発現プロファイルの統合解析  

―新たな骨形成制御因子としての microRNA― 

Integrated analysis of microRNA and mRNA expression profiles in the rat masseter muscle 
: microRNAs as novel regulators of osteogenesis 

 
○藤田優子，後藤翔太，市川舞佳，濱口絢子，牧 憲司 

Yuko Fujita, Shota Goto, Maika Ichikawa, Ayako Hamaguchi, Kenshi Maki 
 

（九歯大・小児歯） 
Kyushu Dental Univ. Dept. Pediatric Dent.  

 
【目的】 
 MicroRNA(miRNA) は 22-25 塩基のノンコーディ

ング RNAで、組織特異的に標的遺伝子の mRNAに結

合して、その翻訳を阻害または直接分解する機能

をもつ。近年、様々な疾患の miRNA 発現解析が行

われ、疾患に対して特異的に発現する miRNA が明

らかにされつつある。したがって、咀嚼力低下に

よって変動発現する咬筋の遺伝子も、特定の miRNA

によって制御されている可能性が高い。また、筋

と骨は相互に作用することがよく知られている。

我々は、咀嚼力低下による下顎骨の成長抑制が、

咬筋の骨形成関連遺伝子の発現異常によると仮定

したが、筋肉中の骨形成関連遺伝子とこれを制御

する miRNA に関する情報は、極めて少ない。そこ

で本研究では、マイクロアレイ解析と統合解析を

用いて、ラット咬筋中で変動発現する骨形成関連

遺伝子と制御 miRNAを明らかにすることにした。 

【対象と方法】 
 生後３週齢の雄ラット 10 匹を５匹ずつ固形食

摂取(HD)群または粉末食摂取(SD)群の２群に分け、

８週間飼育を行った。咬筋のトータル RNA を抽出

後、miRNA と mRNA のマイクロアレイ解析を行い、

２群間で発現が有意に変動した miRNAと mRNAを抽

出した。次に、２種のオンラインデータベースを

使用して変動 miRNA の標的遺伝子を検出し、アレ

イ解析で得られた変動 mRNA と一致した遺伝子を

標的候補として選出した。さらに、候補遺伝子の

機能解析を行い、血管新生と骨代謝に関連した遺

伝子を抽出し、miRNA-mRNAペアの絞込みを行った。   

咬筋の病態確認は、HE染色標本の組織形態計測

にて行い、下顎骨の成長評価は、セファロ分析と

マイクロ CT解析を使用して行った。 

【結果】 
咬筋線維の横断面積は、SD群がHD群よりも有意

に低値を示した(p<0.05)。下顎骨の長径、幅径、

海綿骨量、皮質骨幅は、SD群がHD群よりも有意に

低値を示した(p<0.05)。 

統合解析と機能解析の結果、SD群の発現レベル

が有意に上昇した miR-139-5p、 miR-181c-5p、

miR-218a-5p、miR-335と有意に発現レベルが低下

した６種の骨形成および血管新生遺伝子との相互

関係が予測された＜図１＞。 

 

＜図１＞ microRNAと骨形成関連mRNAの相互作用 

【考察】 
粉末食摂取によって発現レベルが有意に上昇し

た４種の miRNA のうち、miR-181c-5p は、４種の

骨形成関連、または血管新生遺伝子を標的として、

それらの発現を抑制することが明らかとなった。

特に、 Matrix metallopeptidase 14 (Mmp14)と

cysteine-rich, angiogenic inducer, 61 (Cyr61)

は、骨形成と血管新生の両方への関与が明らかに

されていることから、miR-181c-5p が、咬筋と下

顎骨とを結ぶ重要な役割を担っている可能性が示

唆された。今後は、本研究で明らかにされた miRNA

と標的遺伝子が、筋・骨連関の体液性または局所

性因子であることを証明すると同時に、顎骨側か

らも検討を重ね、筋と骨が相互に作用するメカニ

ズムを解明する予定である。 
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(b) 

成長期のマウス咬筋と三叉神経節における神経伝達物質の発現について 

The expression of neurotransmitter in the postnatal male mouse masseter and 
trigeminal ganglion during development 

○鎌田 弘明，苅部 洋行  
Hiroaki Kamata, Hiroyuki Karibe  

  

（日歯大・生歯・小児歯）  
Department of Pediatric Dentistry, School of Life Dentistry at Tokyo, Nippon Dental University.  

  
【目的】  
  成長期における摂食行動の変化として、吸啜か

ら咀嚼へと転換する時には、筋の性質も変化する。

筋を支配する末梢神経には、神経発生マーカーで

あるCalcitonin gene-related peptide (CGRP)が発

現しており、骨格筋にも発現する。また、末梢部

に 刺 激 が 加わ る と 、 痛み マ ー カ ーで あ る 

Transient receptor potential cation channel 
subfamily V member 1 (TRPV1)  などが三叉神経

節 (TG)に発現する。これらの物質は TG から咬

筋に放出する可能性が高いとされるが¹⁾、これま

でに成長期における十分な検討はなされていない。 

本研究の目的は、食性変化期の TG と咬筋 にお

ける CGRP と TRPV1 の発現を検討し、乳幼児期

における咀嚼機能メカニズム解明の一助とするこ

とである。  
【対象と方法】  
  対象は離乳期を想定した生後 10 (P10)，15, 20 

日齢の 3 ステージにおける ICR 系 SPF 雄性マウ

ス (n=3/group) とした。これらのマウスから、TG

と咬筋を摘出し、定量 RT-PCR 法を用いて通法に

従い、TG と咬筋における CGRP と TRPV1 の 

mRNA 発現レベルの解析を行った。統計学的解

析には One-way ANOVA と Bonferroni post hoc 

test を用いた。 
【結果】  

  生後 10 日から 20 日において、CGRP の mRNA 
発現レベルは、TG では有意に増加 (P<0.001) した

のに対し、咬筋では有意に減少 (P<0.001) した（図

1a, 2a）。一方、生後 10 日から 20 日において、有意 

 
 
に増加した（図 1b, 2b）。 

 
 

 

 

 

 

 
図 1 (a) TG における CGRP の mRNA 発現レベル 

 (b) TG における TRPV1 の mRNA 発現レベル 

*: P<0.05, **: P<0.01, ***: P<0.001 
 

 

 

 

 

 

図 2 (a) 咬筋(MM)における CGRP の mRNA 発現レベル 

(b) 咬筋における TRPV1 の mRNA 発現レベル 

***: P<0.001, ☆: very little detected 
 

【考察】  

離乳から咀嚼運動への転換期に、TGではCGRP
と TRPV1 が共に増加し、咬筋では CGRP が減少

した。離乳から咀嚼運動への転換期において、食

性変化に対応する為に、咬筋の運動が活発になり、

TG から CGRP と TRPV1が咬筋へ運ばれることが

示唆された。 

【文献】 

1) Afrah AW et al. Neurosci Lett, 316, 83–86, 2001. 

 

【会員外共同研究者】 

佐藤 巌（日歯大・生歯・解剖学第一講座）
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顔面皮膚切開による痛覚変調に対する新生児期ストレスの影響 
Effect of neonatal stress on facial skin-incised pain in adulthood 

 
○相馬久実，武井浩樹，白川哲夫 

Kumi Soma, Hiroki Takei, Tetsuo Shirakawa 
 

（日大・歯・小児歯） 
Dept. Pediatric Dent, Nihon Univ. Sch. of Dent. 

 
【目的】 
新生児外傷は出生1000人中2～7.5例に発生し、
成長後にも様々な影響を及ぼすことが報告されて

いる 1)。また、新生児期の身体的ストレスは、成

人後の感覚神経系に可塑的変化を引き起こし、異

常疼痛の原因となることが知られている。歯科領

域の疾患においては、舌痛症、非定型顔面痛や顎

関節症の痛みと新生児期ストレスとの関連が考え

られており、そのメカニズムの一つとして、一次

侵 害 受 容 ニ ュ ー ロ ン に お け る

Tetrodotoxin-resistant voltage-gated sodium 
channel 1.8 (Nav1.8) の関与が挙げられるが、詳
細については不明な点が多く残されている 2)。 
そこで本研究では、外傷性ストレスモデル動物

を作製し、新生児期の外傷性ストレスによって引

き起こされる口髭部皮膚切開痛に対する Nav1.8
の関与を検討した。 
【対象と方法】 
 生後 4日目の雄性 Sprague Dawley (SD) ラッ
トの口髭部皮膚を吸入麻酔下にて切開縫合した。

生後 7週目、深麻酔下で同口髭部皮膚を再度切開
し、縫合した。 
実験 1: 再切開縫合後 14日目まで、口髭部皮膚に
熱および機械刺激を与え、逃避反射潜時と逃避反

射閾値を隔日的に測定した。 
実験 2: 再切開縫合後 14日目に、口髭部投射三叉
神経節ニューロンにおける Nav1.8 発現を免疫組
織化学的に解析した。 
実験 3: 再切開縫合後 14日目、切開部位にNav1.8
阻害薬（A803467）を皮下投与し、機械刺激によ
る逃避反射閾値を 30分毎に測定した。 
【結果】 
実験 1: 生後 7週目、新生児期外傷群において口髭
部皮膚の熱および機械痛覚に変化は認められなか

った。再切開縫合後 14日目、新生児期外傷群にお 

 
いて熱および機械痛覚過敏の増強が認められた。 

 
図: 機械刺激による逃避反射閾値 
実験 2: 再切開縫合後 14日目に、新生児期外傷群
において口髭部投射 Nav1.8 陽性三叉神経節ニュ
ーロンの有意な増加が認められた。 
実験 3: 再切開縫合後 14 日目、切開部位への
Nav1.8 阻害薬の局所投与 60 分および 90 分後に
濃度依存的に機械痛覚過敏の増強が抑制された。 
【考察】 
 新生児期皮膚外傷性ストレスによって生じる生

後 7週での口髭部皮膚切開後の熱および機械痛覚
過敏の増強には Nav1.8 の増加による口髭部投射
三叉神経節ニューロンの興奮性増強が関与するこ

とが示唆された。 
 今後は、CC chemokine receptor type 2 (CCR2) 
signalingにも注目して、新生児期皮膚外傷性スト
レスによる Nav1.8 発現増強のメカニズムを解析
していく予定である。 
 
【文献】 
 1) Beggs S et al.: Brain, 135(2): 2012, 404-417. 

2) Morgan JR et al.: J Pain, 9(6): 2008, 
522-531. 
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歯の早期喪失が海馬におけるミクログリアの発現に及ぼす影響 
The effects of early tooth loss on the morphologic changes of microglia in the hippocampus 

 
○近藤裕子, 久田智詠, 吉川英里, 梶本京子, 片野雅久, 鈴木あゆみ, 飯沼光生, 東華岳*, 久保金弥** 
Hiroko Kondo, Chie Hisada, Eri Yoshikawa, Kyoko Kajimoto, Masahisa Katano, Ayumi Suzuki, 

Mitsuo Iinuma, Kagaku Azuma*, Kin-ya Kubo** 
 

（朝日大・歯・小児歯, *産業医大・医・解剖,**名女大・院・生活） 
Asahi Univ. Dept. Pediatric Dent., *UOEH. Med. Anat., 
 ** Nagoya Women's Univ. Grad. sch. Human Life Sci. 

 
【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、ミクログリアは健常脳において神経組織

を保護する機能を有しているが、老化にともない

ミクログリアの突起がビーズ状変性や断片化など

の退行変性(microglial dystrophy) が進行し、神経
保護機能が減弱して、神経変性が進行するといわ

れている 2)。 
そこで今回我々は、SAMP8を用いて、歯の早期
喪失が老化にともなう海馬のグリア細胞の形態変

化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、脳を摘出した。海馬の凍結薄切切片を作

成し、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 Iba1 陽性細胞を
Neurolucida 形態計測ソフトウェア（MBF 
Bioscience, Williston, USA）を用いて計測し、
NeuroExplore ソフトウェア（MBF Bioscience, 

Williston, USA）を用いて、再構築されたミクログ
リアの解析を行った。 
【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、早
期喪失群ではミクログリアの三次元画像解析像に

おいて突起のビーズ状変性や断片化（図１）などの

退行性変化が多く観察された。 

＜図１＞各群の再構築したミクログリアの模式図 
【考察】 
 今回の結果から、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ミクログリアの突起

の退行性変化が促進することが明らかとなった。

歯の早期喪失による海馬のミクログリアの退行性

変性の進行が、神経細胞の減少や空間認知能の低

下と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, 19: 196-205, 2009. 

2) Hasegawa-Ishii S, et al.：Morphological 
impairments in microglia precede age-related 
neuronal degeneration in senescence- acceler- 
ated mice, Neuropathology, 31: 20-28, 2011. 
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抑肝散による認知機能障害抑制効果の検討 
Effects of Yokukansan on cognitive deficits 

 
○梶本京子, 外山達也, 西英光, 林櫻子, 越智鈴子, 近藤裕子, 飯沼光生,  

山田久美子*, 東華岳**, 久保金弥*** 
Kyoko Kajimoto, Tatsuya Toyama, Hidemitsu Nishi, Sakurako Hayashi, Suzuko Ochi,  
Hiroko Kondo, Mitsuo Iinuma, Kumiko Yamada*, Kagaku Azuma**, Kin-ya Kubo*** 
（朝日大・歯・小児歯，*名女大・家政，**産業医大・医・解剖, ***名女大・院・生活） 

Asahi Univ. Dept. Pediatric Dent. and *Nagoya Woman's Univ. Domestic Sci. and  
**UOEH. Med. Anat. and ***Nagoya Woman's Univ. Grad. Sch. Human Life Sci.  

 
【目的】 
高齢者認知症の不安、攻撃性、夜間徘徊などの

周辺症状に、抑肝散が臨床応用されている。最近、

抑肝散には空間認知障害改善作用があることが明

らかになってきたため、認知症の記憶障害や見当

識障害などの中核症状に対しての予防並びに治療

への効果が期待されている 1)。しかし、その作用

機序については不明な点が多い。 
今回我々は、比較的若齢より加齢に伴う学習・

記憶障害を示す老化促進モデルマウス（SAM）P
８を用い、抑肝散の長期摂取が加齢に伴う海馬の

認知機能障害に与える影響を検討した。 
【対象と方法】 
 実験には５か月齢の雄の SAMP８を用いた。マ
ウスをコントロール群と抑肝散摂取群（以下実験

群）に分けた。２か月にわたり、コントロール群

には滅菌水を、実験群にはヒトの１日の服用量 7.5
ｇに相当する 0.15％抑肝散水溶液を自由摂取させ
た。行動学的検索として、両群とも最終週の５日

間 Morris水迷路学習テストを実施した。次いで、
空間認知能に影響を与える海馬 CA１領域のミエ
リン鞘の厚み（G-ratio）2）神経細胞のシナプスの

微細構造を観察した。 
【結果】 
 両群とも、Morris水迷路学習テストのプラット
ホームへの到達時間は経日的に短縮した。また、

実験群のプラットホームまでの到達時間はコント

ロール群に比べ有意に短縮した。海馬 CA１領域
におけるミエリン鞘では実験群はコントロール群

に比べ厚くなり、シナプス後肥厚（post synaptic 
density、PSD）の length、thicknessともに有意
な高値を示した。 

 
＜図１＞PSD length および PSD thicknessの結果 
【考察】 
今回の行動学的、組織学的検索より、抑肝散の

長期摂取は老化促進モデルマウスの海馬 CA１領
域におけるミエリン鞘の加齢的変性やシナプス形

成障害を抑制することによって加齢に伴う海馬依

存性認知機能の低下を改善し得る可能性が示唆さ

れた。 
今後は、小児期からの投与でどのような影響が

出るか検討したい。 
【文献】 

1) Kubota K, et al. Yokukansan, a traditional 
Japanese herbal medicine, promotes neurite 
out grough in PC12 cells through the activa-
tion of extracellular signal regulated kinase 
1/2 and phosphatidylinositol 3-kinase/Akt.  
J Trad Med 30:102-113, 2013． 
2) Suzuki A, et al. Maternal chewing during 
prenatal stress ameliorates stress-induced 
hypomyelination, synaptic alterations, and 
learning impairment in mouse offspring. Brain 
Research 1651:34-43, 2016. 
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単一細胞 RNA-seq 解析による骨芽細胞の多様性の検討	

Single-Cell RNA Sequencing uncovers the diversity of osteoblasts 
 

○中野将志, 入江泰正, 香西克之 
Masashi Nakano, Yasumasa Irie, Katsuyuki Kozai 

 

(広大・院・小児歯) 
Dept. Pediatric Dent., Hiroshima Univ. Graduate School of Biomedical & Health Sciences 

 
【目的】	

	 広島大学病院は小児がん拠点病院に指定されて

おり，骨芽細胞が悪性化する骨肉腫や，ステロイ

ド治療により骨粗鬆症を伴う急性リンパ性白血病，

全身性エリテマトーデス等の患児の受け入れも多

い。我々は医歯連携の基盤のもとにこれらの患児

の口腔内管理を行っており，骨疾患，骨の成長発

育を考慮した歯科治療の機会は多い。 
	 本研究では骨芽細胞が辿る運命過程を遺伝子発

現ネットワークの変化から追求し，運命決定の鍵

となる制御機構を見出すことを目的とした。これ

により骨の再生および骨関連疾患への臨床応用を

見越した創薬への足がかりとなると予想される。	

【背景】 
	 骨形成を終えた骨芽細胞の多くはアポトーシス

により死に至るが，一部は骨細胞や bone	lining	

cells となる。近年，成人の骨芽細胞の主たる供

給源は bone	lining	cells であること 1)	や，加齢

や骨粗鬆症などの病態に伴い脂肪細胞へと分化転

換する例も報告されている 2)	。しかしこれらの分

子基盤は殆ど解明されていない。そこで，骨芽細

胞の遺伝子発現レベルを単一細胞レベルでプロフ

ァイリングするとともに，脂肪細胞への分化転換

能について検討を加えた。	

【対象と方法】	

	 2.3Kb Col1a1 プロモーター制御下で Cre リコ
ンビナーゼを発現するマウスと R26R-Lyn-Venus
マウスを交配し，骨芽細胞で Venusを発現するレ
ポーターマウスを作製した。同マウス新生仔頭頂

骨からコラゲナーゼ/EDTA 消化により段階的に
細胞を回収した。 
	 同細胞からFACSによりVenus+ 細胞を単離し，

C1システム（Fludigm）を用いシングルセルレベ
ルで cDNA 合成し，RNA 次世代シーケンスを行
った。そのうち 90細胞のトランスクリプトーム解

析を行なった。加えて Venus+ 細胞の脂肪細胞分

化能を in vitroで確認した。 
【結果】 
	 教師なし階層的クラスタリングの結果，Venus+ 

細胞は大きく 2 つの集団に分類された。クラスタ
ー間では 145 の遺伝子に有意差が認められた‹図
1›。このうち一方の集団は骨芽細胞マーカーのみ
ならず，幹細胞マーカーを発現していた。 
	 Venus+ 骨芽細胞は，PPARgをはじめとする脂
肪細胞分化に関与する遺伝子群を多数発現してお

り，同細胞に PPARgの合成リガンド・ロシグリタ
ゾンを負荷すると，一部は脂肪細胞へ分化した。 

 
          Gene A     Gene B 

 
‹図 1› 遺伝子発現レベルのバイオリンプロット  

【考察および結論】 
	 今回，単一細胞レベルにおいて骨芽細胞の多様

性が初めて明らかとなった。また,一部の骨芽細胞
集団は脂肪細胞分化能を持つものと考えられた。 
	 本研究により，骨芽細胞の運命を左右する制御

ネットワークが解明され，関連する分子をコント

ロールすることにより骨代謝の改善，および骨関

連疾患への臨床応用が可能になると予想される。 
【文献】 
 1) Matic et al., Stem Cells, 2016. 
	 2) Yoshiko et al., PLoS ONE, 2010. 
【会員外共同研究者】 
吉子裕二 (広大・院・硬組織代謝生物学) 
南崎朋子 (広大・院・硬組織代謝生物学) 
吉岡広陽 (国際医療福祉大・医・解剖学) 
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卵巣摘出マウスに対するヒト乳歯歯髄幹細胞の細胞培養液を用いた骨吸収抑制効果の検討 
Improvement of the bone resorption by condition medium of SHED in Ovariectomized Mice 

 
○前田彩子，菊入崇，八若保孝 

Ayako Maeda, Takashi Kikuiri, Yasutaka Yawaka 
 

（北大・院歯・小児障害） 
Hokkaido University Graduate School of Dental Medicine, 

Dentistry for Children and Disabled Persons 
 

 
【目的】 
 ヒト脱落乳歯歯髄幹細胞 (Stem cells from 
human exfoliated teeth : SHED)は，乳歯の歯髄
内に存在している高い多能性を有した間葉系幹細

胞である 1)。SHEDの培養液中には SHEDから分
泌した様々なパラクライン因子が含まれているこ

とが知られており，動物実験において，この培養

液が中枢・末梢神経損傷，肝硬変，心筋梗塞，糖

尿病などの多くの難治性疾患に対して高い治療効

果があることが報告されている 2)。一方，骨粗鬆

症は，進行すると患者の QOL 低下につながるた
め，主にビスホスホネート製剤などの骨吸収抑制

剤が使用されている。しかし，これらの薬剤は，

その副作用として抜歯等の歯科処置後に薬剤関連

性顎骨壊死を引き起こすことが知られている。そ

こで，本研究は新たな骨粗鬆症の治療法として，

SHED培養液の有効性について検討を行なった。 
【対象と方法】 
 SHEDは80%コンフルエント状態で無血清培地
（MEM）に交換，さらに 48時間培養した後に上
清(SHED-MEM)を回収し実験に用いた。11 週齢
C57BL/6J の雌マウスに対して卵巣摘出術(OVX)
を施行し，OVX施行直後から週 2回，MEM（200
μl）あるいは SHED-MEM（200μl）の腹腔内投
与を行った。投与開始 4週後にマウスを CO2ガス

で安楽死させ，大腿骨を摘出した。摘出した大腿

骨はμCT 撮影後に，薄切切片を作成し HE 染色
および TRAP染色を行った。尚，本研究の動物実
験にあたっては北海道大学動物実験指針を遵守し，

北海道大学動物実験委員会承認(17-0117)を得て
行った。 
【結果】 
 μCT による解析において骨梁体積量は，

SHED-MEM投与群では，MEM投与群と比較し，
有意に高値を示した（図）。CT像および HE染色
による組織像においても，SHED-MEM投与群で
は，MEM 投与群と比較し，多くの骨梁が残存し

ていることが確認された。また，破骨細胞数は，

SHED-MEM 投与群では，MEM 投与群と比較し
有意に少なかった。 

 
    <図>マウス大腿骨における骨梁体積およびμCT像 

 

【考察】 
 今回のマウスを用いた実験結果から， 
SHED-MEMを投与することで，OVX後に発症す
る骨量減少が抑制されることが示された。このこ

とから，SHEDから放出した何らかのパラクライ
ン因子が，骨粗鬆症の進行を抑制する効果を有し

ていることが示唆された。 
【文献】 

1） Miura M，et al. : SHED: stem cells from 
human exfoliated deciduous teeth. Proc 
Natl Acad Sci U S A. 100:5807-5812, 
2003. 

2） Mita T，et al. : Conditioned medium from 
the stem cells of human dental pulp 
improves cognitive function in a mouse 
model of Alzheimer's disease. Behav 
Brain Res. 293:189-197, 2015. 
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抗がん剤刺激によるヘルトヴィッヒ上皮鞘の IGF-1R発現変化 
Effect of anti-cancer drug on IGF-1R expression in HERS 

 
○松尾聡，中村雅子，岡暁子，板家智，石井華子，尾崎正雄，大野純* 

Satoru Matsuo, Masako Nakamura, Kyoko Oka, Satoshi Itaya, Hanako Ishii, 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、歯根形成に重要であるインスリン様成

長因子(IGF-1)に着目し、抗がん剤投与がヘルトヴ
ィッヒ上皮鞘(HERS)に与える影響について IGF-
1レセプター(IGF-1R) の発現変化、細胞増殖活性、
さらには上皮系および間葉系細胞マーカーの発現

変化を検討した。また、抗がん剤投与マウスにおけ

るそれぞれの発現変化も検討した。 
【材料】 
細胞：マウス HERS由来細胞株(HERS01a) 
培地：DMEM/HAM F12+FGF(20ng/ml) +EGF 

(20ng/ml) +SSR+antibiotics 
動物：ICRマウス 
抗がん剤：シクロフォスファミド(CPA)  
濃度は、細胞に対して 50, 100, 200μM、マウスに
対しては 50, 100, 200 mg/kgとした。 
使用抗体：IGF-1R, CK14, E-cadherin, Vimentin,  

N-cadherin, Ki67 
【方法】 
1．各濃度の CPAを培地に添加し、48時間後に細
胞をアセトンで固定し、一次抗体を 24時間、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法を用
いて各タンパク発現量を刺激前後で比較検討した。 
2．生後 0, 5, 10日齢の仔マウスに各濃度の CPAを
腹腔内投与した。その後、16, 20日齢時に下顎骨を
採取し固定・脱灰後パラフィン包埋し組織切片を

作製した。HE 染色と各抗体にて免疫組織化学
(IHC) を行い、CPA非投与群(Control)との比較検
討を行った。 

 
【結果】 
1．上皮系マーカーである CK-14, E-cadherin, 細
胞増殖マーカーの Ki67および IGF-1Rは、CPA濃
度の上昇に伴い、陽性率の低下を認めた。また、間

葉系マーカーである Vimentin, N-cadherin は、
Controlでは殆ど発現していないのに対し、CPA刺
激群では、低濃度の発現が上昇し、高濃度になると

発現が低下することがわかった。Western blotting
法においても同様の結果を示した。 
2．すべての濃度の CPA投与マウスに、下顎第 1臼
歯の歯根形成不全が認められた。IHC を用いた解
析では、CPA投与マウスの歯根膜組織は、Control
と比較して CK-14, E-cadherin を発現している細
胞が減少していることが確認された。一方で、間葉

系マーカーは低濃度で発現の上昇、高濃度で発現

の減少がみられた。IGF-1Rの発現は CPA 投与に
より減少が顕著であった。 
【考察】 
 細胞、およびマウス組織を用いた解析から、抗が

ん剤刺激は、HERSの上皮系マーカーの低下、IGF-
1Rの発現低下を招くことが明らかとなった。この
結果は、抗がん剤投与による歯根形成異常に IGF-
1/IGF-1Rシグナルの障害が関与していることを示
唆する結果と考えている。また、CPA 刺激で間葉
系マーカーの上昇がみられたことから、抗がん剤

刺激は濃度によって、HERS の上皮間葉転換を促
進する作用を持つ可能性が示唆された。 
【参考文献】 
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 
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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の動態変化 

Effect of anti-cancer drugs on HERS cells. 
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【目的】 

 小児がんに対する抗がん剤治療の晩発障害とし

て永久歯の形成不全や未萌出があげられる。今回

我々は、歯の萌出や歯根の伸長に関係するヘルト

ヴィッヒ上皮鞘細胞(HERS)は、抗がん剤投与に
よって形質転換が惹起されるとの仮説のもと、小

児がんに用いられる抗がん剤の 1 つであるシスプ

ラチンを用いて HERS細胞を刺激し、その動態変
化を検討した。 

【対象と方法】 

細胞：マウス HERS由来細胞株（HERS0la） 

培地：DMEM／HAM F12＋FGF（20ng／m1）
＋EGF（20ng／ml）＋SSR＋antibiotics 
抗がん剤：シスプラチン 

 上記の培地を用いて培養した HERS 細胞にシスプ

ラチンによる刺激を与え、非刺激群（Control）と
比較検討した。細胞数の計測は Trypan Blue染色
にて計測した。また、上皮及び間葉系マーカー蛋

白発現を細胞免疫染色およびウエスタンブロット

法を用いて解析した。 

1)細胞数の変化を観察するため、HERS 細胞を
sub-confluent になるまで培養し、シスプラチン
10, 100, 200, 500Mにて刺激を行い、12時間後

に細胞数の計測を行った。 

2)HERS細胞を sub-confluentになるまで培養し、
500Mにて刺激を行い、12, 24, 48時間後に細胞数
を計測した。 

3)HERS細胞を full-confluentになるまで培養し、
500Mにて刺激を行い、12, 24, 48時間後に細胞
数を計測し、さらに蛋白発現を観察した。 

【結果】 

1)シスプラチン濃度が上昇するとともに、細胞数

は減り、500M 刺激では明らかな減少を認めた。

従って、その後の解析は 500Mを用いた。 

2) Sub-confluentまで培養した状態では、刺激後
12時間において細胞数の減少を認め、その後は変
化がなかった。 

3) Full-confluentまで培養した状態では、細胞数
の低下がみられなかった。シスプラチン刺激前後

でのタンパク発現の変化については、上皮系のマ

ーカーである E-cadherine は発現の低下、CK14
は発現の上昇を認めた。間葉系マーカーである

Vimentin、N-Cadherine は発現の上昇を認めた。
これらの変化は、刺激後 12，24時間で見られたが、

48時間では明らかではなかった。 

【考察】 

今回、より高濃度のシスプラチン刺激により細

胞が障害され、細胞数の減少が起きることが明ら

かとなった。しかし full-confluent まで培養した
細胞は、細胞数が低下しなかった。これは、細胞

が密になった際に刺激を与えると、なんらかの防

御機能が働き、刺激に対して抵抗したのではない

かと考えられる。その変化の時期についてはタン

パク発現の結果より 12時間から 24時間の間に起
きると考えられる。 

また、間葉系のタンパクの発現上昇がみられた

ことより、上皮系の細胞である HERS細胞が、間
葉系細胞へ形質転換している可能性が示唆された。

今後、シスプラチン刺激に対する HERS の上皮-

間葉転換作用に着目し解析を進め、抗がん剤投与

の晩発障害としての歯根形成障害のメカニズムを

明らかにしていきたいと考えている。 

【文献】 

Yang Z, etc.: Cessation of epithelial Bmp 
signaling switches the differentiation of crown 
epithelia to the root lineage in a 
β-catenin-dependent manner. Molecular and 
Cellular Biology: 4723-44, 2013 
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抗がん剤がマウス歯胚に及ぼす影響における免疫組織学的検討 

Immunohistochemical examination of the effect on the mouse tooth germ by anticancer drugs  
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【目的】 
	 小児がん患者において、がん治療によって歯根

あるいは歯冠の形成が阻害され、形態異常や欠損

が起こる。これらは、歯胚の形成時期の抗がん剤

やアルキル化剤などの投与や放射線照射が原因で

あると示唆されている。今回我々は、マウス歯胚

を用いて、抗がん剤による歯根形成への影響につ

いて免疫組織学的検討と関連遺伝子の評価を行っ

たのでこれを報告する。 
【対象と方法】 
1. 器官培養：胎生 16 日齢のマウスより下顎第一
臼歯の歯胚を採取後、0.5% アスコルビン酸および 
0.5% ストレプトマイシン含有 BGJb Medium を
用いて 37℃、5% CO2 下にて培養を行った。培養

1 日 目 の 歯 胚 に  0.21mg/ml、 0.42mg/ml、
0.84mg/ml の各濃度に調整したシクロフォスファ
ミドを添加し、14 日間および 21 日間培養後実験
に供試した。 
2. 病理組織学的評価：培養した下顎第一臼歯歯胚
を中性ホルマリンにて固定し、パラフィン包埋ブ

ロックを作製して、薄切切片を作製後、ヘマトキ

シリン・エオジン (HE) 染色を施し、歯胚の観察
を行った。さらに、添加したシクロフォスファミ

ドの上皮組織および間葉組織への影響を観察する

ため、抗サイトケラチン抗体および抗ビメンチン

抗体を用いた免疫染色によって免疫組織学的検討

を行った。 
3. 関連遺伝子発現の評価：培養後の歯胚より 
Acid-guanidinium-phenol-chloroform 法に基づ
いて、RNAgents®Kit を使用して全 RNA を抽出
し、cDNA の合成を行った。得られた cDNA を
鋳型として、SYBR green を用いた  Real-time 
qRT-PCR 法によって、サイトケラチンおよびビメ
ンチンをコードする遺伝子の発現を調べた。 
 

【結果】 
	 培養１日目の歯胚の免疫染色を行った結果、サ

イトケラチンおよびビメンチンの発現は認められ

なかった。培養14日目では、非添加群においてサ
イトケラチンおよびビメンチンの発現が認められ

た。一方で、シクロフォスファミド添加群におい

ては、間葉系細胞の歯根形成部付近でサイトケラ

チンおよびビメンチンの発現が認められなかった。

培養14日目における HE 染色像では、ヘルトビッ
ヒ上皮鞘において、シクロフォスファミドの濃度

が高くなるにつれて、象牙芽細胞とエナメル芽細

胞の形態の変化や配列の乱れが認められた。さら

に培養21日目において、0.21 mg/ml および 0.42 
mg/mlのシクロフォスファミドを添加した群にお
いては歯胚の形態異常が認められ、さらに

0.84mg/ml のシクロフォスファミドを添加した群
では、前象牙芽細胞と前エナメル芽細胞の分化、

象牙質の形成が認められなかった。培養21日目の
免疫染色では、シクロフォスファミドの濃度が高

いほど、歯根形成部においてサイトケラチンおよ

びビメンチンの発現は認められなかった。さらに 
Real-time qRT-PCR の結果より、0.42 mg/ml の
シクロフォスファミドを添加した群では非添加群

と比較して、いずれの遺伝子においても有意に発

現の低下を認めた。 
【考察】 
	 本研究から、歯胚形成期における抗がん剤の投

与により、上皮組織と間葉組織の双方に影響を与

えることが示唆された。これにより、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。今後は、歯の形成に関与す

るその他の遺伝子への影響について検討を行う予

定である。 
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原因不明の乳歯早期脱落に TLR8遺伝子変異の関与が疑われた一例 

A case of possible effect by the mutation of TLR8 gene on early loss of the primary teeth  
 

○佐々木康成, 小川綾野, 成瀬正啓 

Yasunori Sasaki, Ayano Ogawa, Masahiro Naruse 
 

（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】 
外傷など局所的要因を除いた全身状態と関連する

歯の早期脱落 には ,低フォス ファターゼ

症,Papillon-Lefevre 症候群あるいは Chédiak-

Higashi 症候群などの症候群があるが,原因不明

の例もある。我々は,乳歯早期脱落に,ある遺伝子

変異の関与が疑われた症例に遭遇したので報告す

る。なお,本発表は保護者の同意を得ている。 

【対象と方法】 

患児：初診時 4歳 0か月・男児 

主訴：原因不明の歯の内部吸収 

全身既往歴：両停留精巣に対する精巣固定術（3歳

8か月時）, アデノイド肥大に対する切除術・扁桃

肥大に対する両側口蓋扁桃摘出術(5歳 10か月時) 

家族歴：特記事項なし 

現病歴：2歳 2か月時に歯の変色が気になり,近医

歯科医院を受診。その後,高次医療機関小児歯科を

受診された。 

口腔内所見（図 1）：上下顎左右乳中切歯の早期脱

落および下顎左側乳側切歯の動揺を認めた。 
パノラマエックス線写真所見（図 2）：乳歯全体に

わたる歯冠・歯根および形成中の永久歯歯冠のエ

ックス線透過性亢進および乳歯歯根の異常吸収像

を認めた。 

 
＜図１＞初診時口腔内写真 

 
 

 
＜図2＞初診時パノラマエックス線写真 

【治療および経過】 
当センター内分泌科・遺伝科に紹介して,血液学的

および骨成長について精査を行ったが,アルカリ

フォスファターゼ値は正常であり,骨成長につい

ても異常を認めなかった。遺伝子エクソン解析か

ら,母由来の Toll like receptor8(TLR8)遺伝子変

異を認めた。当科では対症療法として,シーネを用

いて残存歯の安静を図ったが,残存乳歯の動揺・脱

落は進行した。脱落歯の増加に伴い,可撤式床装置

を装着した。 
【考察】 
本症例における乳歯早期脱落および動揺の原因と

しては,歯根の重度の形成不全と歯根の異常吸収が
考えられた。変異を認めた TLR8遺伝子は X染色体

上にマップされ, 感染に対する認識に役割を果た

すことが示唆されている。歯においては間葉系細

胞,特に象牙芽細胞に高い発現を認めるレセプタ

ーである１）。このレセプターの働きから,歯根の形

成不全から早期脱落への影響が疑われた。本症例

において永久歯歯列への交換育成を図るとともに,

同様な例に備えて,分子メカニズム解明,早期診断

と対応が今後の課題である。 
【文献】   
1) Pääkkönen, V. et al.: Mature human 

odontoblasts express virus-recognizing toll-
like receptors, Int Endod J, 47:934-41, 2014. 
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生後 0 日齢より酵素補充療法を受けた低ホスファターゼ症患者における脱落歯の解析	

Analysis of tooth from hypophosphatasia patient who underwent enzyme replacement therapy  
from birth 

	

○	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  (Hypophosphatasia;  
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

の代謝性疾患である。全身症状として骨の石灰化

障害が認められ、歯科的症状としてセメント質の

形成不全による乳歯早期脱落を特徴としている。

現在、HPPにおいて酵素補充療法が開始されてお
り、画期的な成果が報告されている。今回我々は、

出生時より酵素補充療法を受けている HPP 患者
において外傷のため脱落した上顎左側乳中切歯を

用いて、走査型電子顕微鏡（Scanning Electron 
Microscope; SEM）とコンタクトマイクロラジオ
グラム（Contact Micro Radiography; CMR）に
よる観察、およびヘマトキシリン・エオジン

（Hematoxyline-Eosin; HE）染色による病理組織
学的観察を行ったので報告する。 
【対象と方法】 
	 本研究は保護者の同意を得て行った。生後 0 日
齢より酵素補充療法としてアスフォターゼ アル
ファ（ストレンジック®）を使用している HPP罹
患患者 3歳 11か月の女児において、外傷のため脱
落した上顎左側乳中切歯を分析対象とした。歯は

二分割して、一方を樹脂包埋後に非脱灰研磨切片

を作製して 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観察した。その後、

SEMで非脱灰研磨切片を観察し、歯の構造に関し
て分析した。もう一方からは、脱灰切片を作製し

て HE染色による病理組織学的観察を行った。 
【結果】 
１．CMRによる観察 
	 エナメル質に関して、唇側および口蓋側の両方

で厚みが菲薄になっていることが確認できた。ま

た、歯根は完成しておらず、根尖は閉鎖していな

かった。 
２．SEMによる観察 
	 エナメル質に関しては、全体的に形成不全の傾

向が認められ、唇側ではエナメル質の表面が粗造

になっていることが示された。口蓋側も同様にエ

ナメル質表面が粗造になっており、咬耗によって

エナメル質が菲薄になっている部位が認められた。

また、エナメル質側の象牙質において、形成異常

を来している部位が観察された。セメント質に関

しては、ほとんど存在していないことが明らかに

なった。セメント質表層に近い部位においては、

象牙質の形成異常が認められた。歯髄側の象牙質

においては、象牙前質周囲に存在する石灰化顆粒

が少なくなっていることが確認できた。 
３．HE染色による観察 
	 歯根部歯質において、部分的に有細胞セメント

質および無細胞セメント質が存在していることが

確認できた。無細胞セメント質に関しては、連続

して存在している部位と不連続に存在している部

位の両方が認められた一方で、有細胞セメント質

に関しては、不連続に存在している部位のみが認

められた。 
【考察】 
	 上顎乳中切歯は胎生 7 週間から歯胚の形成を開
始し、生後 1.5 か月で歯冠が完成し、生後 1.5 年
で歯根が完成することが知られている。そのため、

HPP 患者において生後すぐに酵素補充療法を受
けることで、歯の形成にも影響が現れる可能性が

あると考えられる。今後は分析対象を拡大し、酵

素補充療法が歯冠や歯根に与える影響の詳細を検

討していきたいと考えている。 
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乳臼歯咬合面の幾何学的形態測定について　第２報　ＴＰＳ解析による歯種差の検討

Geometric form measurement on occlusion form of deciduous molar 2:Discussion by TPS analysis

○小山香菜子，保坂京子，加藤由紀子，松山真理子，菊池元宏，朝田芳信

Kanako Koyama,Kyoko Hosaka,Yukiko Kato,Mariko Matsuyama,Motohiro Kikuchi and Yoshinobu Asada

（鶴見大・歯・小児歯）

Department of Pediatric Dentistry, Tsurumi University School of Dental Medicine

【目的】

　乳臼歯咬合面の形態についてはこれまで多くの

報告がなされてきたが，大部分は歯冠幅径などの

尺度化しやすい２点間距離や咬頭数，そして主観

的な文言が主であり，咬合面形態そのものを定量

化した報告は演者らの調べる限り少なかった。

　一方で，工業分野では形態を定量化することを

目的として幾何学的形態測定法が応用されてい

た。そこで，演者らは同測定法よる乳臼歯咬合面

の解析に着目し，特にその解析法の一つである薄

膜スプライン解析法（以下 TPS）の可否ついてに

検討し，第１報にて一定の応用性があったことを

報告したが，今回は具体的な歯種差を検討したの

で報告する。なお，本研究は鶴見大学歯学部倫理

審査委員会の規定にしたがって行われた（受付番

号 1241 2014 年）。

【資料と方法】

１．資料

　咬耗等の不確定要素を極力認めない，無作為に

選んだ混合歯列期の混合歯列期男児の模型 10 組，

同女児の模型 10 組，計 20 組とした。

２．測定方法

　資料を歯科模型測定用三次元スキャナ１）にて

三次元スキャンを行い，デジタルモデリングシス

テム１）にて資料の咬合平面と測定平面が同一に

なるように調整し，ランドマーク（図１）の座標

を測定した。この測定値は位置や大きさ，角度等

の不確定要素を有しているため（図２），これら

を最小二乗法にて重ね合わせて不確定要素を排除

し（図３），各ランドマークの座標を平均し，標

準モデルを作成した。最後にこの標準モデルに対

して TPS を行い，座標変換（図４）ならびに屈曲

エネルギーを求めた。

【結果ならびに考察】

１．性差について，上下顎第一乳臼歯，上下顎第

近心頬側咬頭 遠心頬側咬頭 遠心咬頭

近心舌側咬頭 遠心舌側咬頭

近
心
最
突
出
点

遠
心
最
突
出
点

２
●
３
●

●
５

●
７

●
６

１
●

４
●

図１　ランドマーク（Ｅ̄│の例）

１ 中心窩

２ 近心頬側部の最大豊隆点

３ 頬側縁の最陥凹点

４ 遠心頬側部の最大豊隆点

５ 近心舌側部の最大豊隆点

６ 舌側縁の最陥凹点

７ 遠心舌側部の最大豊隆点

二乳臼歯に幾何学的な男女差は認めなかった。　

２．歯種差について，屈曲エネルギーは上顎より

下顎が，そして上下顎共に第一乳臼歯より第二乳

臼歯の方が大きい傾向にあった。

３．咬合面観差について，上顎第一乳臼歯，下顎

第一乳臼歯共に近心側咬頭より遠心側咬頭のばら

つきが大きく，個性が出やすい傾向にあった。ま

た，下顎第二乳臼歯では咬合面観より歯冠外形の

屈曲エネルギーが大きかった。

　以上のように，歯冠形態を幾何学的に比較・検

討することが可能であった。また，発生の早い乳

臼歯ほど，咬合面の幾何学的形態が安定している

傾向にあった。幾何学的形態測定はパーソナルコ

ンピュータなどの普及によって近年急速に発展し

つつあり，今後のさらなる研究が必要な分野であ

ると思われた。

【文献】

１）藤原　恵，酒井暢世，塩田亜梨紗，松山真理

子，菊池元宏，朝田芳信：三次元スキャナ（R700 

3D Scanner for Orthodontics®）の臨床的測定精

度に関する研究，小児歯誌，53：462-470，2015.

図２ 図 3 図４
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根尖性歯周炎の原因となった歯内歯の解剖学的研究 
An Anatomical Study of Dens in Dente with the Apical Periodontitis 

 
○有泉由紀子，*石川昂，本間宏実，富永早紀，田村梨恵，辻野啓一郎，*山本仁，新谷誠康 

Yukiko Ariizumi, *Noboru Ishikawa, Hiromi Homma, Saki Tominaga, Rie Tamura, Keiichiro Tsujino, 
*Hitoshi Yamamoto, Seikou Shintani 

（東歯大・小児歯，*東歯大・組織・発生） 
Tokyo Dental College Dept. Pediatric Dent. and *Tokyo Dental College Dept. Histol. & Dev. Biol.

 
【緒言】 
	 歯内歯（陥入歯）は歯の発育異常による稀な奇

形歯の１つである。歯内歯は陥入部から感染をお

こしやすいが、発見が困難であり急性症状を認め

るまで放置されてしまうことも少なくない。感染

をきたした場合、陥入部および根管が複雑な形態

を示すことから歯内療法が困難となり、抜歯が必

要となることもある。今回我々は急性化膿性根尖

性歯周炎と診断した Oehlersの分類Ⅲ型歯内歯の
1例を経験したので報告する。 
【症例】 
	 患者（12 歳 11 か月・男児）は上顎左側側切歯
の歯肉腫脹を主訴に来院した。デンタルエックス

線画像〈図１〉より上顎左側側切歯は複雑な内部

構造を呈する歯内歯であった。慢性化膿性根尖性

歯周炎と診断し、その形態から歯内療法が困難で

あるため抜歯の必要性を患者と保護者に説明した。

しかし、症状が軽減したため来院が途絶え、7 か
月後に同部の激しい疼痛と歯肉・顔面腫脹を訴え

再来院した。抗菌薬投与と切開排膿による消炎処

置を行った。急性症状緩和後、患歯を抜去するこ

ととした。浸潤麻酔後、粘膜骨膜弁形成したとこ

ろ患歯の周囲骨は吸収が認められた。周囲歯槽骨

を削去後、患歯を抜去し根尖病変を掻爬した。抜

歯後は経過良好であり、同部の歯列空隙は矯正治

療による閉鎖が予定されている。 
【実験方法】 
	 抜去歯はホルマリン固定後、Micro-focus X-ray 
RTR/CT Systemを用い CT撮影を行った。撮影さ
れた CT画像〈図２〉は、TRI/3D-BON解析ソフ
トを用いて形態学的解析を行った。また、K-CX
で脱灰後通法に従いパラフィン包埋を行い、厚さ

5 µm の縦断薄切標本を作製し、H-E 染色を行っ
た。 

 

 
【CT画像および病理組織学的所見】 
	 縦断面の CT 画像では歯冠陥入部から根尖部に
かけて貫通する管腔を認めた。横断面では、陥入

部を囲むように存在するドーナツ様の根管を認め

た。 
	 病理組織標本では陥入部内壁には不規則な厚み

のエナメル質やセメント質様構造物を認めた。歯

髄腔内には、炎症細胞浸潤を認めず、軽度の血管

拡張および歯髄組織の線維化を認めた。 
	  

 

 

 

 

 

 

＜図 2＞縦断 CT画像 
＜図１＞患歯のデンタ
ルエックス線写真 
【考察】 
	 本症例は、歯冠陥入部から根尖部まで管腔が貫

通していたことで細菌が根尖部へ波及し、根尖性

歯周炎を発症したと考えられる。歯内歯は、陥入

部の形態や深さにより歯髄腔の形態に大きな影響

を及ぼす。陥入部によって根管が圧扁され複雑に

彎曲した本症例においては、根管治療が困難であ

ったことが確認できた。 
	 歯内歯では、陥入部の硬組織の石灰化が不十分

で物理・化学的刺激や細菌感染により容易に硬組

織が破壊されることや、根尖部に感染をきたし抜

歯を余儀なくされる症例が存在する。歯内歯は、

早期発見とともにその歯の形態異常に則した対応

と定期健診をすることが大切であることが示唆さ

れた。 
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乳歯，幼若永久歯，成人永久歯のエナメル質に対するコンポジットレジンの接着強さ 
Shear bond strength to deciduous tooth, immature tooth and mature tooth of flowable 

composite 

 

○入江正郎，篠永 ゆかり*，阿部洋子*，有田憲司* 

○Masao Irie, Yukari Shinonaga*, Yoko Abe*, Kenji Arita* 

 

（岡大・医歯院・生体材料，*大歯大・歯・小児歯） 

Okayama Univ. Dept. Biomaterials, and Osaka Dent Univ. Dept. Pediatric Dent. 

 

【目的】【目的】【目的】【目的】 

小児歯科臨床にコンポジットレジン修復は不可
欠で，その成否は歯質との接着が大きく関与する．
そこで，光照射直後の乳歯エナメル質，幼若永久歯
エナメル質および成人永久歯エナメル質の接着性
から検討し，１日後と比較した． 

【【【【材料材料材料材料と方法】と方法】と方法】と方法】 

 被着材料として，ヒト歯質を使用した．なお，本
実験に使用したヒト歯質は，岡山大学大学院医歯
薬学総合研究科および岡山大学病院倫理委員会
（課題名：歯質への接着性レジンの接着機構の解明，
承認番号 189 号）で承認を受けた．フロアブルコン
ポジットレジン（以後，FC）としては Clearfil 

Majesty ES Flow（Low, A3，Kuraray Noritake 

Dental）, 歯質処理材として Clearfil tri-S Bond 

ND Quick および Clearfil Universal Bond Quick

（Kuraray Noritake Dental）を使用した． 

方法は，メーカー指示に従って 3 種のヒトエナ
メル質を処理し，上記の FC を充填，光照射して硬
化させ，光照射直後と 1 日間 37℃蒸留水中に浸漬
後の接着強さを測定した．考察の一環として FC の
曲げ強さと曲げ弾性率も同様にして測定した ． 

【結果【結果【結果【結果と考察と考察と考察と考察】】】】 

Table 1に 3種のエナメル質に対する光照射直後
と 1 日間水中浸漬後の接着強さの結果を示した．2

種の歯質処理材において，3 種のエナメル質に対す
る接着強さの差は統計的に見られなかった．光照
射直後と 1 日間水中浸漬後の接着強さをそれぞれ
比較すると，統計的に有意差を生じ，1 日間水中浸
漬後の方が有意に優れた結果を示した． 

Table 2 に FC の曲げ強さと曲げ弾性率の結果を
示した．1 日間水中浸漬後の方が有意に優れた結果
を示した．測定後の破断面を観察すると，すべての
試料で凝集破壊か混合破壊が観察され，FC の機械

的強さの向上が大きく影響していることが考えら
れる．強さの向上には，弾性率の向上から FC の硬
化反応の進行による影響が考えられる ． 

【結論】【結論】【結論】【結論】 

コンポジットレジン修復において，光照射直後
の 3種のエナメル質に対する接着性は，1日後と
比較して有意に低いことが示された． 
 
Table 1  Shear bond strength to enamel        

 

Mean (S.D., N=10, MPa) 

Composite + Self-etched Primer                      

Deciduous tooth  Immature tooth  Mature tooth 

 

Majesty ES Flow (Low) + tri-S Bond ND Quick 

Immediately after light-activation 

  12.3 (1.7) A    14.2 (1.7) A     12.6 (2.9) A* 

         S
 a

            S              S 

After one-day storage 

17.7 (2.6) B    18.4 (3.0) B     17.6 (4.0) B 

 

Majesty ES Flow (Low) + Universal Bond Quick 

Immediately after light-activation 

  14.2 (1.7) C    14.8 (2.6) C     15.7 (3.2) C 

         S
 a

             S              S 

After one-day storage 

20.1 (4.7) D    21.2 (3.0) D     22.7 (4.6) D 

*: Means with the same letters (A-D) were not 

significantly different by Duncan’s Multiple- 

Range test (p>0.05). 

a

: Significantly different by t-Test between the 

two results. S: significant difference (p<0.05)． 

Table 2  Flexural property of Majesty ES Flow                       
 

Mean (S.D., N=10) 

Immediately      After one-day       t-Test # 
 

Flexural strength (MPa) 

71.8 (5.3)           136.4 (9.2)         S 

 

Flexural modulus (GPa) 

2.66 (0.19)          6.87 (0.79)         S 

 

#: Significantly different by t-Test between the two 
results. S: significant difference (p<0.05) 
【文献】【文献】【文献】【文献】 

1) Irie M et al., Performance of Class I 
composite restorations when polished 

immediately or after one-day water storage, 

PLoS ONE 12(8): e0183381, 2017.
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初期齲蝕様病巣におよぼす S-PRG シーラントの影響について 
Effect of sealant containing S-PRG on incipient caries like lesion  

 
○伊平弥生，高橋沙織，下田信治*，朝田芳信 

Yayoi Idaira, Saori takahashi, Shinji Shimoda*, Yoshinobu Asada 
 

（鶴見大・歯・小児歯，*鶴見大・歯・口腔解剖） 
Tsurumi Univ. Dept. Pediatric Dent. and Tsurumi Univ. Dept. Oral Anatomy 

 
【目的】 

S-PRG フィラーはフッ素リリースならびにリ

チャージ能を有するとともに 6 種類のイオンを徐

放し、耐酸性層の形成、プラーク形成の抑制能、

象牙質の再石灰化、酸緩衝能など徐放されたイオ

ンに起因する多くのバイオアクティブな効果が示

されている。今回我々は実験的に再現した初期齲

蝕様病巣上に S-PRG フィラー含有のシーラント

（Beautisealant、松風社製、以下 Beauti とする）

を塗布し、シーラント直下およびシーラント近接

部における再石灰効果について検討し、若干の知

見を得たので報告する。 
【材料と方法】 

試料は牛歯の唇面からセメント質を除去したエ

ナメル質ブロックを作製し、1 つのブロックの唇

面に 1×5 ㎜のウィンドウを 2 か所、約 1 ㎜弱の

間隔をあけ平行に作り、周囲はマニュキュアで覆

った。乳酸二層法を参考にした筒井らの方法 1)に

よりウィンドウ部に初期齲蝕様病巣を再現した。

実験群は初期齲蝕様病巣の一つに Beauti あるい

は TeethmateF1（クラレノリタケデンタル社製、

以下 TMF とする）を通法通りに塗布（シーラン

ト直下）し、もう一つの初期齲蝕様病巣 (シーラ

ント近接部)はそのままとし、フッ素を含まない石

灰化液に 1 週間浸漬した。対照群(cont.)では初期

齲蝕様病巣の一つはマスキングし、もう一つの初

期齲蝕病巣はそのままとし同様の石灰化液に 1 週

間浸漬した。 
実験群および対照群についてコンタクトマイク

ロラジオグラム（CMR）ならびに反射電子像で評

価した。反射電子像から再石灰化量を定量的に評

価するために反射電子の画像を輝度値（256 段階）

に換算し、ミネラル喪失量(ΔZ) および脱灰深度

（ld）を算出し、ΔZ および ld による再石灰化量

を比較した。シーラント直下に対するシーラント

近接部の再石化率も算出した。また、電子線微小

部分析装置（EPMA）による元素の面分析により

Beauti から徐放されるイオン（F-,Na+,Al3+,Sr2+）

の取り込み状況についてもシーラント直下とシー

ラント近接部の表層について比較検討した。 
【結果】 

Beauti 直下の再石灰化量(ΔZ ならびに ld）よ

りもシーラント近接部の再石灰化量(ΔZ ならびに

ld）の方が著しく多く、再石灰化率は TMF, cont.
に比べて有意に高かった（表 1）。 
 
表 1 1 週間石灰化液に浸漬後の再石灰化率 

 
 

再石灰化率（％） 

ΔZ ld 
Beauti* 16.1 17.7 
TMF* 2.6 3.6 

Cont.** 2.1 4.0 
 
*実験群再石灰化率（ΔZ/ld）＝100× 
シーラント直下（ΔZ/ld）－シーラント近接部（ΔZ/ld） 

シーラント直下（ΔZ/ld） 
 
**対照群再石灰化率（ΔZ/ld）＝100× 
初期齲蝕様病巣（ΔZ/ld）－石灰化液浸漬病巣（ΔZ/ld） 

初期齲蝕様病巣（ΔZ/ld） 
 
EPMAによる面分析からシーラント直下では

F-,Na+,Al3+、Sr2+の取り込みは認められなかった

のに対し、シーラント近接部ではF-,Al3+、Sr2+の取

り込みが観察された。 

【考察】 
Beauti から放出されるイオンがシーラント直

下よりもシーラント近接部の初期齲蝕病巣の再石

灰化に効果のあることがわかった。 
【文献】 

1）筒井 廉，他：リン酸化オリゴ糖カルシウム

およびフッ化物によるエナメル質再石灰化促

進効果について，小児歯誌，53：35-46，2015． 

236　小児歯科学雑誌　56（2）：236　2018

P-044



 S-PRG  
Effects of surface pre-reacted glass-ionomer (S-PRG) filler on oral biofilm formation 

 
 

Yukiko Takashima, Yuko Morikawa, Setsuyo Morimoto, Hiroaki Inaba, Michiyo 
Matsumoto-Nakano 

 
 

Okayama Univ. Dept. Pediatric Dent. 
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S-PRGフィラーが引き起こす Streptococcus mutansの遺伝子発現変化によるう蝕病原性の抑制 
S-PRG filler causes alteration of gene expression of Streptococcus mutans and reduces its 

cariogenicity 
 

○森田有美子，又吉紗綾，野村良太，仲野和彦 
Yumiko Morita, Saaya Matayoshi, 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
バイオアクティブ機能性ガラスであり、様々な歯

科材料への応用が期待されている。本研究では、

S-PRGフィラー存在下で Streptococcus mutans
の遺伝子発現変化と、それに起因するう蝕病原性

に対する抑制作用について分析することにした。 
【対象と方法】 
１. S-PRGフィラー溶出液の調製 
	 S-PRG フィラーと蒸留水を混合攪拌しフィラ

ーを除去することにより、６種類のイオンを徐放

する S-PRG フィラー溶出液を調製した。この

S-PRG フィラー溶出液を滅菌蒸留水で 6.3%、
12.5%、25.0%、50.0% の各濃度に調製したもの
を分析に用いた。 
２. 供試菌および培養条件 
	 日本人小児口腔由来の S. mutans MT8148 株
（血清型 c）を用いた。マイクロアレイ法による
分析には、MT8148 株に加え米国人口腔由来の標
準株である UA159株（血清型 c）を使用した。供
試菌を 1.0×107 CFU/ml に調整し、各濃度の
S-PRG フィラー溶出液および必要に応じてスク

ロースを添加した Brain Heart Infusion（BHI）
液体培地に播種し培養した。 
３. DNAマイクロアレイ解析 
	 各濃度の S-PRG フィラー溶出液を添加した

BHI培地に供試菌を播種し 37℃で 18時間培養後、
RNA 抽出を行った。その後、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、

各 S-PRG フィラー溶出液濃度条件下における S. 
mutansの遺伝子発現変化を分析した。 
４. スクロース依存性付着能に関する分析 
	 各濃度の S-PRGフィラー溶出液を含む 1%スク 
ロース含有 BHI液体培地に供試菌を播種し、試験 
管を水平から 30°に傾けて 37℃で 18時間培養し 

 
た。培養後、通法に従い試験管を回転および撹拌

し、菌液の濁度から付着率を算出した。 
５．バイオフィルム形成能に関する分析 
	 各濃度の S-PRG フィラー溶出液を添加した

0.25%スクロース含有 BHI培地に供試菌を播種し
たものを 96穴プレートに加え 37℃で 24時間培養
した。その後、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。 
【結果】 
１．DNAマイクロアレイ解析 
	 MT8148株および UA159株において、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抑制が認められた。また、

6.3% S-PRGフィラー溶出液添加群以外の群におい
て、グリコーゲン合成酵素（GLG）をコードする遺
伝子群に明らかな発現抑制が認められた。一方で、

S-PRGフィラー溶出液添加群において明らかな発
現の増加を認める遺伝子は検出されなかった。 
２. スクロース依存性付着能およびバイオフィルム
形成能の評価 
	 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。特に、バイオフィルム形成能においては

12.5%以上の S-PRG フィラー溶出液を添加するこ
とにより、バイオフィルム形成量は非添加時の 1/3
以下にまで減少した。 
【考察】 
	 本研究結果から、S-PRGフィラー溶出液存在下に
おいて、糖代謝に関わる複数の遺伝子群の抑制が認

められた。また、S-PRG フィラー溶出液は、S. 
mutans のスクロース依存性のう蝕病原性を抑制す
ることが明らかになった。これらのことから、

S-PRG フィラー溶出液は S. mutans の糖代謝に関
わる遺伝子の発現を抑制することで、本菌のう蝕病

原性を低下させている可能性が示唆された。 
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新規 GIOMERレジンブロックを用いた乳歯用 CAD/CAM冠の加工検証〜白い乳歯冠の開発〜 
Assessment of processability of novel GIOMER blocks for CAD/CAM primary crowns – 

Development of white-colored crowns for primary molar 
 

○大川玲奈，中瀬悠太朗，古々本一馬，和唐薫子，門田珠実，山口 哲*，仲野和彦，今里 聡* 
Rena Okawa, Yutaro Nakase, Kazuma Kokomoto, Kaoruko Wato, Tamami Kadota,  

Satoshi Yamaguchi*, Kazuhiko Nakano, Satoshi Imazato*. 
 

（阪大・院・小児歯，*阪大・院・歯理工） 
Dept. Pediatric Dent. and *Dept. Biomaterials Science, Osaka Univ. Grad. Sch. of Dent.
 
【目的】 
	 乳臼歯の補綴修復には、既製金属乳歯冠が広く

用いられている。既製金属冠は機能回復が容易で

あり、乳歯に適切な物性を有する優れた材料であ

るが、審美性が劣ることが最大の欠点である。近年、

金属色に対する抵抗感を持つ保護者や小児が増加

してきている。平成 26年度より、成人の小臼歯部
の歯冠補綴において、CAD/CAM 冠が保険導入さ

れ、使用頻度が増加してきている。そこで、この

CAD/CAM 冠を乳臼歯の修復に応用できないかと

考えた。 
	 乳臼歯の歯冠補綴を必要とする小児では、う蝕

が広範囲に及んでおり、う蝕活動性が極めて高い

症例が多い。そこで、う蝕予防に有利なバイオアク

ティブフィラー（S-PRG フィラー）を含有する新
規の GIOMERレジンブロックを試作し、それを用
いた乳臼歯用 CAD/CAM冠の歯冠補綴への応用を
発案した。今回、乳臼歯における CAD/CAM冠に
適した支台歯形成方法と新規 GIOMER レジンブ
ロックの加工方法について検討したので報告する。 
【対象と方法】 
	 対象は乳歯列用顎模型上の乳歯模型歯（ニッシ

ン）の下顎右側第一乳臼歯と下顎右側第二乳臼歯

の 2 歯種各 3 本とした。支台歯形成条件は、マー
ジンをシャンファー形態、フィニッシュラインを

歯肉縁とし、削除量が咬合面 1.2mm・隣接面
1.2mm、咬合面 1.0mm・隣接面 0.8mm、咬合面
0.5mm・隣接面 0.5mmの 3種類の形成をダイヤモ
ンドポイントにて行った。その後、各形成歯に対し

て常温重合レジンを用いて、テンポラリークラウ

ンを作製した。松風 S-WAVEスキャナーにて支台
歯とテンポラリークラウンをスキャン後、加工モ

デルデータを作製し、試作 GIOMERレジンブロッ 

 
クから切削加工（加工機：DWX-51D、CAM ソフ

ト：GO2dental Ver6.02、加工条件：松風ブロック
HC ファイン、ミリングバー：松風 CAD/CAM ミ
リングバーDC）にて CAD/CAM冠を作製した。 
【結果】 
	 いずれの形成歯においても、スキャンニングお

よび加工モデルデータ化が可能であった。また、ミ

リングバーによる試作 GIOMER レジンブロック
の削合も問題なく行うことが可能であり、

CAD/CAM 冠のマージンラインの適合も良好であ

った。しかし、咬合面 0.5mm・隣接面 0.5mmの形
成では、CAD/CAM冠の透過性が高くなった。 

各条件下における支台歯形成と作製した CAD/CAM冠 
【考察】 
	 乳歯は、歯質の厚みが永久歯の約半分であり、成

人の CAD/CAM冠と同様の支台歯形成ができず、
少ない削除量が要求される。今回の結果から、乳歯

用の CAD/CAM冠については、咬合面 1.0mm・隣
接面0.8mmの削除量を基準とすることが適切であ
ることが分かった。 
	 今後は、磨耗試験を行って乳歯に適した

CAD/CAM 冠の物性を検討し、臨床応用に適した

最終組成物を確定していきたいと考えている。 
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光硬化型グラスアイオノマーセメントへのハイドロキシアパタイト添加による 
各種イオン溶出能への影響に関する研究 

Multi-ion release property of hydroxyapatite containing light-curing glass ionomer cement 
 

○竹村美智子，今瀧梨江，永石千琴，加々美恵一，篠永ゆかり，西村貴子，阿部洋子，有田憲司 
Michiko Takemura, Rie Imataki, Chikoto Nagaishi, Keiichi Kagami,  

Yukari Shinonaga, Takako Nishimura, Yoko Abe, Kenji Arita 
 

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

【目的】 
 我々はこれまでに，従来型グラスアイオノマー

セメント（GIC）に多孔質球形のハイドロキシアパ
タイト（HAp）を添加した新規材料アパタイトアイ
オノマーセメント（AIC）の物理化学的性質につい
て評価し，発表してきた 1)。従来型 GIC は優れた
フッ化物イオン溶出能や生体親和性があるにも関

わらず，強度や硬化時間等の点が欠点とされ，我が

国ではまだ欧米と比べて従来型 GICの使用頻度は
多くなく，その代わりに光硬化型 GICが使用され
る傾向にある。そこで，今回，我々が開発した AIC
の原理が光硬化型 GICにも適応するか否かを評価
するために，光重合型 GIC を基材として HAp を
添加した光重合型 AICを試作し，その各種イオン
溶出能を評価したので報告する。 
【材料と方法】 
1) 試料作製：対照群（GIC-LC 群）には，光硬化
型充填用 GIC である Fuji IILC（ジーシー）を用
いた。AIC-LC群の作製のため，Fuji IILC粉末に
多孔質球形HAp（太平化学産業）を総粉末量の 12 
wt%添加し，Fuji IILC 液と粉液比 3.2 で練和し，
セメント泥を作製した。各種イオン溶出試験に用

いる試料は，対照群および実験群のセメント泥を

それぞれ直径 10 mm×厚さ 2 mmの分割アクリル
モールドに填入し，カバーガラスで圧接後，光照射

器を用いて硬化させて作製した。 
2) フッ化物イオン溶出試験：試料を脱イオン水に
浸漬し，37℃恒温下に保存後，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。 
3) プラズマ発光分光分析（ICP）：Al，Si，P，Ca，
Srの溶出量は，試料を脱イオン水に 37℃恒温下で
5日間浸漬し，その溶出液を ICP法にて測定した。 
 

【結果】 
1) フッ化物イオン溶出試験結果 

Fイオンの溶出量（5日間累積値）は，GIC-LC
群と AIC-LC群との間に有意差を認めた（p<0.05），  
2) ICP分析結果 
 すべての測定元素において，AIC-LC群からの溶
出量はGIC-LC群からの溶出量よりも有意に高い値
を示した（p<0.01）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜図１＞各種元素およびフッ化物イオン溶出量  

【考察】 
 これまで，従来型 GIC への HAp 添加による影
響を評価し，AIC の臨床への応用の可能性を示唆
してきたが，光硬化型 GICに対しても多孔質球形
HAp は各種イオン溶出量を増加させる傾向にある
ことが示され，光硬化型GICにも AICの原理が適
合することが実証された。 
【謝辞】 
本研究は，JSPS科研費 基盤研究（C）16K11820

および若手研究（B）17K18247 および 17K17200の
助成を受けたものである。 
【文献】 
1）Chiu SY et al.: Influence of porous spherical-
shaped hydroxyapatite on mechanical strength 
and bioactive function of conventional glass 
ionomer cement. Materials 10: No.27, 2017. 
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亜鉛-フッ素徐放性ガラスを用いた新規シール材 (ケアダイン シールド)の酸蝕に対する耐酸性試験 
Acid resistance of a new shielding material using zinc-fluorine releasing-glass on acid attack 

 
○柏村晴子・熊谷徹弥・田村翔悟・宮原那実・尾崎正雄 

Haruko Kashiwamura, Tetsuya Kumagai, Shougo Tamura, Nami Miyahara, Masao Ozaki  
 

（福岡歯大・成育小児歯科） 
Section of Pediatric Dentistry, Department of Oral Growth and Development, Fukuoka Dental College 
 

【目的】 
 歯の脱灰は日常的に飲用されている清涼飲料水

によっても起こりうる現象である。現在，株式会社

ジーシーでは新しいシール材：亜鉛-フッ素ガラス
シール材 （ケアダイン シールド，CSと略す）を
開発している。本材料は歯面に亜鉛-フッ素ガラス，
リン酸亜鉛，フッ化カルシウム等のナノ粒子層を

形成し，亜鉛，カルシウム，フッ化物イオン等を溶

出することで，齲蝕予防効果が期待される。今回，

酸性清涼飲料水の酸味剤であるクエン酸による酸

蝕を想定し，脱灰抑制効果および再石灰化につい

て評価し，考察を行ったので報告する。 
【対象と方法】 
 実験には牛歯歯冠を使用し，表面研磨後，直径 2 
mmのシールを貼付し，試験体とした。試験体に対
し，コントロール群と CS 群（A 液；亜鉛-フッ素
ガラス分散液，B液；リン酸水溶液を混和し，20秒
間に塗布，水洗），APF 群 (APF ゲルを 4 分間塗
布後，30分放置)をそれぞれ設定した。各群試験体
を人工唾液に 24 時間浸漬後，50 mM クエン酸緩
衝液 （pH5.0）に浸漬し，37±1℃の恒温槽に 24時
間静置した。その後，人工唾液に 10日間浸漬した。
各群試験体の切片を作製し，μCTにて断面の X線
透過像にてミネラルロス （vol%・μm）を算出し，
脱灰抑制効果および再石灰化効果の検証を行った。 
【結果】 
1．脱灰抑制効果 
クエン酸による酸蝕に対して，CS群，APF群は

コントロール群と比較して有意にミネラルロスが

少なく （p<0.05），塗布面直下のエナメル質に対し
て脱灰抑制効果を有することが確認された（図 1）。 
2．再石灰化効果 
酸蝕後の人工唾液接触により CS 群は，APF 群

やコントロール群と比較してミネラルロスが有意

に少なく，直下のエナメル質に対して再石灰化促

進効果を有することが確認された（図 2）。 
 

 
 
 
 
 
 

 
図1．脱灰，再石灰化後のミネラルロス 

 
 
 
 
 
 
 

図2．再石灰化率 
【考察】 
 脱灰抑制について，APF は高濃度フッ化物イオ
ンの寄与により，また CSはエナメル質表層に生成
した亜鉛-フッ素ガラスや反応生成物粒子が脱灰抑
制に寄与したと考えられる。 
再石灰化について，CSは亜鉛イオン，カルシウ

ムイオン，シリケートイオン 1,2)を溶出するため 
APF およびコントロールよりも有意に高い再石灰
化促進効果を発揮したと考えられる。 
以上のことより，ケアダイン シールドは高濃度

フッ化物塗布材と同等の脱灰抑制効果を持ち，か

つ高い再石灰化促進効果を有する歯質保護材料と

して酸蝕予防や治療を目的とした臨床応用が期待

される。 
【文献】 
1) Lynch R.J.M, et al. Caries Res 2011: 313-322. 
2）半場秀典ら：日歯保存誌，54：61，2011． 

 コントロール CS APF

脱灰後 脱灰＋再石灰化後

ミ
ネ
ラ
ル
ロ
ス

[v
ol

%
・
㎛

]

＜和文 A＞ 

 
 
 
     

0

20

40

60

80

コントロール CS APF

再
石
灰
化
率

[%
]

小児歯科学雑誌　56（2）：241　2018　241

P-049



幹細胞遊走因子を用いた新規生活歯髄切断後貼薬剤の検討 
Examination of new medicine for pulpotomy using stem cell migration factor. 

 
○林勇輝，石坂亮，中島美砂子*，福田理 

Yuki Hayashi, Ryo Ishizaka, Misako Nakashima*, Osamu Fukuta 
 

（愛院大・歯・小児歯，*国立長寿医療研究センター・歯科再生医療研究部） 
Aichi-Gakuin Univ. Dept. Pediatric Dent. and NCGG. Dept. Stem Cell Biology

 
【目的】 
 小児歯科領域において乳歯・幼若永久歯の外傷

によって歯髄処置が必要となる症例には頻繁に遭

遇する。断髄の目的は、健康な歯根部歯髄を残し、

乳歯においては生理的な根吸収による後継永久歯

への正常な交換、幼若永久歯においては生理的な

根の完成を促すことにある。現在、断髄面への貼

薬剤として水酸化カルシウム製剤が応用されてい

るが、歯髄における炎症範囲の診断の困難性から、

多くの症例で内部吸収が生じ、完全に良好な経過

をたどる症例は 74%程度にとどまる 1)と報告され

ており、再歯髄処置あるいは抜歯となってしまう

場合もある。そのため、遊走促進能・抗炎症作用・

象牙質分化促進能を備え、より有効性の高い貼薬

剤の開発は急務と言える。私たちはこれまで、細

胞あるいはその分泌因子の集積物である培養上清

の根管内への移植を行ってきた。その中で

CXCL14、MCP1、b-FGF、G-CSFを歯髄再生に
関与している候補因子として同定した 2)。中でも、

歯髄再生候補因子の内、G-CSFは末梢血への細胞
動員に用いられており、b-FGFは褥瘡・皮膚潰瘍
の治療薬として、さらには歯周組織再生誘導薬と

しても認可されており、遊走促進能・抗炎症作用・

分化促進能を示すと報告されている。 
そこでまず、小児歯科領域への再生歯科医療の応

用の第一歩として、認可薬剤である b-FGF、
G-CSF を断髄モデルに移植することでその再生
能を評価し、断髄後の貼薬剤として応用すること

が可能か検討する。 
 
【対象と方法】 
 in vitro において歯髄幹細胞に対する効果を確
認するために G-CSF, b-FGF, 上清を終濃度 

(100ng/ml)になるように添加し、遊走促進能：
TAXIScan – FL 

 
抗炎症能：MLR assay分化促進能：アリザリンレ
ッド染色 real time RT-PCRを、各 4回行った。
ついで in vivo における歯髄再生能の確認するた
めに、コラーゲンと混合した終濃度(10ng/ml)の
G-CSF, b-FGF, 上清を用い、各 4匹の 5週齢SCID
マウスに対し、異所性歯根移植を行った。さらに

G-CSF に終濃度(10ng/ml)の CCR3 アンタゴニス
トを加え、異所性歯根移植を行った。 
 
【結果】 
 in vitroにおいて、G-CSF, b-FGFはともに、同
程度の遊走促進能・抗炎症作用・象牙質分化促進

能を備えていたが、いずれも上清より有意に低か

った。in vivoにおいて、G-CSF, b-FGFはともに、
単独での歯髄再生能を示したが、いずれも上清よ

り有意に低かった。さらに G-CSF に CCR3 アン
タゴニストを加えた場合では、歯髄再生量が増加

していた。 
 
【考察】 

G-CSF および b-FGF は上清より低いものの、
新規断髄後貼薬剤に必要な遊走促進能、抗炎症能、

象牙質分化促進能を示した。さらに CCR3アンタ
ゴニストを加えることで、歯髄再生量は促進した。

これは幹細胞ニッチが改善し、さらに再生環境が

整ったことによると考えられる。今後はより詳細

な歯髄再生促進メカニズムの検討が必要であると

考えられる。また、より実際に近い生活歯髄切断

モデルをラット、イヌなどで作成し、有効性を検

討する必要があると考えられる。 
【文献】 
 1）長坂信夫：小児のエンド，クインテッセンス
出版，2016． 

 2）Hayashi Y，et al，Stem Cell Res Ther. 2015 
29;6:111. 
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歯根外部吸収に対する N-アセチルシステインの効果 
Effect of N-Acetyl-L-cysteine on external root resorption in rats. 

 
○西見光彦，南川元*，中村光一，久田明奈，吉村善隆*，八若保孝 

Mitsuhiko Nishimi, Hajime Minamikawa*, Kouichi Nakamura, Akina Hisada,  
Yoshitaka Yoshimura*, Yasutaka Yawaka 

 
（北大・院歯・小児障害，*北大・院歯・細胞分子薬理） 

Hokkaido Univ. Grad.Sch.Dent.Med. Dent. for Children and Disabled Persons.  
* Hokkaido Univ. Grad.Sch.Dent.Med.Molecular Cell Pharmacology.   

 
【目的】 
 歯の外傷において一番重篤なものは完全脱臼で

あり、受傷の約 0.5～16 %で発生している。脱臼後

1 時間以内に処置を行うことができれば予後は良

好だが、再植までの時間で最も多いのは 1～4時間

であったと報告されている¹⁾。再植が遅れると予

後不良となる割合が多く、歯根の外部吸収が生じ

る可能性が高くなる。外部吸収においては脱臼後

の感染による歯髄壊死が一つの原因と考えられて

いるため、歯髄処置が必要となる。外傷歯に対する

根管治療薬には強アルカリ性による抗菌作用、歯

根吸収抑制作用を期待して水酸化カルシウム製剤

(Ca(OH)₂)が広く使われている。しかし、Ca(OH)₂の

長期使用は象牙質の強度を低下させるとの報告が

あるため²⁾、長期の使用は難しい。歯根吸収の原因

である破歯細胞の分化には活性酸素種（ROS）との

関連が報告されている³⁾。そこで、ROSの直接除去

能を有する抗酸化アミノ酸である N-アセチルシス

テイン（NAC）に注目した。本研究の目的は、外傷

歯の外部吸収に対する根管治療薬としての NAC の

効果を評価することである。 

【対象と方法】 
 対象は 6週齢、オスの SDラットの上顎第一臼歯

近心根を使用した。麻酔導入後に上顎第一臼歯を

抜歯、歯冠側から抜髄した(北大動物実験計画承認

番号:第 14-0063号)。K-ファイルにて 25号まで拡

大、未処置の歯をコントロールとし、根管貼薬剤に

従い抜歯のみ、生食貼薬、Ca(OH)₂貼薬(10 %、25 %、

50 %)、NAC貼薬(1 mM、5 mM、10 mM)の 8つのグル

ープに分類した。対象歯を抜歯後 1 時間乾燥させ

た後に再植、咬合力を与えないよう対合歯を切削

し 2週間後に屠殺した。試料は EDTAを用いて脱灰

した後、歯軸に対して垂直に、厚さ 5 µmの薄切切

片を作製し、H-E 染色を行った。近心根を歯冠側、

中間部、根尖側に分け、歯根吸収について評価した。 

 また、TRAP染色を行い破歯細胞の数を比較した。 

【結果】 
 抜歯のみ行ったグループでは、根尖側において

外部吸収だけではなく内部吸収も生じており、本

実験の手順において歯根吸収が発生することを確

認できた。Ca(OH)₂と NACグループでは、抜歯のみ

のグループと比較して根尖側で歯根吸収が少ない

傾向を示した。破歯細胞の数も Ca(OH)₂と NACで少

ない傾向を示した。 

【考察】 
 本研究では、Ca(OH)₂と NACにより歯根外部吸収

の抑制傾向が示された。NACの結果に関しては、歯

根吸収の原因である破歯細胞の分化を抑制したた

めと考えられる。以上により NAC の臨床応用の可

能性が示唆された。 
【文献】 
 1）Xin Zhang, et al：Characteristics of avulsed 

permanent teeth treated at Beijing 
Stomatological Hospital. Dent Traumatol，
27(5):379-384，2011． 

2）Andreasen JO, et al：Long-term calcium 
hydroxide as a root canal dressing may 
increase risk of root fracture. Dent 
Traumatol, 18(3):134-137，2002． 

  3）Na Kyung Lee, et al：A crucial role for 
reactive oxygen species in RANKL-induced 
osteoclast differentiation. Blood, 106(3):852-
859,2005. 
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乳歯根管治療による腐骨形成が起因した永久歯萌出障害の１例 
A case report of eruption disturbance of permanent teeth cased by sequester  

due to the by root canal treatment of deciduous tooth. 
 

荒井 亮, 秋元佐和子, 青柳	 翠*, 辻野啓一郎, 新谷誠康 
Ryo Arai, Sawako Akimoto, Midori Aoyagi*, Keiichiro Tsujino, Seikou Shintani 

（東歯大・小児歯，*東歯大千葉病院・衛生士部） 
Department of Pediatric Dentistry, Tokyo Dental College  

＊Department of Dental Hygiene, Tokyo Dental College Chiba Hospital 
 
【目的】 
	 一般的に乳歯の根管治療薬はフェノール系、ホ

ルムアルデヒド系、水酸化カルシウム製剤が使用

されている。近年、ホルムアルデヒド系薬剤は毒

性や化学物質過敏症の原因となることが問題とな

り、用いられる機会が少なくなってきた。過去に

は乳歯の失活剤として用いられた亜ヒ酸の根尖漏

出による腐骨形成や後継永久歯胚が壊死した症例

が報告されている 1) が、ホルムアルデヒド系薬剤

でも同様の被害を起こすことがある。今回、根管

消毒・治療剤であるホルムデアルヒド系薬剤の乳

歯根尖漏出により腐骨を形成した症例に対して、

後継永久歯の保存を目的に腐骨分離後の腐骨除去

を行ったので報告する。 
【症例】 
	 患児：初診時年齢６歳４か月	 女児 
	 主訴：下顎左側乳臼歯部歯肉の変色が気になる 
	 現病歴：当科初診１か月前に下顎左側第一乳臼

歯部腫脹を主訴として開業医に来院し、感染根管

治療を行なっていた。歯肉腫脹を繰り返していた

が、根管治療後に頬側歯肉の変色を認め、当科に

来院した。根管治療を行った歯科医によると高濃

度ホルマリン系根管消毒剤（ペリオドン○R）を貼

薬したとのことであった。 
	 現症：口腔内所見として下顎左側第一乳臼歯部

頬側歯肉は白色を呈し、壊死を認めた。当該歯に

自発痛、打診痛などの自覚症状は認められなかっ

た。デンタルエックス線写真より下顎第一乳臼歯

遠心根に著しい歯根吸収および骨透過像を認めた。 
	 治療経過：下顎左側第一乳臼歯は歯根吸収が大

きく、周囲の歯槽骨に腐骨形成も認められたため

保存困難とし抜歯を行った。抜歯窩の腐骨形成範

囲は大きく境界が不明瞭であり、後継永久歯の歯

胚と近接しているため腐骨分離を目的とし洗浄・ 

 
消毒を継続的に行うこととした。抜歯１か月後の 
デンタルエックス線写真では新生骨の造成は認め

られなかった。消毒・洗浄は１か月に２回程度行

い、口腔衛生管理も並行して行った。定期的にデ

ンタルエックス線検査を行い、後継永久歯の萌出

および周囲歯槽骨の感染に留意したが、感染を思

わせる所見は認められなかった。抜歯 9 か月後に
後継永久歯に骨内萌出を認め、腐骨分離状態の確

認のため CT撮影を行なった。CT画像より後継永
久歯は頬側にやや傾斜し、腐骨と健全な骨との間

に境界が認められた。抜歯後 11か月後局所麻酔下
にて腐骨除去術を行なった。摘出物は病理検査を

行い、腐骨と診断された。今後は下顎左側第一小

臼歯の萌出経過を追っていく予定である。 
【考察】 
	 ホルムアルデヒド系薬剤を乳歯根管治療に使用

し、乳歯根尖漏出した場合、腐骨形成のみならず

後継永久歯歯胚に重大な影響を及ぼす。また腐骨

自体が後継永久歯の萌出障害を引き起こす場合が

ある。本症例は腐骨形成範囲が大きく、後継永久

歯の歯胚に近接し、原因歯の抜去時には腐骨と健

全な骨との境界が不明瞭であった。そのため腐骨

分離を待ち、腐骨除去を行った。腐骨との境界が

明瞭となったことで、適切に病的部位の摘出をす

ることができ、後継永久歯歯胚を保存することが

できた。特に根尖部からの薬剤漏出の可能性が高

い乳歯では、根管消毒剤の選択は慎重に行う必要

がある。 
【文献】 
	 1）鶴田昭雄,	他:乳臼歯に貼付した亜砒酸糊剤

が永久歯胚,	歯槽骨に障害を及ぼした 2 症例.	

小児誌 5(1):77-80,	1967.		
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FC 断髄法をめぐる論争についてのレビュー 
A narrative review of the debate about FC pulpotomy  

 
○木舩敏郎，木舩崇* 

Kifune Toshiro, Kifune Takashi* 
 

（きふね小児歯科(大分市)、*九大病院・小児歯スペシャルニーズ） 
Kifune Pediatric Dental Office and Kyushu Univ. Hosp. Pediatric and Special Needs Dent. 

 
【目的】 
 2004 年、WHO の外部組織 IARC（国際癌研究機

関）はホルムアルデヒド（FA）をグループ 2（お

そらく発癌性）からグループ 1（発癌性を認める）

に引き上げた。1989 年頃から FC（formocresol）
断髄法の適否をめぐって、国際的な論争が続いて

いる。2017 年、AAPD(アメリカ小児歯科学会)は
新診療ガイドラインで、MTA(mineral trioxide 
aggregate)と FC を乳歯の断髄法に推奨した。生

活歯髄処置の適切な方法と、FC 断髄法の安全性に

ついてどのような論争があり、どう対処するべき

か、これまでの文献から検討を加えた。 
【方法】 
 PubMed（米国国立医学図書館内のデータベー

ス）を、「formocresol pulpotomy and review」の

語句で検索し得られた文献のうち、英文で全文を

入手できた論文を対象とした。①論文の分類、②

推薦される生活歯髄処置法、③FC 使用の適否、④

FA の基本事項を検討した。 
【結果】 
 ①論文の分類。PubMed の検索から 65 文献が

見つかった。全文を入手できた 43 の英語論文は、

小児の歯髄療法ガイドラインや総説の 6 論文、シ

ステマティックレビューの 20 論文、FC に関する

17 論文に分類された。②小児に推薦される生活歯

髄処置。ファストチョイス、セカンドチョイスま

でを集計した。推奨される頻度は MTA が群を抜

いて多く、FS（硫化第一鉄）、AIPC（歯髄温存療

法）、FC と続いた（図１）。③FC 使用の適否。FC
使用に反対する論文が７、FC 使用を承諾する論文

が４であった。④FA の基本事項。FA はアミノ酸

やプリン等の代謝産物として広く体細胞に内在し

（3～12ng/g tissue）、血漿中には内在性 FA が

2.5ppm 含まれる。外来性の FA として、空気、水、

食物から体内へ取り込まれる量が、一人当たりで 

                                           
1.5～14mg/day と WHO は推定している。FA は

細胞毒性を持つため、速やかにギ酸に酸化する多

様な回路をヒトは持ち、体内での半減期は 1～1.5
分とされている。通常、乳臼歯の FC 断髄に使う

綿球には、FA が約 0.02～0.10 ㎎含まれる。 

 
図１. 小児に推薦する生活歯髄処置法(論文頻度) 
【考察】 
 ①論文の分類。2003 年コクラン報告書（英国）

はエビデンス不十分としたが、2014 年には MTA
と FS を推奨した。欧州では FC 排除傾向が強く、

北米では FC が支持される傾向にある。②推薦さ

れる生活歯髄処置法。FC 反対派は MTA と FS、
FC 許容派は MTA と FC を推薦することが多い。

③FC 使用の適否。FC 反対論は、動物実験による

長期大量投与例と職業病の鼻咽頭癌等を根拠にし

ている。FC 許容論は、歯内療法から放出される

FA が内在性 FA レベルの 1/40 以下であり、速や

かに無毒化される事実等を根拠にしている。④FA
の基本事項。現時点で FC 断髄法を中止する科学

的根拠は無く、安全だとも言い切れない。IARC
のグループ 1 には FA の他に、放射線、石英結晶、

太陽光暴露、アルコール飲料、ハムソーセージ等

が含まれる。 
【結論】 
 FC 賛否に、放射線の医療利用と日常生活の違い

の類似性がある。現在、保険治療で MTA は直接

覆髄のみに適用され、断髄には FC か Ca(OH)2の

選択肢しかない。小児の特性に合わせた AIPC 術

式開発や、MTA の健康保健適用が期待される。 

17 
6 
5 
4 

1 
1 
2 

MTA断髄 
FS（硫化鉄）断髄 
AIPC(歯髄温存法) 

FC断髄 
電気メス断髄 

抜髄 
結論なし 
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視覚的確認が困難な乳臼歯隣接面齲蝕の咬翼法エックス線検査による積極的齲蝕治療の考察 
 

Consideration of aggressive caries treatment from examination of bitewing radiograph for 
interdental caries of the deciduous molar where visual confirmation is difficult 

 
○森主宜延，森主真弓 

Takanobu Morinushi, Mayumi Morinushi 
 

（もりぬし小児歯科医院） 
Morinushi Pediatoric Dental Office 

 
【目的】 
近年、乳歯齲蝕の急速な減少が指摘されている. 

しかし、乳臼歯隣接面齲蝕は、未だ頻繁な治療対

象である．現在、乳臼歯隣接面齲蝕は集団健診に

て視覚的に診断され指示書にて受診を促してい

る．しかし、この判断は主に齲窩の有無により行

われ、乳歯の形態的特徴からＣ３である確率が極

めて高く、歯髄処置を伴い、患者への負担も大き

い．従って、隣接面齲蝕をエックス線写真にて早

期診断し、広義の Minimal Intervention(MI)の概

念から最小の充填処置で済ます意義は高い．今回、

視覚的判断困難な乳臼歯隣接面に対し、咬翼法エ

ックス線写真による齲蝕検出を実施し、その結果

から早期診断への重要性を検討したので報告す

る．なお、エックス線写真撮影と調査の一環であ

ることを保護者に伝え承諾を得ている． 

【対象と方法】 

対象は撮影した咬翼法エックス線写真により左右

側共に診断が可能である者４０名（男子２２名、女

子１８名）である．ただし、上顎は、その後、診断

に苦慮した 2 名を除き、３８名（男子２０名、女子

１８名）である．年齢は全体の平均が６２．５か月

（男子平均：６４．０か月、女子平均：６０．７か

月）である．対象歯は上顎２２８歯、下顎２４０歯、

合計４６８歯である。撮影は通報に従い小児型フ

ィルムにより、フィルム面と歯列との平行性に加

え、乳犬歯、第一乳臼歯そして第二乳臼歯が含まれ

ることを視覚的に確認し咬翼法で撮影した．透過

像についてはシャーカステン上にて歯科医１名に

より診断した。透過像の判断基準は高木ら１）の X0

から X３までの基準を参考に、X3の判断は正確性を

欠くため X2と X3は象牙質に確実に及ぶ齲蝕として

すべて X2とした． 

 

【結果】 

すべての対象者に齲蝕がみられた．乳犬歯では、X0

が上顎８５.０％、下顎７０.０％で、齲蝕検出部位

は、すべて遠心部で上顎が１５．０％、下顎が３０．

０％であった．第一乳臼歯では、X0が上下顎とも２．

５％で、X1+X2 は下顎の遠心部で９７．５％、左右

とも X2 は６７．５％であり、近心部は７．５％で

あった．上顎の X1+X2は遠心部で９７．５％、左右

とも X2は全体の７５．０％、X1が１０．０％で、近

心部は検出なし．第二乳臼歯では、X0が上下顎とも

５．０％で、X1+X2 は下顎の近心部で９５．０％、

左右とも X2 は全体の６５．０％で、X1 が１７．

５％あった．遠心部は検出なし．上顎の X1+X2は近

心部で９５．０％、左右とも X2 は全体の７０．０％

で X1 が１５．０％で、遠心部は検出なし． 

【考察】 
現在、乳臼歯隣接面の齲蝕予防法としてはデンタ

ルフロスなどもあるが、ある意味、日常の生活に

おいて不可抗力的齲蝕と考える．そこで、早期発

見により、できるだけ侵襲の少ない時点での対応

が重要となる．現在の集団健診ではこの目的を叶

えることは難しく、結果として、歯科医院におけ

る検査の充実が必要となる．今回の結果から、５

歳前後における視覚的に確認困難な乳臼歯隣接面

における齲蝕検出率は９７％以上であり、その内

のいわゆる C２以上が６５％以上であった。咬翼

法エックス線検査年齢は、３歳では適切なエック

ス線撮影が難しい対象が多く、今回の対象の平均

である５歳が好ましいと考えた． 

【文献】 
 1）高木興氏，他：低年齢児における乳臼歯隣接

面齲蝕の発生と進行について，口衛誌，36：
594-600，1986． 
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小児における食品摂取パターンと Tooth wear および齲蝕の関連性 
Association of Erosive Tooth Wear and Caries with Dietary Factors among preschool children 

○ 森 裕佳子，仲井 雪絵*，八藤みちる 
Yukako Mori, Yukie Nakai*, Michiru Hattoh 

（アリオ倉敷デンタルオフィス，* 静岡県立大学短期大学部歯科衛生学科） 
Ario Kurashiki Dental Office, * Univ. of Shizuoka, Junior College, Dept. Dental Hygiene 

 
【目的】 
酸蝕症に代表される tooth wear が齲蝕・歯周病に

次ぐ「第三の歯科疾患」と認知されている。しかし

小児における実態把握は十分とは言えず，発症に

関わる食品の同定や刷掃習慣との関連性は不明で

ある。古くは職業関連の疾患であったが，現在では

炭酸飲料・スポーツ飲料・酸性果実などの酸性飲食

物の過剰摂取が原因と言われており，珍しい病態

ではなくなった。齲蝕発症抑制のために行う食事

指導では，齲蝕原性細菌が酸産生の基質とするシ

ョ糖の摂取制限が要点であったが，それでは酸蝕

症は防げない。そこで，齲蝕と酸蝕症の包括的予防

を可能にする保健指導を構築する必要性があると

考える。本研究の目的は，小児における齲蝕および

酸蝕症の発症と刷掃習慣および齲蝕誘発性食品の

摂取頻度との関連性を検討することである。 

【対象と方法】 
対象者は 2016 年 12 月から 2017 年 12 月までに

アリオ倉敷デンタルオフィスを受診した 3～6歳の

患児のうち，資料に不備の無い 194 名（男児 96 名, 
女児 98 名，平均年齢 4.7±1.1 歳）であった。患児

に実施した口腔内診査は，齲蝕診断基準の他に，

Lussi の酸蝕症評価法を簡便にした基準（0：酸蝕

なし, 1=エナメル質に限局, 2=象牙質の露出）によ

り 1 歯ごとに記録した。酸蝕症は咬耗，磨耗との

鑑別が困難であるため，tooth wear として扱った。

また保護者に対して，過去 1 か月間に子どもが摂

取した齲蝕誘発性食品の頻度を調査する Food 
Frequency Questionnaire (FFQ) 1) および刷掃習

慣（1 日あたりの歯磨き回数・タイミング・誰が・

仕上げ磨きのタイミング）と酸性飲食物の摂取習

慣（①酸性飲料を哺乳瓶で摂取，②運動後の水分補

給に酸性飲料を摂取，③夏の間は熱中症予防のた

めにスポーツ飲料を頻繁に摂取，④酸性果実の習

慣的摂取）に関する質問調査を実施した。なお，本

研究は静岡県立大学研究倫理審査委員会の承認を 

 
得て実施した。 
【結果】 
齲蝕有病者率は 45.4%(88 名)であり，tooth wear

は全員（100%）に認めた。1 日あたりの歯磨き回

数（1～4 回）と dmf 歯数，あるいは tooth wear 歯
数に有意な相関関係は見られなかった。tooth wear
の重症度と関連性を示した歯磨きのタイミングは

「昼食後」（χ2=6.08, p=0.04）であった。酸性飲食

物の摂取習慣のうち，dmf 歯数と有意な相関

（Spearman の相関係数）を示したのは「夏の間は

熱中症予防のためにスポーツ飲料を頻繁に摂取す

る」（rs=0.190, p=0.008）であった。tooth wear の
重症度と有意な相関を示したのは「酸性飲料を哺

乳瓶で摂取する」（rs=0.382, p<0.001）であった。 
FFQ の分析結果によると，dmf 歯数と摂取頻度に

有意な正の相関を示した食品は，炭酸飲料

（rs=0.299），清涼飲料水（rs=0.225），チョコレー

ト（rs=0.163），キャラメル（rs=0.149），ポテトチ

ップス（rs=0.208），ポップコーン（rs=0.198），ガ

ム（砂糖入り）（rs=0.181），ようかん（rs=0.155）
であった。tooth wear 歯数と摂取頻度に有意な正

の相関関係を示した食品は，炭酸飲料（rs=0.185）
であった。炭酸飲料は，齲蝕と酸蝕症の両者に寄与

する高リスクの飲食品であることが示唆された。 
【考察】 

咬耗，磨耗との鑑別困難ゆえに酸蝕症の評価基

準における再現性が Limitation である。しかし，

米国と日本における信頼性・妥当性が示された

FFQ を用いて齲蝕と酸蝕症に寄与する飲食品を抽

出したことは Strength だと思われる。 
【文献】 

1）Shinga-Ishihara C, Nakai Y, Milgrom P et 
al, BMC Oral Health 14:1, 2014． 

【謝辞】 
本研究は，JSPS 科研費 15K00817 （研究代表

者：仲井雪絵）の助成を受けて実施したものである。 
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齲蝕と生活習慣に関する疫学的研究 2 
～食育・メンタルヘルスとの関連性～ 

Epidemiological study on caries and lifestyle habits 
 

○浅香有希子* **，星野倫範*，佐野正之  

Yukiko Asaka* **, Shigeru Watanabe*, Masayuki Sano  
 

(あすなろ小児歯科医院(富山市)，*明海大・歯・口腔小児,  **富山大・医・健康政策) 
 Asunaro Pediatric Dental Clinic, Meikai Univ. Dept. Pediatric Dent. and Toyama Univ. Dept.  

Epidemiology and Health Policy 
 

【目的】 
2005 年に食育基本法が制定され,歯科領域におい
ても,2007年に食育推進宣言が発せられた。しかし
ながら,我々の取り組みの大部分は摂食などの機能
的なものであり,食育の面からアプローチした報告
は少ない。演者らは,第 55回日本小児歯科学会大会
において児童の齲蝕有病率と児童・親各々の生活

習慣との間に関連があること,ならびに齲蝕予防に
は正しい食生活習慣の確立が重要であることを報

告した。今回,演者らは食生活習慣の確立のもとと
なる食育が齲蝕とどのような関連があるのかをメ

ンタルヘルスを含め,臨床的な面から検討すること
を目的として研究を行い,若干の知見を得たので報
告する。  
【対象と方法】 
対象者は文部科学省スーパー食育スクール事業

の追加対象である富山県高岡市内 5 小学校の児童
2109名とした。調査は平成 28年 3月,質問紙を使
用し親が児童と相談して回答する方法にて実施し

た。分析対象は回答の得られた 1987 名(回収率
94.2%)のうち未記入のない 1955 名(男児 983 名,
女児 972名)とした。目的変数は,「過去に治療した
歯が 3本以上ある者」に設定し,説明変数は児童の
学年・性別・食育に関する項目・メンタルヘルスに

関する項目とした。統計分析はχ２検定,ロジステ

ィック回帰分析を行い,有意水準は 0.05 未満とし
た。 
【結果】 
過去に治療した歯が 3 本以上と答えた者は

39.5%(773 名)で,男女で有意差は認められなかっ
たが,学年が上がるにつれ,有病者数は増加した。 
 

 

 
 
齲蝕本数増加を目的変数とした単変量解析にお

いて,有意に関連がみられたのは「高学年」・「朝食
欠食」・「野菜を食べる意識および頻度が低い」・「好

き嫌いがある」・「イライラする頻度が多い」・「授業

の理解度が低い」・「自分の事が好きでない」と答え

た児童であった(p<0.05)(図 1,2)。さらに,親に関し
ても「イライラする頻度が多い」・「生活のゆとりが

ない」と回答した親の子供は有意に齲蝕本数増加

と関連がみられた(p<0.05)。 
【考察】 
「朝食欠食」等の食生活習慣が良好でない児童

および「イライラする頻度が多い」等と答えた児童

と親に有意に齲蝕増加がみられたことから,児童の
齲蝕予防には従来から行われてきた口腔衛生指導

のみならず,健全な食生活確立への食育や心のサポ
ートといった点からも働きかけを行わなければな

らないのではないかと考えられる。 

図 1.齲蝕本数と野菜を食べる意識 

図 2.齲蝕本数とイライラする頻度 
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多因子唾液検査の小児の実測値について 

The study of the measured values of children in the multifactorial salivary test 
 

○岩本 優子，入江 泰正，達川 伸行，光畑 智恵子，香西 克之 
Yuko Iwamoto, Yasumasa Irie, Nobuyuki Tatsukawa,  

Chieko Mitsuhata, Katsuyuki Kozai 
 

（広大・院・小児歯） 
Hiroshima Univ. Dept. Pediatric Dent. 

 
【目的】 
 齲蝕及び歯肉炎は小児歯科領域における主たる

疾患である。これらの疾患リスクを診断するため

に唾液検査が有用であるが，そのうち，小児への

適応において，理解しやすさや簡便さを兼ね備え

ている点で Salivary Multi Test® (以下 SMT®, 
Lion Co, Tokyo) は優れている。しかし，その基

準値は成人のものしか示されていない。今回，当

科に来院した患児に対し本検査法を実施し，小児

における有用性ならびに基準値について検討した。 
【対象と方法】 
 広島大学病院小児歯科に来科した 3歳～18歳の

患児のうち，除外基準 (1 カ月以内に抗菌剤・抗生

剤を使用している等) に該当しない 125 名を対象

とした。 
検査手順は，SMT®販売元のプロトコールに従

い，蒸留水 3ml を用いて 10 秒間含嗽した後の吐

出液を採取し，附属の測定器を用いて唾液中の各

因子 (「むし歯菌」，「酸性度」，「潜血」，「緩衝能」，

「白血球」，「タンパク質」，「アンモニア」) を測

定した。また，齲蝕の状態として DMF (dmf) 歯
数を，歯肉の状態として PMA を評価した。 

本研究は広島大学疫学研究倫理審査委員会の承

認を受けて行った (許可番号第E疫D56-4号,平成

27 年 12 月 15 日) 。 
【結果】 
1. 成人の基準値と今回得た小児の測定結果の平

均とを重ね合わせたものを図に示す。成人と比較

すると，小児は「むし歯菌」，「緩衝能」，「白血球」，

「タンパク質」，「アンモニア」の項目の値は低く，

「酸性度」の項目の値は高かった。(「緩衝能」の

み，数値が低いことはリスクが高いことを表す。) 

2. 年齢に対し，「タンパク質」は正の相関 (ピアソ

ンの相関係数 r= 0.40)，「潜血」(r=0.26)，「緩衝能」

(r=0.33)および「アンモニア」(r=0.22) は弱い正

の相関，「酸性度」(r=-0.22) は弱い負の相関が認

められた。 

3.「タンパク質」，「潜血」，「白血球」の値の増加

は PMA スコアの増加と関連していた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【考察】 

本検査法は簡便であり，含嗽可能な小児であれ

ば低年齢でも問題なく適用ができた。小児におい

ては，特に歯肉炎の評価に有用であると考えられ

た。また，今回の調査によって，成長に伴い SMT®

による各唾液因子の平均値は変化する傾向がある

ことが分かった。そのため，SMT®を用いた小児

の口腔内の評価には，小児を対象とした基準値の

適用が必要であると考えられる。 
【文献】 
1) 西永英司，他: 唾液による総合的な口腔検査法 

の開発 —横断的研究における口腔内の検査結

果と多項目唾液検査システム (AL-55) の検査

結果の関連について—，日本歯科保存学雑誌 
58(3) : 219～228, 2015. 

図： 成人基準値と小児平均値の比較 
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小児における Salivary Multi Test®の有用性に関する他検査法との比較検討 
Examination for effectivity of Salivary Multi Test® in children 

by comparing with other methods of inspecting 

○達川 伸行, 入江 泰正, 岩本 優子, 光畑 智恵子, 香西 克之 
Nobuyuki Tatsukawa, Yasumasa Irie, Yuko Iwamoto, 

 Chieko Mitsuhata, Katsuyuki Kozai 
 

（広大・院・小児歯） 
Hiroshima Univ. Dept. Pediatric Dent. 

 
【目的】 

Salivary Multi Test® (以下 SMT®, Lion Co, 
Tokyo) は齲蝕及び歯周疾患の状態を把握できる

簡便な唾液検査システムである。SMT®は，成人

に対する唾液検査システムとして開発され使用さ

れているが，小児を対象とした報告はない。今回，

小児において有用性が報告されている従来の検査

法と SMT®とを比較することにより，小児におけ

る SMT®の妥当性及び信頼性の検討を行った。 
【対象と方法】 
対象は，広島大学病院小児歯科に来科した 3 歳

～18 歳の患児とした。対象人数は，SMT®，ペリ

オスクリーン® (Sunstar Inc., Osaka)，細菌カウン

タ ® (Panasonic, Tokyo) お よ び CAT21® 

(Willdent, Osaka) の 4 種を実施した児 82 名，

CAT21®を除く 3 種を実施した児 43 名，CAT21®

のみを行った児 128 名の，計 253 名である。あわ

せて，齲蝕の状態として DMF (dmf) 歯数を，歯

肉の状態として PMA を評価した。 
それぞれの検査は，販売元のプロトコールを参

照して実施した。SMT®は洗口吐出液を採取し，

「むし歯菌」，「酸性度」，「潜血」，「緩衝能」，「白

血球」，「タンパク質」，「アンモニア」を測定した。

ペリオスクリーン®の検体として，この洗口吐出液

を使用した。また，細菌カウンタ®は舌背上の細菌

を採取して検体とした。 
本研究は広島大学疫学研究倫理審査委員会の承

認を受けて行った (許可番号第E疫D56-4号,平成

27 年 12 月 15 日) 。 
【結果】 
1. CAT21®の値と DMF 歯数 (rs = 0.40) 及び DM

歯数 (rs = 0.47) の値との間には正の相関が認め

られた。一方で，CAT21®の値と SMT®「むし歯菌」

の間に相関はなかった (rs = 0.02) 。 
2. ペリオスクリーン®の結果は年齢及び SMT®

「白血球」と弱い正の相関があり，SMT®「潜血」，

SMT®「タンパク質」および PMA と正の相関があ

った (表) 。 
3. 細菌カウンタ®の結果は SMT®「タンパク質」

と弱い正の相関 (rs = 0.20) を示したが，SMT®

「アンモニア」を含む他の因子とほとんど相関を

示さなかった。 
表: ペリオスクリーン®と各因子との相関係数 

 
 
 
 
 
 

【考察】 
結果より，小児における SMT®はペリオスクリ

ーンの結果との相関を認め，歯周疾患に関わる因

子を評価するために有用であることが示唆された。

小児歯科は縦断で診ることが重要な分野であるが，

今回の調査は横断的である。今回相関を認めなか

った他の因子も，介入の仕方または調査の時期に

よっては，変化する可能性がある。そのためにも

今後は縦断調査を行っていきたい。 
【文献】 
1) 高橋美如，他：乳歯列期小児のカリエスリスク

判定に関する研究 齲蝕活動性試験の比較及び応

用方法の検討，小児歯誌 39(1) : 13－19，2001. 

スピアマンの順位相関係数検定(p<0.01) 

250　小児歯科学雑誌　56（2）：250　2018

P-058



小児の唾液成分の RNA およびタンパク質解析による口腔疾患発症リスクの検討 

Analyses of oral disease risk including salivary RNA and proteins in children 
 

○下村－黒木淳子，梨田智子*，森田貴雄*，林－坂井幸子**，関本恒夫 
Junko Shimomura-Kuroki, Tomoko Nashida*, Takao Morita*, Sachiko Hayashi-Sakai**, Tsuneo Sekimoto 

 
（日歯大・新生歯・小児歯，*日歯大・新生歯・生化，**新大病院・歯・放射）  

The Nippon Dental Univ. Sch. Life Dent. Niigata Dept. Pediatric Dent., *The Nippon Dental Univ. Sch. Life Dent. 

Niigata Dept. Biochem., and **Niigata Univ. Div. Oral Maxillo. Radiol. 
 
【目的】 

 近年、小児歯科医療関係者から、以前よりも小

児の唾液量低下や齲蝕以外の疾患の増加が感じら

れるという意見を聞く。しかし、この裏付けとな

る唾液分泌量の量的・質的変化に関する研究は行

われおらず、過去と比較したこれらの変化を知る

にあたり、基礎的データの収集が必要である。 
本研究は、将来的に時代変化における小児の唾

液量および口腔疾患の発現変化の研究に繋がるも

のである。すなわち、現時点における小児の唾液

分泌量および詳細な構成成分を調べ、口腔疾患と

口腔環境や多種類の唾液タンパク質との相関性を

調べることを目的とする。さらに、これを基にし

て口腔疾患の発現をモニタリングできるファクタ

ーを検索する。 
【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、刺激唾液の分泌量を測

定するとともに採取し、採取した唾液を試料とし

て唾液緩衝能検査を行った。タンパク質は

Bradford 法により定量し、Western blotting による

タンパク質解析を行った。さらに唾液から、エク

ソソームに存在していると予想される RNA を抽

出し、RT-PCR による遺伝子発現解析を行った。

Western blotting と RT-PCR で得られたバンドは

全て数値化して統計分析に用いた。また、唾液中

の総糖質量をフェノール硫酸法で測定した。さら

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】 

 得られた各データを基に、唾液緩衝能に対する

唾液成分等の影響について、stepwise 法を用い

た重回帰分析法により解析した。その結果、唾液

緩衝能は唾液流量(p<0.01) 、Histatin タンパク質

量 (p<0.01) 、Bpifb1 タンパク質量 (p<0.05) 、及

び PSP (抗菌タンパク質) のRNA発現量 (p<0.05) 

が多いほど高値となり、逆に総糖質量 (p<0.01) 、

MUC7 の RNA 発現量 (p<0.05) が多いほど低値

となった。 
【考察】 

 今回の結果より、唾液緩衝能に対し、唾液流量、

唾液に含まれる総糖質量、唾液構成タンパク質、

さらに唾液中に発現する RNA などが影響するこ

とが示された。近年の我々の報告では 1) 、

dmft/DMFT と唾液緩衝能の間に強い相関を認める

ことから、本研究結果より、唾液成分タンパク質

が齲蝕感受性に影響を及ぼす可能性が示唆された。

唾液中の RNA は、唾液腺におけるタンパク質の発

現を反映していると考えられるが、PSP タンパク

質の発現は RNA より低く、易分解性が考えられた。

また、タンパク質として検出困難なムチンも RNA

レベルで検出できることが分かった。 

 本研究により、総糖質を含む多種類の唾液タン

パク質および RNA レベルでの解析は、小児唾液の

特徴付けに有用であること、さらに齲蝕感受性フ

ァクターの抽出に有効な手法であることが示唆さ

れた。 

【参考文献】 

  1) Junko Shimomura-Kuroki et al, J Clin Ped Dent, 
42; 31-35, 2018. 

【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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下顎第二乳臼歯における歯周病由来型と考えられる歯周-歯内病変の１例 
A case of treatment of the mandibular second primary molar with periodontal lesion  

derived type combined periodontic – endodontic lesion.    
 

○宮内康範，布施晴香*，渡来真央*，島田幸恵* 
Yasunori Miyauchi, Haruka Fuse*, Mao Watarai*, Yukie Shimada* 

 
（みやうちこどもデンタルクリニック,  *昭和大・歯・小児歯） 

Miyauchi Pediatric Dental Office and Showa Univ. Dept. Pediatric Dent. 
 
【目的】 
	 永久歯において、歯周—歯内病変は日常の臨床で

比較的遭遇する疾患であり、病変の分類や治療法

についてはガイドラインが作成されている１）。し

かし、乳歯における歯周−歯内病変の報告はほとん

ど見られない。今回、下顎第二乳臼歯の歯周病変

由来と考えられる歯周−歯内病変に遭遇した。その

治療経過について報告する。 
【症例】 
初診時年齢・性別：4歳６カ月・女児	

主	 訴：右下の奥歯が腫れている	

現病歴：昨日より下顎右側第二乳臼歯に	

	 	 	 	 腫脹・疼痛が発現した。	

既往歴：特記事項なし	

【診査および診断】	

口腔内所見：下顎右側第二乳臼歯頬側歯肉に	

	 	 	 	 	 	 小豆大の膿瘍形成を認める。	

歯周ポケットの深さ：12mm	

疼痛の種類：打診痛（+）、咬合痛（−）	

歯髄電気診：反応を認めなかった。	

エックス線所見：下顎右側第二乳臼歯に齲蝕様透	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 過像は認めないが、近心根から	

	 	 	 	 	 	 	 	 根分岐部にかけて周囲の歯槽骨	

	 	 	 	 	 	 	 	 に透過像を認める。(図１)	

	 以上の結果から、下顎右側第二乳臼歯の歯周病

変由来型歯周−歯内病変と診断した。	

 
 
 
 
 
 

＜図１＞初診時デンタルエックス線写真	

 

 
【治療及び経過】 
	 まずは根管治療を行い、水酸化カルシウム製剤 
を貼薬し経過観察を行った。３ヶ月経過時点で歯

周ポケットは 4mm、骨吸収されていた根分岐部に
骨の添加が認められた。そのため根管充填および

レジン充填を行った。しかしながら、根管充填９

ヶ月経過後に同部位に歯肉膿瘍を形成してきた。

そのため再度根管治療を行うこととなった。３カ

月間、根管治療を行ったが近心根の吸収・根分岐

部の歯槽骨の吸収が著しいため、当該歯のヘミセ

クションもしくは抜歯を保護者に提案した。しか

し保護者は当該歯の保存を希望した。そのため、

下顎第一大臼歯の萌出が開始するまで保存するこ

ととなった。下顎第一大臼歯の萌出が開始した時

点で下顎第二乳臼歯を抜歯し、バンドループを保

隙装置として装着し現在経過観察中である。 
【考察】 
	 今回の症例は、歯周–歯内病変の症状が消失し歯

槽骨の再生が認められたにも関わらず、再び症状

が出て保存困難となり、抜歯・保隙に至った。永

久歯の場合であればヘミセクション等歯根切除に

て対応されることが多い。また、乳臼歯における

ヘミセクションはこれまでいくつかの報告はある

が、一般的な方法ではなく現実的な選択ではない

と考えられる。今回は保護者の意向により第一大

臼歯の萌出を待ってから抜歯を行ったが、早期に

抜歯を行いディスタルシューの選択も考えられた。	  
	 現在、保隙装置を装着しているが、後継永久歯

の歯胚の形成不全も疑われるため、今後も慎重な

観察と対応を行い、長期的口腔管理を行う必要が

ある。 
【文献】 
	 1）特定非営利活動法人	 日本歯周病学会編 
	 歯周病の診断と治療の指針 2015  
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乳歯列にみられた歯肉退縮の一例 
A case of gingival recession occured in the primary dentition 

 
○波多野宏美，内川喜盛，荻原栄和*，白瀬敏臣 

Hiromi Hatano, Yoshimori Uchikawa, Eiwa Ogihara*, Toshiomi Shirase  
（日歯大病院・小児歯，*レオーネキッズデンタルクリニック） 

Department of Pediatric Dentistry, the Nippon Dental University Hospital,  
*Leone Kids Dental Clinic 

 
【目的】 
小児期に発症する歯周疾患は歯肉炎がその多く

を占め、乳歯列期において骨吸収を伴う歯周炎や

歯肉退縮を認めることは稀である。今回我々は、

全身的な異常所見や歯列不正、悪習癖を認めない

小児において、乳歯列期の歯肉退縮を認めた一例

を経験したので報告する。なお、本報告に対する

患者および保護者の同意は得ている。 
【症例】 
患者 ：２歳２か月、女児 
主訴 ：ブラッシング時の出血 
現病歴：２か月前から仕上げみがき時に毎回、

歯肉からの出血を認めたため近医を受診し、歯肉

の出血と歯肉増殖の精査のため本院を紹介された。 
ブラッシング時以外の症状はなく、食事の様子も

変わらないという。 
歯科的既往：特記事項なし 
全身的既往：特記事項なし、Kaup指数 15.5 

体温 36.1℃ 
口腔習癖 ：なし（歯みがき時の食いしばり有） 
現症 ： 

１）口腔内診査： の頬側に歯肉の退縮を認

めた。  は交叉咬合を呈していた。齲蝕、咬

耗は認めず、口腔清掃状況は普通であった。動揺

度は Ⅰ度、 Ⅱ度であった。 
２）エックス線写真所見：

の歯槽骨骨頂部の吸収を認めた。 
３）全身状態：発熱などの所見は認めない 
診断 ：歯周炎、歯肉退縮 
経過 ：初診時は高熱や止血困難などの全身状

態の不良は認めないことから、初診より１週間、

１か月後に仕上げ磨きの姿勢、ブラッシング圧に

注意しながらスクラッビング法にてブラッシング

指導を行った。ブラッシング時の患児の拒否の状

態や、歯肉からの出血は初診時よりも改善が認め

られたが、ポケット深さ PD は３～４ｍｍと変化
を認めず、歯肉の退縮は残存していた。

好中球減少症・機能異常を疑い日本医科大学付

属病院の小児科（血液外来）にて血液検査を依頼

した。検査の結果、異常所見は認めなかった。  
保護者への清掃指導により半年後には PD・動

揺に異常所見は認めず、歯肉退縮も徐々に改善を

認め、２年後のエックス線写真所見では吸収して

いた歯槽骨骨頂部も骨の添加を認めた。転居まで

３年７か月を追った。 
 

 
 

 

 

＜図１＞初診時(２ ２ ＜図２＞最終来院時(５ ９  

【考察】 
若年者の歯周疾患は、全身疾患の一症状として

歯科で発見される場合もあるため、医科と連携し

た口腔管理が必要となることが多い。本症例は対

診の結果、全身状態に異常所見は認めなかった。

また、歯肉退縮が下顎には生じず上顎のみに認

めたことから全身疾患に関わる歯周疾患ではなく

局所的な要因により、歯肉退縮が生じたと考えら

れる。その要因として、仕上げみがきに対する患

児の拒否が強いために盲目下でのブラッシングと

なり過度な機械的刺激が生じていたこと、それに

伴い付着歯肉幅・厚みの減少が生じ、歯肉退縮と

歯槽骨骨頂部の吸収を呈していたと推察される。

初診時に主訴であったブラッシング時の出血に

ついては、前述のブラッシング状況と歯肉退縮部

がプラークリテーションファクターとなり歯肉炎

を惹起していたと考えられる。

乳歯列完成期の保護者への正しいブラッシング

指導の重要性についても再認識した。
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上顎前歯部歯肉に発生した結節性筋膜炎の一例 

A Case of Nodular fasciitis of the Maxillary anterior gingiva  

 

○土橋容子，馬場篤子，田村翔悟，宮原那実，岡 暁子，尾崎正雄 

Yoko Tsuchihashi, Atsuko Baba, Shougo Tamura，Nami Miyahara， 

Kyoko Oka, Masao Ozaki 

 

（福岡歯大・成育小児歯） 

Fukuoka Dental College. Dept. Pediatric Dent.  

 

【緒言】結節性筋膜炎（Nodular fasciitis）は，

線維芽細胞の反応性増殖による病変で，主に四

肢・体幹の潜在性筋膜に発生するが，頭頸部領域

での報告は極めて少ない 1）。また，深在性筋膜か

ら筋肉内に急速に浸潤増大する場合もあり悪性腫

瘍との鑑別が重要となる。 

今回，上顎乳中切歯の異常な動揺を契機に当科

を受診し，歯肉に発生した結節性筋膜炎の症例を

経験したので、これまでの経過を含めて報告する。 

【症例】患 児：4歳 女児 

主 訴：前歯がぐらぐらする 

既往歴：特記事項なし 

現病歴：平成 24年 8月（4歳 6か月）頃より患児

の B｜が徐々に転位してきたことに母親が気がつ

き近医を受診し，精査加療依頼で紹介受診となっ

た。 

現症：口腔外所見：顔貌は左右対称 

口腔内所見：Hellmanの歯齢ⅡA期 

CBA｜には齲蝕は存在せず，著しい動揺を認めた。

同部歯肉に発赤や腫脹は認められなかった。 

パノラマエックス線写真所見：CBA｜の歯根は，

1/3~2/3程度吸収しており， 12｜の歯胚周囲にま

で及ぶ透過像が存在した。また，12｜歯胚には捻

転がみられた。 

歯科用 CT 所見：骨欠損の範囲は 12｜歯胚周囲の

唇側皮質骨にまで及んでいた。 

【処置および経過】局所麻酔下にて CBA｜部唇側

歯肉および顎骨内部肉芽様組織を一部切除し生検

を行った。 

病理組織学的所見：歯肉上皮下に短紡錘および紡

錘形の線維芽細胞様細胞が，錯綜した渦巻き状や

密な束状に増殖していた。細胞間にはリンパ球の

浸潤も散在性にみられた。増殖する細胞は核異型 

を伴い，多核巨細胞も散見された。また，免疫組 

 

織学的解析にて，増殖した細胞の多くは筋線維芽 

細胞のマーカーであるα-SMA に陽性であったが，

Ki-67陽性率は低かった。 

病理診断：上顎歯肉部結節性筋膜炎 

【経過】術後 5 年の現在，前歯部は永久歯に交換

し叢生を認めるが，再発は認めず経過良好である。 

【考察およびまとめ】結節性筋膜炎は，30～50歳

代に多く 2）本症例のような幼児での発症は極めて

稀である。病因は外傷による刺激説，広義の炎症

性反応説など 3）あるが，本症例には外傷や炎症の

既往は認められなかった。また，頭頸部領域の発

症では頬粘膜や口唇が主で歯肉での報告は他に認

めないため，希少な症例であったと考えられる。

本症例では病変部周囲の乳歯に異常な歯根吸収が

みられたこと，また顎骨部欠損が大きかったこと

から，悪性腫瘍の可能性を考え，生検を第一選択

とした。結節性筋膜炎の組織像としては、細胞密

度が多様で，核分裂像や細胞異型がみられるとの

報告もある 2）。本症例の組織像にもこのような所

見がみられたことから，最終的に結節性筋膜炎と

の診断を得ることができた。結節性筋膜炎は，良

性の反応性病変であり再発はほとんどなく切除部

周辺に部分的に病変が残っても自然治癒するので

あまり積極的な切除は不要と言われている 2）。 

本症例においても、良好な経過が得られている。 

【参考文献】 

1) 今井 環 肉腫様筋膜炎について.臨床と研

究 40: 112-115, 1963. 

2) Dayan D, Clinico-pathologic correlations 

of myofibroblastic tumors of the oral 

cavity: 1. Nodular fasciitis. J Oral Pathol 

Med 34: 426-35, 2005  

3) 西川武二監修，瀧川雅浩 他編，標準皮膚科学，

医学書院，2007年 P.332 
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場⾯面緘黙症患児への⻭歯科的対応の１例  
A  case  of  dental  correspondence  for  selective  mutism  child  

  
○⾼高橋優貴，外⼭山敬久，⻘青⽊木郁江,   古川祐美,   會⽥田桃⼦子,   福⽥田   理  

Yuki  Takahashi,  Takahisa  Toyama,  Ikue  Aoki,  Yumi  Furukawa,  Osamu  Fukuta  
  

(愛院⼤大・⻭歯・⼩小児⻭歯)  
         Department  of  Pediatric  Dentistry,  School  of  Dentistry,  Aichi-‑Gakuin  University           

  
【⽬目的】  
   場⾯面緘黙症（選択性緘黙）は「他の状況で話して
いるにもかかわらず、話すことが期待されている
特定の社会的状況において、話すことが⼀一貫して
できない」状態で、不安障害の⼀一つである１）。有病
率は 0.03〜～1％と⽐比較的まれな障害であり、⻭歯科領
域での認知度は低く、その対応法に関する報告は
少ない。  
   今回⻭歯科治療が困難で当院に紹介されて来院し
た、⼼心理発達専⾨門の⼩小児科医によって場⾯面緘黙症
の確定診断を受けた患児に対する⻭歯科治療を経験
したので報告する。なお、本症例の公表については
⽂文書による保護者の同意を得ている。  
【症例】  
患児：初診時年齢９歳５か⽉月、⼥女児  
主訴：恐怖⼼心が強く、治療困難のため紹介来院  
既往歴：特記事項なし  
現病歴：他院で⾮非協⼒力状態での処置経験あり  
全⾝身疾患：場⾯面緘黙症  
【治療経過】  
   初診時は⺟母親と共に来院した。問診時、視線はほ
とんど患児と合わず、声をかけても⼝口を閉ざした
ままで答える様⼦子もなく、常に無表情であった。そ
のため問診は⺟母親にのみ⾏行った。⼝口腔内診察とエ
ックス線撮影は問題なく⾏行うことができた。  
   ⻭歯科的な⾃自覚症状はみられず、必要な処置はシ
ーラントと交換期の乳⻭歯抜⻭歯と判断した。急を要
する処置がなかったため、Tell  Show  Do 法を⽤用い
て⻭歯科的トレーニングを⾏行うこととした。また⼩小
児科医に病状の情報提供を求めた。  
   これまで他院での処置で⽤用いた経験のあるミラ
ー・探針・ピンセットや３way シリンジ・バキュー
ム・ポリッシングブラシなどの器具は問題なく⼝口
腔内に挿⼊入することができた。しかし患児は⽤用い
たことのない器具への恐怖⼼心が強く、ラバーダム  

  
防湿の操作時や抜⻭歯処置時で⾏行き詰まった。患児
は⼀一つ⼀一つの器具を即座に確認し、不安のあるも
のを認めると閉⼝口して抵抗した。  
   そこで通常よりも細かく段階を分けてトレーニ
ングを⾏行うこととした。安全に配慮した上で患児
に器具を実際に触れさせ、視覚的触覚的に認識さ
せることで患児に器具を慣れさせた。それにより
多くの器具が抵抗感なく患児の⼝口腔内に挿⼊入でき
るまでになった。また患児の不安を軽減するため、
毎回の治療開始時はまず始めに機械的⻭歯⾯面清掃か
ら⾏行うなど⼿手順を統⼀一し安⼼心させるよう⼯工夫をし
た。  
   患児とのコミュニケーションについては、患児
は何度も顔を合わせていくうちに環境にも慣れ、
受診６回⽬目以降は⾔言葉で⾃自分の意思を少しずつ術
者に伝えることができるようになった。術者も患
児の意思を尊重しながら処置を進めていき、なる
べく患児の⼝口から発せられる内容を理解するよう
努めた。毎回囁くような声であるが、コミュニケー
ションを絶やさず患児が安⼼心して⾏行える環境作り
を⼼心掛けた。  
【考察】  
   場⾯面緘黙症児は家族・家庭では話をすることが
多いと⾔言われている。そのため環境により意思疎
通を困難にさせていることが考えられる。⻭歯科治
療現場においても、患児が安⼼心して治療に臨める
ように環境を整える必要がある。そのためには医
療連携を含めたさまざまな情報収集は必要不可⽋欠
であると考えられる。本症例は患児が⾃自らの意思
を術者に伝えることができるように配慮すること
により、患児との良好な関係を形成しながら治療
を進めることができた。  
【⽂文献】  
1)⽇日本精神神経学会：DSM-‑5 精神疾患の診断・統
計マニュアル,医学書院,東京,2014,pp.193-‑195.  
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化学物質過敏症を訴える小児への対応 
 Dental management for a child with Multiple Chemical Sensitivity 

 
○山井綾子，梅津糸由子，芦澤みなみ，甲田彩理沙，西村歩，三宅真帆，白瀬敏臣，内川喜盛 

Ayako Yamai, Yuko Umezu, Minami Ashizawa, Arisa Koda, Ayumi Nishimura, 
Maho Miyake, Toshiomi Shirase, Yoshimori Uchikawa 

（日歯大病院・小児歯） 
Department of Pediatric Dentistry, The Nippon Dental University Hospital 

 
【緒言】 
化学物質過敏症は，微量の化学物質によって多

臓器・多種類に渡る症状を引き起こす疾患と言わ

れているが，本疾患の診断・治療を行う施設は少

ない。歯科治療は，化学物質に曝露する機会が多

いため，症状を励起する可能性があり，対応に配

慮が必要である。そして，シックハウス症候群 1)

と同様，揮発性化学物質や粉塵の除去が有効であ

ると考えられている。今回，化学物質過敏症を訴

える患児に対して環境の整備および特別な対応下

で歯科的管理を行った症例を報告する。なお，本

報告に対する患者および保護者の承諾は得ている。 
【症例】 
患児：6歳 11か月，男児 
主訴：むし歯の治療，前歯の抜歯 
医療面接情報：1 歳頃，外食後，後頚部と口唇周
囲の湿疹を発症。母親は化学物質過敏症を疑い，

無農薬・無添加の食事を摂取し，無添加の歯磨剤

を使用している。また，1 か月前にクリーニング
店の臭いで体調不良と不快症状を訴えた。 
現病歴：医科で化学物質過敏症の診断のもと，支

援センターより紹介された歯科を受診するも対応

困難のため，当科を紹介来院した。来院前日に母

親が患児の の抜歯をしたところ，失禁した。 
既往歴：就学後に ADHDと診断。 
家族歴：母親は電磁波過敏症で，歯科治療を中断

中である。兄は 3歳時に化学物質過敏症を発症。 
現症：多数歯に齲蝕を認めるが，疼痛の訴えはな

い。初診時は落ち着きがなく，多動傾向を認めた。 
診断：① ：齲蝕症第二度 
②  ：晩期残存，  ：慢性根尖性歯周炎 
治療計画：1．医科へ対診。2．行動変容法などの
行動調整を行う。3．歯科麻酔・全身管科との連携， 
環境の整備，局所麻酔を使用し治療をする。齲蝕

治療時は，ノンラテックスのラバーダムシートを 

 
使用し，粉塵の飛沫に配慮して口腔外バキューム

を設置する。身体症状を認めた場合は治療を中断

し，修復物を除去する。以上を母親に説明し，同

意を得たのち治療を開始した。  
治療経過：1．対診した医科では，化学物質過敏症
と診断されなかった。血液検査では，好酸球，非

特異的 IgE等は正常で，遅延型食物アレルギーの
可能性を指摘された。2．患児の適応度に配慮し，
治療時間は短時間とした。また，患児の変化に応

じ，対応した。3．生体情報モニター管理下で，① 
：CR修復，②   ：抜歯を行

った。身体症状に変化がないかを治療前後に確認

し，異常となる所見は認めなかった。現在は小児

歯科外来で管理している。 
【考察】 
化学物質過敏症と歯科治療に関する報告は少な

く，歯科治療を行う際，歯科材料，環境に注意を

払うことが必要である。アレルギーと本症例の関

連性は実証されていないが，アレルゲンの回避や

電磁波に影響すると母親が考えている金属冠使用

を控えたことで，ラポールが形成され，安心して

通院できたと推察できる。患児は，「注射」に対す

る拒否が強く，局所麻酔時の体動コントロールや

短時間での治療を心掛ける等の行動調整が必要で

あった。治療の回数を重ねるごとに協力度が向上

したことに伴い，母親の不安感も減少した。現在，

母親は自身の歯科治療の再開も希望している。今

後，化学物質過敏症を訴える小児患者が安心して

歯科を受診できるよう，疾患の理解，医科との連

携，歯科材料と化学物質過敏症の関係性，歯科治

療時の注意点等多くの症例を検討し，情報を共有

する必要がある。 
【文献】 
1) 星野倫範 他：化学物質過敏症を有する姉弟に
口腔管理を行った 1例，小児歯誌,45(2):360 2007． 
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幼児期自閉スペクトラム症における歯科診療前の行動と発達年齢の関係 
Relationship between Behavior of Prior to Dental Treatment and Developmental Age  

in Autistic Preschool Children 
 

○藤井美樹，荒木麻美，図師良枝*，溝口理知子*，稲垣絹世，堀部森崇，名和弘幸，福田理  
Miki Fujii, Mami Araki , Yoshie Zushi*, Richiko Mizoguchi*, Kinuyo Inagaki, Moritaka Horibe, 

Hiroyuki Nawa,Osamu Fukuta 
（愛院大・歯・小児歯，*豊田市こども発達センター小児歯科（豊田市）） 

Aichi-Gakuin Univ. Dept. Pediatric Dent. *Toyota Municipal Child Development Center  
Pediatric Dent  

 
【目的】 

歯科疾患の予防は日々の家庭での口腔ケアや管

理が重要であるが、発達障害児は家庭での仕上げ

磨きの困難性、偏食などの障害特性と関連した歯

科保健上の問題があり、家庭での予防管理が十分

に行えない状況であることが多い。そのため発達

障害児の良好な口腔環境を維持するためには、歯

科医療の早期介入が必要である 1）。しかし、発達

障害児は入室拒否など歯科診療開始前から不適応

行動を認めることも少なくない。歯科治療開始前

の行動について定型発達児では調査されたものは

あるが、発達障害児での報告は見受けられない。

そこで今回幼児期の自閉スペクトラム症(ASD)児
の歯科治療開始前の行動と発達年齢の関連につい

て調査を行なったので報告する。 
【対象と方法】 

対象は早期療育施設小児歯科に通院中の患児で

2～5 歳の ASD 児 57 名(男児 44 名、女児 13 名、

平均暦年齢 4 歳 1 か月±11 か月）を調査対象とし

た。本研究は愛知学院大学歯学部(337)と豊田市こ

ども発達センター(72)の倫理委員会の承認を得て

行った。調査方法は定期検診で来院した患児の行

動を①歯科室への入室状況②歯科診療台への移乗

③診療姿勢の確保（歯科診療台に寝る）の 3 場面

で観察した。発達年齢は遠城寺式乳幼児分析的発

達検査より調査した。 
行動の観察は溝口ら 2）の分類を参考に場面①～

③の協力状態を「協力」「非協力」で評価し、①～

③の全ての場面で協力な群を「適応群」、①～③の

いずれかに非協力な行動が認められる群を「不適

応群」とした。 
2 群の暦年齢ならびに発達年齢の比較はｔ検定

を用い、有意差が認められた項目については 2 群

の判別に最適な年齢のカットオフ値を算出し、危

険率は 5％未満で有意とした。 
【結果】 

1.協力状態の経時的な推移は場面①が「協力」

であった 36 名中、診療姿勢の確保が可能な者は

27 名(75%)、場面①が「非協力」であった 21 名中、

診療姿勢の確保が可能な者は 2 名(10%)であった。

2.「適応群」と「不適応群」の比較では『暦年齢』

『対人関係』『発語』『言語』において両群間に統

計的な有意差が認められた(p<0.05）。また、その

カットオフ値は『暦年齢』3 歳 9 か月『対人関係』

1 歳 6 か月『発語』1 歳 7 か月『言語』1 歳 5 か月

であった。 
【考察】 

本研究の結果から診療室入室時と診療姿勢確保

時の協力状態は関連性が強く、適応・不適応の判

別に有効なカットオフ値は暦年齢 3 歳 9 か月、発

達年齢では 1 歳 6 か月前後であった。しかし、齲

蝕予防のための専門的な歯科医療の介入は、本結

果で得られたカットオフ値より低年齢から開始す

る必要があり、今後、発達障害児の齲蝕予防を効

率的に進めるためには、診療室入室を含めた歯科

環境への適応を高めるためのトレーニング方法を

確立する必要性があると考えられる。 
【文献】 
1）藤井美樹：幼児期自閉症の専門的歯口清掃に対

する適応性に影響する要因，愛院大歯誌 ,54：
1-12,2016. 
2）溝口理知子，他：常勤歯科医師のいない早期療

育施設小児歯科における患者の対応法，障歯

誌,23：68-75,2002． 
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高度肥満自閉症患者に対する日帰り全身麻酔下歯科治療の１例	 

Dental treatment under day case anesthesia in an autism patient with 
 morbid obesity : a case report 

 
○関口	 浩，白川哲夫* 

Hiroshi Sekiguchi, Tetsuo Shirakawa 
 

（（公社）茨城県歯科医師会口腔センター水戸，*日大・歯・小児歯）	 
Ibaraki Dental Association Oral Health Center Mito, 

Department of Pediatric Dentistry, Nihon University School of Dentistry 
 

【目的】	 

	 高度肥満を伴った自閉症患者に対し日帰り全身

麻酔下で歯科治療を行った症例を経験したので報

告する。本例の報告にあたり,保護者に発表の趣旨

を説明し,書面による同意を得た。	 

【症例】	 

	 患児：初診時年齢 6歳 3 か月	 男児	 

	 初診日：2005 年 3 月	 

	 主訴：虫歯の治療をしたい。近位の歯科診療所

から対応困難なため齲蝕治療を依頼され本センタ

ーに紹介された。11 歳まで齲蝕治療および定期検

診を実施。その後，他の歯科診療所に転院したが，

17 歳の時に再度齲蝕治療を希望して来院。	 

	 障害：２歳を過ぎても発語がないことから自閉

症と診断され，３歳の時に最重度知的障害と判定

された。他に強度行動障害，高度肥満 BMI51.9

（kg/m2），睡眠時無呼吸，ピクウィック症候群，

ピクウィック症候群に伴う高度低換気を合併。ア

キレス腱短縮が原因で尖足となり，外科手術を受

けることなく経過をみていたが，11 歳頃，第二次

性徴に伴い症状が進行し，両足関節機能障害とな

る。コミュニケーション困難でパニックを起こす

ことがあり，睡眠リズムも安定せず，向精神薬を

使用している。夜間空腹になると飲食を繰り返す

ため，体重コントロールは困難。情緒面および睡

眠リズム改善，肥満解消については，県内こども

病院神経科に通院・加療中。	 

	 現症：齲蝕歯数は 30 本，清掃状態は長期にわた

りプロフェッショナルケアがなされておらず歯列

全体に歯石，歯垢が沈着し劣悪の状態であった。

歯肉は発赤・腫脹・出血し，歯周ポケットの深さ

は 3〜4 ㎜であり，歯槽骨頂に軽度な吸収がみられ

たことから，軽度歯周炎と診断した。	 

	 治療方針：身長 170cm，体重 150kg で抑制困難

なため全身麻酔下での歯科治療が予定された	 

	 経過：プロポフォール 120mg，ロクロニウム 50mg，

フェンタニル 0.1mg で導入を行い，術中はセボフ

ルレン 0.7％，レミフェンタニル 0.13γで維持し

た。バイタルは安定し BP130/60，HR70，SPO2：99

～100％前後を推移した。体位は可能な範囲で半座

位とし，病的肥満による換気血流不均衡を最小限

にとどめるよう努力した。覚醒はスムーズであっ

た。意識明瞭で，悪心・嘔吐もなく，歩行もしっ

かりできることを確認し，抜管後約 1 時間半で帰

宅可とした。帰宅後は呼吸，発熱に問題はなかっ

た。処置時間 4時間 55 分，麻酔時間 6時間 20 分，

薬剤等総投与量は酸素 900ℓ，空気 600ℓ，セボフル

レン 20ml，レミフェンタニル 6.0mg，フェンタニ

ル 0.2mg であった。処置歯総数は 30 本で処置内容

は歯冠修復 18 本，抜歯 12 本であった。	 

【考察】	 

	 肥満による生理的変化や合併症のため麻酔上の

リスクが高く，麻酔方法の選択・術中の循環呼吸

管理に対して慎重な対応を要する。今回，呼吸抑

制もなく安全に日帰り全身麻酔を行い得た。保護

者によれば，処置後に額を壁に打ちつける行為が

激減したことから，歯痛が自傷の一因だったこと

が推察された。体重減少を図るために，定期的に

短期入所などの訓練を繰り返し行い，家庭と連携

して生活リズムを整えることが今後の課題と思わ

れた。また，定期的に歯科健診を実施し，計画的

な口腔管理の下で口腔ケアを行い，新たな齲蝕発

生の防止と歯周疾患の予防に努めることが必要で

ある。	 
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当院スペシャルニーズ歯科センター（障害者歯科）における全身麻酔下歯科治療の実態調査 
Fact-findings of dental treatments under general anesthesia in the Special needs dental center, 

Showa University Dental Hospital 
 

○嘉手納未季，船津敬弘，馬目瑶子，栗谷未来，鈴木裕美子 
Miki Kadena, Takahiro Funatsu, Yoko Manome, Miku Kuritani, Yumiko Suzuki 

 
（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） 

Showa Univ. Dept. Special Needs Dent. Div. Dentistry for Persons with Disabilities 
 

【目的】 
 スペシャルニーズのある患者では心理学的アプ

ローチによる意識下での歯科治療が困難な場合が

あり，薬理学的アプローチとして全身麻酔下での

集中歯科治療が選択される。 
今回，当科での全身麻酔下歯科治療の実態を把

握するために，スペシャルニーズ歯科センターが

開設された平成 24年 4月から平成 29年 9月まで
の 5年 6か月の調査を行った。 
【対象と方法】 
 平成 24年 4月から平成 29年 9月までの 5年 6
か月の間に当科にて全身麻酔下歯科治療を行った

422例（男性 280例，女性 142例）を対象とした。
患者の診療録をもとに，年度別症例数と一人平均

全身麻酔回数，年齢，障害の内訳，来院の経緯，

処置歯数と内容，治療時間と麻酔導入法，入院日

数，治療後の通院先について調査を行った。なお

患者情報は連結不可能匿名化にて処理した。 
【結果】 
1）年度別症例数と一人平均全身麻酔回数 
平成 24年度が 63例，25年度が 83例，26年度
が 76例，27年度が 87例，28 年度が 75例，29
年度が 38例，5年 6か月の合計が 422例であった。
なお一人平均全身麻酔回数は 1.7回であった。 
2）年齢 
年齢は 3歳 1か月～74歳 10か月にわたり，平
均年齢は 21歳 5か月であった。 
3）障害の内訳 
 自閉スペクトラム症が 175例，知的能力障害が
105例，染色体異常・症候群が 39例，脳性麻痺が
31例，歯科恐怖症が 19例，精神疾患が 16例，脳
血管障害後遺症が 7 例，認知症 5 例，その他 25
例であった。 
 

4）来院の経緯 
 紹介なしでの来院が 192例，歯科医院からの紹
介が 126例，歯科保健センター等の二次医療機関
からが 47例，院内他科からが 21例，病院歯科等
の三次医療機関からが 13例，その他からが 23例
であった。 
5）処置歯数と内容 
 一人平均処置歯数は 7.4 本であった。処置内容
はコンポジットレジン修復が 371例，抜歯 245例，
根管治療 160例，歯周基本治療 150例等に行われ
ていた。 
6）治療時間と麻酔導入法 
 平均処置時間は 1時間 48分，平均麻酔時間は 2
時間 36分であった。麻酔導入はマスクが 230例，
点滴確保が 176例であり，前投薬を併用した症例
も 14例にみられた。 
7）入院日数 
 日帰りが 406例，治療当日の 1日入院が 15例，
治療前日からの 2日入院が 1例であった。 
8）治療後の通院先 
 治療終了後の通院先は，当院での継続通院が

297例，紹介元への返送は 125例であった。 
【考察】 
 当科では治療の安全性の確保と患者の精神的負

担軽減のために日帰りでの全身麻酔下治療を積極

的に活用している。治療時間に制限があり，治療

回数が複数回となることもあるが，環境の変化に

適応が困難なことが多い障害者には適した方法と

考えている。三次医療機関として二次医療機関で

ある歯科保健センターや三次医療機関である他の

病院歯科との連携を強化することで，障害者へよ

り安心・安全な歯科医療の提供へ繋げていきたい。 
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全身麻酔下齲蝕治療後齲蝕再発した患者の特徴と歯科衛生士介入の役割 
The role of dental hygienist and the characteristic for repeater of caries treatment under 

general anesthesia. 
 

○横山恭子，小棚木順子，田淵由希，成瀬正啓，小川綾野，佐々木康成 
Kyoko Yokoyama，Junko Odanagi, Yuki Tabuchi, Masahiro Naruse, Ayano Ogawa, Yasunari Sasaki 

（神奈川県立こども医療センター歯科） 
Department of Dentistry, Kanagawa Children’s Medical Center, Yokohama, Japan  

 
【目的】 
当センター歯科は，医科専門各科および地域歯

科医療機関と連携して，歯科治療に対する協力困

難あるいは全身管理が必要な患児に対して全身麻

酔下での歯科治療を行っている．その中で歯科衛

生士は，周術期の日程調整，治療の補助，手術前後

の口腔衛生指導に関わっているが，齲蝕を再発し

て再治療が必要になる場合がある．そこで本研究

では，全身麻酔下治療が行われた患児の予後と，歯

科衛生士の関与の効果を見直すことを目的に，カ

ルテを用いた後戻り調査・分析を行ったので報告

する．  
【対象と方法】 
対象は，2013 年 4 月から 2015 年 3 月までの 2

年間に当センターにおいて全身麻酔下で齲蝕治療

を行い，その後に他の歯科医療機関と当センター

を併診していたものは除いて，当科で継続管理中

の 27 例（全身麻酔下治療時 2 歳～13 歳；男児 17
人，女児 10 人）である．その中で歯科衛生士（以

下衛生士）実地指導（口腔清掃指導含む口腔保健指

導）の有無により衛生士介入群及び衛生士非介入

群に，術後の歯科医師による定期検診に基づく C2
以上の齲蝕再発の有無により齲蝕再発群および齲

蝕非再発群に，それぞれ分類した．歯科的協力度の

変化を，歯科ユニット仰臥位での PTC への協力度

として「フレンケルの分類」を用いて評価した． 
【結果】 
1） 衛生士介入群中の齲蝕非再発群が最も多かっ

た（表 1）． 
齲蝕再発群 齲蝕非再発群

衛生士介入群 6 人 9 人 
衛生士非介入群 6 人 6 人 

＜表１＞全身麻酔下治療後予後と衛生士介入内訳 
2）中心的な疾病分類は，多い順に，精神運動発達

遅滞(7 例) ，ダウン症(5 例)，自閉症・先天性心疾

患(各 4 例)，脳性麻痺・てんかん・ダウン症以外の

染色体異常(各 2 例)，その他先天異常 1 例，であ

り，衛生士介入あるいは齲蝕再発との関連は認め

られなかった． 
2）全身麻酔下治療後の平均受診回数は,齲蝕再発

群において齲蝕非再発群と比較して多い傾向を認

めた（表 2）． 
 齲蝕再発群 齲蝕非再発群

衛生士介入群 5.0±2.8 3.0±1.1 
衛生士非介入群 4.5±1.9 3.0±1.1 

＜表２＞全身麻酔下治療後の平均受診回数
（平均±標準偏差）

3）初診時の歯科的協力度は，衛生士介入群にお

いて非介入群と比較して高い傾向を認めた．一方，

治療後の継続受診により協力度が上がったのは，

衛生士介入群で 8 例，衛生士非介入群では 2 例で

あり．衛生士介入群において衛生士非介入群と比

較して協力度が上がったものが多かった．  
【考察】 

1）衛生士が介入したことによる齲蝕再発リスク

の改善の可能性が示された． 
2）平均受診回数について齲蝕再発群に多かった

理由として，齲蝕再発リスクが高い患児に対して

積極的に歯科的介入をしたことが考えられた． 
3）一方，衛生士介入群において歯科的協力度の

アップした患児が多かったことから，衛生士介入

の効果が示唆された． 
全身麻酔下齲蝕治療後の齲蝕再発リスクに対す

る衛生士介入効果は一部に示され，個別のリスク

に配慮した衛生士の介入が今後とも重要であると

考えている． 
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医学部附属病院との連携で可能となった全身麻酔下歯科治療症例の実態調査 
Survey of general anesthesia in Medical Hospital for pediatric patients 

 
○橋本吉明、今村由紀*、柿野聡子、大石敦之、上原智己、宮新美智世 

Yoshiaki Hashimoto, Yuki Imamura*, Satoko Kakino , Atsushi Oishi, Tomoki Uehara,  
Michiyo Miyashin 

（東医歯大・院・小児歯，*がくえんのもり小児歯科） 
TMDU. Dept. Pediatric Dent. and *Gakuennomori Pedo. Clinic

 
【目的】 

平成 15 年、歯学部附属病院（以下歯病）におい

て重度先天性心疾患児の全身麻酔下歯科治療を医

学部附属病院（以下医病）小児科循環器グループ

の全面的な支援下に行うことができた１）。この症

例が契機となり平成 17 年より歯病内では対応困

難なハイリスク小児患者の全身麻酔下歯科治療を

両附属病院が連携して医病で行うことが緊急避難

的に「歯病・医病連携医療事業」として可能とな

った。 
歯病小児歯科外来での通常の対応、歯科麻酔科

での全身管理や全身麻酔下での対応に、医病小児

科との連携による対応が加わることになった。 
今回、医病との連携による全身麻酔下歯科治療

の実態を把握するために調査を行った。 
 
【対象と方法】 
対象は平成 17 年から 29 年に医病中央手術室で

全身麻酔下での歯科治療を小児歯科外来が担当し

て行った症例である。成人例、他診療科担当例は

除外した。 
診療録（紙カルテおよび電子カルテ）等の記録

より医病での全身麻酔となった経過、処置時年齢、

全身疾患、歯科治療内容、麻酔担当等を調査した。 
 
【結果】 

期間内に医病での全身麻酔下での歯科治療は

11 件行われていた（表１）。平成 17 年から 19 年

には年 2～3 件、その後は散発的に行われていた。

なお、症例 2 と 7 は同一患者である。 
重度の先天性心疾患で発達遅滞あるいは低年齢

のため全身麻酔が選択されたものが 9 件、内 4 件

は開心術前の対応であった。当初、歯病麻酔科が

小児科循環器グループの支援下で麻酔を担当した

が、症例 8、11 は医病麻酔科が麻酔を行った。 

 

＜表１＞医病での全身麻酔下歯科治療症例 

 

医病で治療中の白血病患者 2 名で、保護者の希

望等により医病での治療が選択されていた。 
 
【考察】 

平成 17 年より 12 年間に医病で行った全身麻酔

下歯科治療は 11 例、平成 20 年以降では 4 例にと

どまっている。歯病に小児科医が出向しその支援

下（全身管理、鎮静）に歯科治療を行う機会２）が

増加し、全麻を必要としない状況が増えたことが

一因と思われる。また、小児歯科新患数、医病小

児科や関連心臓病専門病院からの紹介患者は減少

していないことから、う蝕の減少、軽症化が全麻

症例の減少に関連したものと思われる。 
医病、歯病は別組織であるため、現在のところ

連携しての医療は緊急避難的であり決して効率的

ではない。しかし、医病との連携による治療でな

ければ対応が不可能であったと思われる症例があ

る。今後の連携の強化・効率化を期待するが、現

状の制限ある中でも必要とされる医療を提供して

行きたい。 
 

【文献】 
1）橋本吉明，他：重度大動脈弁上狭窄、肺動脈

低形成を伴った Williams 症候群の長期観察

症例，小児歯誌，53：325，2015． 
2）佐藤千香子,他：全身麻酔等の管理下で対応

した小児歯科外来患者の実態調査，小児歯誌，

54：78，2016． 
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当院における小児の全身麻酔，静脈内鎮静下歯科治療後の合併症に関する調査 

A survey of the postoperative complication following dental treatment under general anesthesia 
and intravenous sedation performed for pediatric patients in our hospitals 

 
○旭 吉直，大道士郎，畑中有希，宮本順美  

Yoshinao Asahi, Shiro Omichi, Yuki Hatanaka, Yukimi Miyamoto 

 
（社会医療法人大道会・森之宮病院歯科診療部，社会医療法人大道会・ボバース記念病院歯科診療部） 

Morinomiya Hp. Dept. Dent. and Bobath Memorial Hp. Dept. Dent. 

 
【目的】 
 当院では通常の歯科治療が受けられない障害児

に対して全身麻酔や静脈内鎮静を利用した歯科治

療を 2001 年以来多数実施してきた。これまで重
大な事故や異常が全身麻酔中や直後に発生したこ

とはないが，術後の異常について系統的に調べた

ことはない。そこで，安全性の向上のため，当院

で実施した全身麻酔，静脈内鎮静下歯科治療の術

後合併症について調査したので報告する。 
 なお，本調査，発表を行うにあたり，患者家族

および当院倫理審査委員会の許可を得ている。 
【対象と方法】 
 対象は 2017年 3月から 9 月に当院で全身麻酔
あるいは静脈内鎮静下に歯科治療を受けた 16 歳
未満の小児の内，1 回目の治療とした。患児の総
数は 29 名で，性別では男児が 19 名，女児が 10
名で，障害や疾患は自閉症が 11名，脳性麻痺が 7
名，知的障害が 4名，ダウン症が 1名などであっ
た。 
 調査は担当歯科麻酔医が実施した。まず患児の

院内滞在中に経過観察と記録を行い，治療の 1週
間後にも保護者あるいは施設の担当者に電話で退

院後の合併症について聴取した。 
【結果】 
 全身麻酔を実施したのは 26例で，全例にプロポ
フォール（PROP），レミフェンタニル，ミダゾラ
ムを投与していた。気道確保も全例でフレキシブ

ルタイプのラリンジアルマスクエアウェイ

（LMAF）を使用していた。セボフルラン（SEV）
は 24例に，亜酸化窒素（N2O）も 24例に使用し
ていた。静脈内鎮静は残り 3例で，全例で PROP ，
SEV， N2O を使用していた。全身麻酔において
も静脈内鎮静においても SEVと N2Oは主に静脈
路確保のために使用していた。 

術直後からの 1 週間に異常が認められたのは 3
例のみであった。1例目は静脈内鎮静を実施した 7
歳のダウン症男児で，ヘルペス性歯肉口内炎が発

症したが，診察した医師から処置とは無関係と診

断された。2例目は全身麻酔下歯科治療を受けた 6
歳のペリツェウスメルツバッハー病の男児で，帰

宅後から軽い風邪症状を発症し，医師から全身麻

酔との因果関係は否定された。3 例目は全身麻酔
下歯科治療を受けた 9歳の脳性麻痺の女児で術直
後に病棟で軽度の咽頭痛を訴えたが帰宅時には解

消していた。これらはいずれも軽症であった。ま

た，術後悪心嘔吐（PONV）は発生せず，後出血
や感染なども皆無であった。 

【考察】 
術後 1週間でも重大な合併症は発生しなかった。

これは，入院生活に不適応な障害児が多いため当

院では日帰り麻酔がほとんどであることから低侵

襲で PONV が発生しにくい麻酔方法，すなわち
LMAFと静脈内麻酔薬を主体とした方法を採用し
ていることや重症の心身障害児者１）を全身麻酔の

対象にしていないことなどによると考えられる。

また，可及的短時間の処置や確実な止血管理を心

がけるなど治療担当歯科医師の関与も重要と言え

る。一方で症状を訴えることが困難な患児が多い

ため，重症化していない合併症を見過ごしている

可能性もあり，今後の課題と考えられた。 
【結論】 
 当院における小児の全身麻酔，静脈内鎮静下歯

科治療では重大な術後合併症は発生しなかった。 
【文献】 
 1）志岐晶子，他：重症心身障害児者の全身麻酔

下歯科治療における術後経過に関する調査，

障歯誌，36：156-152，2015． 
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小児患者が理解しやすい代用語についてのアンケート調査 
Questionnaire survey of alternative words that pediatric patients can easily understand  

  
○小平裕恵，高橋沙織，清水結花，長岡 悠，永岡春香，菊池元宏，朝田芳信 

Hiroe KODAIRA, Saori TAKAHASHI, Yuka SHIMIZU, Yu NAGAOKA, Haruka NAGAOKA, 
Motohiro KIKUCHI, Yoshinobu ASADA 

（鶴見大・歯・小児歯） 
Department of Pediatric Dentistry, Tsurumi University School of Dental Medicine 

 
【目的】 
 小児歯科診療では平易な言葉や代用語を用いな

がら丁寧に Tell・Show・Do Methodで対応するの
が通常である。しかしながら歯科医師の説明した

内容と子供が理解できた内容の間にずれが生じて

いることが報告されている 1，2）。そこで本研究では

子供の発達状態により理解しやすい代用語に違い

があるのかを検証することを目的に鶴見大学歯学

部附属病院小児歯科を受診した小児に対して，ア

ンケートを行ったのでその結果について報告する。 
【対象と方法】 
対象は定期的に歯科受診している 5歳から 12歳
の定型発達児と自閉症スペクトラム児 (以下，

ASD児と略す)である。対象者と保護者に対し研究

の趣旨を説明し同意の得られた後，小児自身が理

解しやすい代用語のアンケート調査と PVT-R絵画
語い発達検査(日本文化科学社発行)を行った。ア

ンケート調査に用いる代用語は，事前調査として

当講座医局員と当講座に在籍していた経験のある

歯科医師を対象に臨床で用いる歯科用器材の写真

をもとに，その器材の代用語を自由記述式で実施

し，それぞれの器材の得られた回答の積算率 80％
以下を選択肢とした。 

有効回答者は定型発達児 57名(男児 23名，女児
34名，5歳～12歳，平均年齢 9歳 4か月)，ASD
児 24名(男児 21名，女児 3名，5歳～14歳，平均
年齢 10 歳 3 か月)であった。本研究では基本セッ

トとシーラント処置時に用いる 16器具・材料の代
用語について報告する。統計解析は IBM SPSS 
Statistics 22 を用いてカイ二乗検定を行った。さ
らに語彙数を始め様々な側面より変化の大きい 6
歳以下と 7 歳以上に分類した上でも統計解析を行
った。本研究は鶴見大学歯学部倫理審査委員会の

承認のもとに行った(受付番 1111 承認日平成 25
年 7月 1日)。 

【結果】 
①定型発達児とASD児での理解しやすい代用語に
ついて有意差は認められなかった。 
②PVT-R絵画語い発達検査から語彙年齢を算出し 6
歳以下と 7 歳以上での違いによる理解しやすい代
用語に有意差は認められなかった。定型発達児に

限ってみると 6 歳以下と 7 歳以上での年齢の違い
による理解しやすい代用語ではデンタルミラーで

有意差が認められた。 
③小児が理解しやすい代用語と歯科医師が日常用

いる代用語では半数以上の器材で有意差を認めた。 
【考察】 
小児歯科臨床では，歯科医師が子供に説明を行

い子供が齲蝕予防，治療の必要性と内容を理解す

ることにより患児と歯科医師の信頼関係が形成さ

れる。小児の年齢，語彙年齢や ASDの有無におい
て歯科治療で用いる器材の代用語に対する理解の

しやすさに違いのないことが明らかになった。患

児にとって理解しやすい代用語と歯科医師が日常

用いる代用語に違いが見られたことから歯科医師

が小児にとって理解しやすい代用語の認識を深め

ていくことが大切である。従って，患者毎に理解し

ているか否かを確認しながら対応してくことが重

要であると考える。歯科治療で用いる代用語は，教

科書等で数語しか記載されていないため本研究を

もとに代用語集を作成し臨床に役立てていく予定

である。 
【文献】 
 1）小平裕恵ら:小児歯科臨床で用いられる代用語
についての実態調査(第 2 報)代用語を用いる
頻度の少ない器材，小児歯誌，51：195， 2013． 

 2）岡崎早弥佳,小平裕恵ら:子どもが歯科治療体
験を意味づけるプロセスの検討－幼児期の子

どもと歯科医師,親の三者の理解のずれという
観点から－，上智心理学年報，35：39-50，2011． 
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小児歯科診療室での歯科用レーザーの安全管理 

Safety management of dental lasers in pediatric dentistry office 

 

○池田英史，大橋英夫，江田康輔，棚瀬康介，駒澤大悟，荻原孝，女ヶ沢美貴*，星野倫範 

Hidefumi Ikeda, Ohashi Hideo, Kousuke Eda, Kousuke Tanase, Daigo Komazawa,Takashi Ogihara,Miki 

Megasawa*,Tomonori Hoshino 

 

（明海大・歯・口腔小児，*明海大・歯科衛生士部） 

Meikai Univ. Dept. Pediatric Dent. and *Meikai Univ. Dept. Dental Hygienist

 
【目的】 

近年、無痛的な治療法の一つとして歯科用レー

ザーが注目されている。小児患者は恐怖心が大人

と比べるとより強いことから、痛みの少ない歯科

用レーザーの使用による効果は大きく、望ましい

行動変容へ繋がることが期待される。歯科用レー

ザーを使用するにあたり遵守すべき事項がある。

すなわち管理区域の設定や安全管理者の選定、機

器の管理点検である。しかし小児患者はときに想

定外の行動をすることがあり、より厳格な安全対

策が求められる。加えて大学病院では出入りする

学生やスタッフ数が多く、管理体制の構築も必須

となる。そこで臨床応用に際して、医局員を対象

に歯科用レーザーの安全な使用における必要事項

を自由記載型のアンケートにて調査した。そこで

小児に特化した安全管理対策について検討し、い

くつかの知見を得たので報告する。 

【対象と方法】 

本学歯学部形態機能成育学講座口腔小児科学分

野に所属する医局員 12 名を対象として無記名に

よる自由記載型アンケート調査を行い、小児歯科

診療室内で歯科用レーザーを用いる際の安全対策

について検討を行った。 

【結果】 

アンケート調査にて得られた意見は以下の通り

である。第一に照射区域をどこに設定するか、第

二に管理区域内外の管理をいかに行うか、第三に

安全管理者が不在の場合はどうするか、第四に照

射対象をどのように決めるか、第五に歯科用レー

ザー機器の管理はいかにすべきか、第六に緊急時

の対応は何をすべきか、第七により安全に使用す

るためにはどうすべきかという意見が寄せられた。 

 

 

 

【考察】 

安全管理責任者を定め、レーザー機器、器具類、

鍵の管理点検を行う。照射区域は出入口から最も

離れた一番奥でかつ壁際に場所を決め、周囲をパ

ーテーションで隔離し、管理区域内への自由な出

入りを制限を行う。隙間や下方から覗き込む空間

がないようにする。安全管理者の指導のもと管理

区域内外の管理を行い、照射の光路に鏡面反射と

なる鏡、ガラス戸を置かないようにする。小児歯

科診療室は保護者が同室することが多く、管理区

域内では術者、介助者、患児、保護者すべてに保

護ゴーグルを装着をさせる。管理区域内にてレー

ザーの照射中である旨を記した分かりやすい、ひ

ら仮名およびイラストを用いた警告ラベルの掲示

を行う。あらかじめ照射予定簿の記入することで

術者と患児が誰なのかを記録する。予定に合わせ

安全管理者を在中させ、不在の際は使用しないこ

ととした。照射対象は、術者の指示に従うことが

可能な、精神発達遅滞のない 6 歳以上の患児に定

めた。予期せぬ事故が生じた場合には、直ちに管

理区域から待避し管理者に報告、患児と家族への

説明を行うことした。アンケートの意見を参考と

して、歯科用レーザーを導入するにあたり必要と

なる安全対策について検討できたと考えられる。 

【結論】 

アンケートの結果をもとに安全対策について意

見の更なる共有、知識の習得を行えるかなど研鑽

が必要であると推察された。 

【文献】 

高森一乗，那須大介，西山未紗，佐藤桃子，大 

橋英夫，渡部茂，白川哲夫：子どもたちへの Er： 

YAGレーザーを使用した歯科支援，歯界展望，117： 

840-8452011． 
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日本人幼児期・学童期における歯年齢に関する調査 

Survey of dental ages of children aged 3 to 12 in Japan  
 

○呉本勝章，大川玲奈，仲野和彦 

Katsuaki Kuremoto, Rena Okawa, Kazuhiko Nakano 
 

（阪大・院・小児歯） 

Dept of Pediatric Dent., Osaka Univ Grad. Sch. of Dent.
 

【目的】 

 小児歯科臨床において、顎骨内の永久歯歯胚の

発育状態を観察し、暦年齢と歯年齢を比較するこ

とは、口腔の成長と発達を診査する上で非常に重

要である。しかし、現在用いられている歯年齢の

基準には、欧米人のデータを元に作成されたもの

で、日本人小児を基準とした歯年齢の評価法はな

い。そこで、本研究では、パノラマエックス線を

用いて日本人小児における暦年齢と永久歯の発育

段階の関係を検討し、歯年齢の算出方法を確立す

ることを目的とした。今回は幼児期・学童期につ

いて得られたデータをまとめたので報告する。 

【対象と方法】 
 本研究は、大阪大学歯学部附属病院小児歯科を

受診した 3歳から 12歳の小児のうち、平成 29年
より過去 5 年間において、口腔内管理を目的にパ
ノラマエックス線撮影を行った男児 75名（3-4歳
17名、5-6歳 15名、7-8歳 15名、9-10歳 14名、
11-12歳 14名）、女児 75名（3-4歳 17名、5-6歳
14 名、7-8 歳 15 名、9-10 歳 15 名、11-12 歳 14
名）の計 150人を対象とした。その際、全身疾患、
萌出障害（方向・時期）、歯の形態異常、歯の形成

不全、歯数の異常（過剰歯、先天性欠損）、永久歯

の歯内療法を受けた既往などを有する者は除外し

た。Haavikkoの歯の発育段階の分類 1)を基にして、

歯の形成段階を歯冠形成 6 ステージ（歯胚形成開
始期、石灰化開始期、咬頭形成期、歯冠 1/2形成期、
歯冠 3/4形成期、歯冠完成期）と歯根形成 5ステー
ジ（歯根 1/4形成期、歯根 1/2形成期、歯根 3/4形
成期、歯根完成期、根尖閉鎖期）の計 11ステージ
に分類し、決められた一人の評価者が撮影された

パノラマエックス線写真をもとに、上下顎 28歯種
ごとにステージを測定する。得られた各ステージ

のデータから、各歯種各ステージでの男女別平均 
 

 
暦年齢を算出した。なお、根尖閉鎖期については対

象年齢上限が不明であるため結果からは除外した。 
 本研究は大阪大学大学院歯学研究科・歯学部お

よび歯学部附属病院倫理審査委員会の承認を得て

実施した（承認番号 H29-E4）。 
【結果】 
 各形成ステージの左右側間を比較したところ、

男児、女児ともに平均暦年齢の有意差は認めなか

った。また、各形成ステージの男児と女児における

歯の形成についても有意差は認めなかった。 
 各歯の歯冠完成期の暦年齢は、早いものから、上

顎が第一大臼歯、中切歯、側切歯、犬歯、第一小臼

歯、第二小臼歯、第二大臼歯の順となり、下顎につ

いても同様の結果であった。歯根完成期の暦年齢

については、歯根完成が 12歳以降の犬歯、第一小
臼歯、第二小臼歯、第二大臼歯を除き、上顎が第一

大臼歯、中切歯、側切歯の順となり、下顎は中切歯、

第一大臼歯、側切歯の順となった。 
Haavikko1)による歯年齢と比較すると、全体的

に大きな相違はなかったものの、上下顎ともに中

切歯、側切歯、第一大臼歯の歯冠形成後期に若干の

遅延が認められた。 
【考察】 
 今回の調査では、上下顎ともに犬歯、第一小臼歯、

第二小臼歯、第二大臼歯の歯根形成後期の時期に

関するデータが算出できなかった。これは歯根完

成が 12歳以降であることによる。今後はさらに研
究対象年齢を拡大し、日本人小児における歯年齢

の算出方法を確立したいと考えている。 
【文献】 
 1）Haavikko, K: The formation and the alveolar 

and clinical eruption of the permanent teeth. 
An orthopantomographic study., Suom 
Hammaslaak Toim, 66: 103-70, 1970． 
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顎顔面口腔育成治療における３次元顔貌撮影システム 

を用いた顔貌軟組織の分析法の提案と活用法 

Proposal and exploitation of a new system of human facial 3D scanning in RAMPA therapy. 
○有田浩一朗 1,2,3,4), 太田増美 1,4), 西原理恵 1), 工藤わかな 2), 櫻井達也 2,3,4)  

○Koichiro Arita1,2,3,4),Masumi Ohta1,4),Rie Nishihara2) , Wakana Kudou2), Tatsuya Sakurai2,3,4)  
横浜ゆうみらい小児歯科・矯正歯科 1), 有田歯科医院 2), 矯正歯科コンサルタント オーソライズ 3) , 日本顎顔面口腔育成研究会 4)  

Yokohama Yuu Mirai Pediatric dental & Orthodontic clinic1), Arita dental clinic2), Orthorise3) , 
J.A.C.G4) 

 

【目的】 

顎顔面口腔育成療法とは、RAMPA（right angle 
maxillary protraction appliance）1)などの装置を

使用して、顔面の下方成長を前方成長へ促す、上

顎骨複合体に顎整形的なアプローチを行う治療方

法である。特に気道狭窄や低位舌などに起因する

下方成長により発症すると考えられている、長顔

症候群（LFS: long face syndrome）2)などの顔面

高に対して効果的なアプローチができる治療方法

であると報告がなされている。 

現在、その治療の解剖学的な評価方法としては従

来の矯正歯科の臨床で使用されている、エックス

線セファロ撮影、口腔内写真、顔貌写真を使用し

て評価を行っている。 

しかしながら、顎顔面口腔育成の治療前方成長の

評価法として側貌セファロ写真を用いた従来の

DOWNS 法をはじめとするセファロ分析や PRA 分析

3)の様な２次元的線形角度分析による解釈では、基

準平面に対しての相対的な評価にとどまり、基準

点および線の変化の正確な表現には限界があると

考えられる。また側貌セファロ X 線写真を用いた

Thin-plate sprine4)も非常に有用な評価方法では

あるが、複雑な解析のため未だ臨床では限定的な

使用に留まっている。 

そこで、従来の２次元的評価法よりもより再現性、

精度の高い３次元的な顔貌写真による軟組織の評

価法として３次元顔貌撮影システムを提案し、そ

れを活用する方法を模索してみたのでここに報告

する。 

【対象と方法】 

患児を立位または着座させ、３次元スキャナーで

正面、右側、左側と３回撮影を行う。撮影時は体

動があると認識されないので、再撮影となる。１

回の撮影時間はマウスをクリックして約３秒であ

る。 

＜System of Morpheus 3D＞  
本報告で使用したシステムは Morpheus 3D 
System （コアフロント社）であり、専用の撮影

機器(Morpheus3D Neo Scanner)とソフトウェア
(Morpheus3D Dental Solution)で構成される。 

【結果および考察】 

３D スキャナーによる撮影後、専用ソフトにより
３次元立体画像写真の構築を行い、顔貌データを

多角的に評価および観察した。その結果、鼻尖位

置→＋3.66mm、舌骨相当部位→－3.56ｍｍの変化

を確認でき顔貌の前方成長の評価が可能であった。 

このことから、本システムによるメリットとして 

1.放射線による被爆がないため、年齢を考慮せず

撮影および評価が可能 

2.顔の形の 3 次元表現が可能であり、撮影後に

様々な角度から観察や計測が可能 

3.左右対称性、垂直方向、水平方向の分析など、

多角的な顔貌の分析が可能 

4.きわめて短時間（約 3 分）で撮影が可能であり

高精度な分析が可能 

であることが確認でき、小児の顔貌の治療評価に

おいて本システムは、非常に有用であることが示

唆された。 

【参考文献】 

1) Mitani Y, Banabilh SM, Singh GD. : 
Craniofacial changes in patients with Class III 
malocclusion treated with the RAMPA system. 
Int J Orthod. 2010 Summer;21(2):19-25. 
2) 佐藤誠: Long face syndrome. 日本歯科評論
別冊-睡眠歯科医学の臨床-: (3), 46-53 ,2004. 
3) 有田浩一朗: 側貌顔面写真を使用した簡易的
な前方成長の評価法の研究 (PRA分析 第 I部).小
児歯科学雑誌, 2017; 55(2) , 258. 
4) 益子正範: 線形角度分析と非線形角度分析に
ついて: 顎顔面口腔育成会誌,2013;1:50-52. 
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乳歯列期における上唇小帯の形態と付着位置に関する調査 －３歳から５歳の実態調査－ 
Survey of actual condition of the upper labial frenum in infancy  - from 3 to 5 years old - 

 
鈴木冴沙 *，高原 梢 *， 酒井暢世 *，鈴木伸江 *，菊池元宏 *，**，朝田芳信 * 

Saesa Suzuki*, Kozue Takahara*, Nobuyo Sakai*, Nobue Suzuki*, Motohiro Kikuchi*, **,Yoshinobu Asada* 

 
（* 鶴見大・歯・小児歯，** 埼玉医大・医・口腔外科） 

*Tsurumi Univ. Dept Pediatric Dent. and **Saitama Medial Univ. Dept. Oral & Maxillofacial Surgery 

 
【目的】 

上唇小帯とは歯肉または口腔前庭の歯槽粘膜か

ら上唇粘膜に達している筋状組織である。そして，

上唇小帯異常は正中離開の誘因となることや上顎

骨の前方の成長を抑制するなど，口腔器官の形態

的な成長に大きく関与している。そこで，演者ら

は都内幼稚園に通う３歳から５歳児の乳歯列期に

おける上唇小帯の型分類について実態調査を行い

若干の知見を得たので報告する。 
 なお，本研究は鶴見大学歯学部倫理審査委員会 
の規定に従って行われた（許諾番号 128 2014 年 
07 月 29 日）。 
【研究方法】 
１．被験者 
 被験者は 2014年から 2015年の間に都内の幼稚

園に通う，３歳から５歳の健常男児 116 名および

健常女児 142 名，計 258 名とした。 
２．観察方法 

各被験者について，年齢，性別，上唇小帯の型

の分類を行った。この型分類は野坂１）の分類をも

とにした酒井らの報告２）に準じて行った。 
３．統計処理 
 ３歳および４歳児においてはⅢ型，Ⅳ型，Ⅴ型

の出現が認められなかったため，これらをまとめ

て【その他】とした上で，正常型，Ⅰ型，Ⅱ型，

【その他】でフィッシャーの拡張正確確率検定を

行い，さらに，年齢間の型別出現率については残

差分析を行った。 
【結果】（表１） 
１．正常型と異常型の出現率 

３歳児では，正常型が 78.9％，異常型が 21.1％
であった。４歳児では，正常型が 84.9％，異常型

が15.1％であった。５歳児では，正常型が72.3％，

異常型が 27.7％であった。 
 

 
２．正常型，Ⅰ型，Ⅱ型，【その他】の出現率 

フィッシャーの拡張正確確率検定を行ったとこ

ろ，ゆるやかな独立性を認めた。 
３．年齢間の型別出現率 
残差分析を行ったところ，５歳児におけるⅢ型

の出現数が有意に高かった。 
 

<表１>上唇小帯の正常型および異常型と型別出現率 

 

 
【考察および結論】 
正常型は加齢に伴う出現率に有意な差は認めら

れなかったが，異常型は，５歳児でⅢ型が有意に

増加し，Ⅳ型およびⅤ型の出現も認められた。こ

のことは，上唇小帯が付着している上顎骨の成長

と関わりがあると考えられる。すなわち，５歳児

は上顎骨の成長時期でもあり，前頭縫合の側方へ

の成長が，上唇小帯を左右に拡げ，同時に歯槽骨

の前下方への骨添加により，付着異常部位の粘膜

が高位かつ帯状を呈したと考えられる。 
【文献】 
１）野坂久美子，山田聖弥，守口 修，佐々木勝

忠，松山文孝，松井由美子，甘利英一：1 歳 6
ヵ月児歯科健診に関する研究 －上唇小帯に

ついて－，小児歯誌，22(1)：262-271，1984． 
２）酒井暢世，鈴木冴沙，鈴木彩花，藤原 恵，

高原 梢，森本直美，菊池元宏，朝田芳信：

乳歯列期における上唇小帯の形態と付着位置

に関する調査研究，小児歯誌，55：44-50，
2017． 

年齢 正常型 異常型 異常型の内訳
合計
（人）

内訳の有意差

Ⅰ型
（人）

Ⅱ型
（人）

Ⅲ型
（人）

Ⅳ型
（人）

Ⅴ型
（人）

３歳児
56人

（78.9％）
15人

（21.1％）
12人

(80％）
3人

(20％)
0人 0人 0人 71人

４歳児
79人

（84.9％）
14人

（15.1％）
 7人
(50%)

 7人
(50%)

0人 0人 0人 93人 +

５歳児
68人

（72.3％）
26人

（27.7％）
13人
(50%)

6人
(23.1%)

5人
(19.2%)

1人
(3.9%)

1人
(3.9%)

94人

合計 203人 55人 32人 16人 5人 1人 1人 258人

'＋：p<0.1

＜和文 A＞ 
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小児の咬合面の成長変化に関する研究 
Study for the growing change of occlusal plane in children 

 
○齊藤一誠，澤味 規，野上有紀子，稲田絵美*，海原康孝**，村上大輔*，岩瀬陽子，辻井

利弥*，香西克之**，山﨑要一*，早﨑治明 
 
Issei Saitoh, Tadashi Sawami, Yukiko Noagmi, Emi Inada*, Yasutaka Kaihara**, Daisuke Murakami*, 

Yoko Iwase, Toshiya Tsujii*, Katsuyuki Kozai**, Youichi Yamasaki*, Haruaki Hayasaki 
 
新潟大・院医歯・小児歯，* 鹿大・院医歯・小児歯，** 広大・院・小児歯 

Niigata Univ. Div. Pediatric Dent., * Kagoshima Univ. Dept. Pediatric Dent., ** Hiroshima Univ. 

Dept. Pediatric Dent. 
 
【緒 言】 
 咬合平面は，小児期，成人期および老年期を通し

て，口腔管理における重要な要素の一つである．成

人の欠損補綴を行う際，顎外より咬合平面を決定

するための基準は数多く報告されている．しかし，

小児においては明確な基準がなく，成人の基準を

応用し決定することが多い．我々は，侵襲を伴わな

い方法で得られた小児の顎顔面の表面形態におけ

る三次元画像を用い，小児における咬合平面の評

価システムの開発を行っている．本研究では，３～

５歳の小児の顎顔面の測定を行い，前頭面と矢状

面の咬合平面のなす角度を比較し，年齢による変

化とシステムの再現性について検討を行った． 

【対象と方法】 
 対象は鹿児島市内の幼稚園に通う３歳（男児 14

名，女児 11 名），４歳（男児 16 名，女児 16 名），

５歳（男児 16 名，女児 16 名）の園児で，それぞれ

顔面の測定を行った．成人で頻用される咬合平面

板を小児用にサイズを縮小・改変した咬合平面板

を座位の姿勢で軽く咬合させ，超高速三次元表面

形態撮影装置（以下 3dMD）にて顎顔面を撮影した

（図）．3dMD 解析ソフト上で鼻下点および両側耳

珠点および口腔内に挿入した咬合平面板上の 15 点

をプロットし，鼻下点と両側耳珠点より作られる

平面を仮想咬合平面とし，咬合平面板状の 15 点よ

り作られる回帰平面を咬合平面とした．また，再現

性の検討を行うために，同一の計測者により３回

繰り返し計測を行った．咬合平面と仮想咬合平面

のなす角を前頭面と矢状面について算出した． 

〈図〉超高速三次元表面形態撮影装置 

【結果および考察】 
 各年齢における仮想咬合平面と咬合平面のなす

角を表に示す．年齢群間での有意差は男女ともに

認められなかった．また，再現性について検討した

ところ，高い再現性が得られていることが明らか

となった．以上の結果から，小児においても，顎顔

面の表面形態より得られた仮想咬合平面から咬合

平面を推定することが可能であると考えられた． 

 男児 女児 

 前頭面 矢状面 前頭面 矢状面 

３歳 0.66  2.27  0.35 0.81 

４歳 0.03  1.11 0.73 0.79 

５歳 -0.13 1.22 0.18 1.43 

〈表〉２平面のなす角の変化 （度） 
【会員外研究協力者】 丸山智章：茨城工業高等専

門学校，電気電子システム工業科 
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ダウン症小児の乳歯列形態の三次元解析 
Three-dimensional morphological analyses of primary dental arch of children with  

Down’s syndrome  
 

○土井梨央奈，海原康孝*，木原琢也**, 岩前里子***，神戸千恵****，新里法子*****  
太刀掛銘子*****，香西克之*****，二川浩樹 

Riona Doi, Yasutaka Kaihara, Takuya Kihara**, Satoko Iwamae***, Chie Kanbe,, Noriko Niizato, * 
Meiko Tachikake, , Katsuyuki Kozai ,*, Hiroki Nikawa 

（広大・院・口腔生物工学，広大病院・小児歯*，**鶴見大・歯・クラウンブリッジ補綴学 
***さとこデンタルクリニック，****神戸歯科医院，*****広大・院・小児歯） 

   Hiroshima Univ. Dept. Biology & Engineering., * Hiroshima Univ. Hosp. Dept. Pediatric Dent.,  
  ** Tsurumi University, Dept。Fixed Prosthodontics， ***Satoko D.C.,  ****Kanbe D.C. and 

 **** Hiroshima Univ. Dept. Pediatric Dent. 
 
【目的】 
 ダウン症候群は，最も高頻度な遺伝子疾患であ

る。近年，ダウン症の出生率上昇に伴い，歯科領

域からの支援に対する要望も増大している。 
本邦におけるダウン症候群の口腔形態に関する

研究は，大部分が観察によるもので，治療のガイ

ドラインに相当するような知見は未だに存在しな

い。さらに口腔形態を測定したものについても，

ほとんど前例がない。 
そこで今回我々は，ダウン症候群の小児の乳歯

列期の模型を三次元計測し，歯列形態の特徴につ

いて検討した。 
（倫理審査 許可番号 第 疫－329 号 平成

22 年 11 月 12 日）。 
【対象と方法】 
 総計 10 名（男児 5 名，女児 5 名）のダウン症

候群の児童の乳歯列期の口腔内模型を調査対象と

した。非接触式三次元形状計測装置 Rexcan DS
（Solutionix，, Seoul，Korea）を用い，口腔内模

型の三次元計測を行い，三次元形状データを作成

し，STL 形式にてエクスポートした．三次元形状

データ化された模型上に計測点を設定し，画像解

析ソフトウエア RapidForm 2006 (,INUS 
Technology Inc., Seoul,Korea ）により分析した。  
【結果】 
1)すべての症例に上顎乳中切歯の翼状捻転がみら

れた。 
 
 

 
 
2)男女ともに，上顎および下顎の歯列弓幅径の平

均値が標準値－1.S.D の値よりも小さい傾向が見

られた。 

＜図 ダウン症小児の歯列の三次元画像＞ 
【考察】 
 本研究の結果から，ダウン症候群の小児の乳歯

列の特徴として，上顎乳中切歯の翼状捻転および

歯列弓の狭窄がみられることが示唆された。 
 今後は，さらに測定部位を増やし，ダウン症候

群の小児の乳歯列の歯列咬合状態の特徴をより詳

細に検討する。それに加えて，幅広い発達段階の

口腔内模型を対象とした三次元計測を行い，歯

列・咬合状態分析し，ダウン症候群の小児の成長

変化の様相を明らかにする予定である。 
【文献】 
 1）Kihara T.,Kaihara Y., Iwamae S., Niizato N., 

Gion S., Taji T.. Kozai K., Nikawa H.: 

Three-dimensional longitudinal changes of 

maxilla and mandible morphology during the 

predental period: Eur J Paediatr Dent, 

18,139-144.2017． 

＜和文 A＞演題登録番号：【1125】 
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Lennox-Gastaut症候群の患児に対して舌突出癖の治療を行った１例 
Treatment of tongue thrusting habit in child with Lennox-Gastaut Syndrome – Case report  

 
○平野慶子，仲野道代 

Keiko Hirano ，Michiyo Nakano 
（岡大・医歯薬・小児歯） 

Okayama Univ. Dept. Pediatric Dent. 
 

【目的】 
 精神発達遅滞を認める小児において歯科矯正は

困難であることが多い。今回，口腔習癖により開

咬が認められた Lennox-Gastaut 症候群の患児を
矯正歯科,摂食嚥下外来歯科と連携し,タングクリ
ップおよび Castillo-Morales口蓋床型装置の使用
を試み,8 歳から 16 歳まで咬合管理を行ったので
報告する。 
【症例】 
主訴：常に舌を突き出している。 
現病歴：初診１歳４か月時に岡山大学病院小児科

より口腔内精査のため,紹介され来院された。齲蝕
予防処置を行っていたが,８歳９か月時に舌突出
癖により摂食状態が悪いため，その改善を希望さ

れた。 
既往歴： Lennox-Gastaut症候群。てんかん発作,
重度精神発達遅滞を認め,抗てんかん薬の服用。５
歳８か月で高インスリン性低血糖症のため膵臓尾

部切除。発語は少なく意思疎通および,開口状態の
維持が困難。２歳 11か月より摂食嚥下外来にて訓
練を受けている。 
【処置および経過】 
 開咬,上下顎前歯部の唇側傾斜あり。U1 to SN
は２SD, L1to Mdは 1SDを超えて大きかった。８
歳 10か月時に可撤式タングクリップ装置を装着。
しかし舌突出癖が改善されないため９歳５か月時

に通常の固定式タングクリップを装着した。これ

により舌の突出は消退し，オーバージェットはや

や改善したが開咬が治癒しないため当院矯正歯科

へ相談するも精神発達遅滞があるため,矯正歯科
医の助言のもと小児歯科での治療を継続すること

となった。10歳８か月頃からタングクリップを装
着した状態において舌突出癖が再発し,11 歳 0 か
月時では U1 to SNは 1SD, L1to Mdも 1SDを超
えて大きかった。11歳５か月時にタングクリップ
を装着したまま上顎前歯の唇側にレジンボタンを

装着し,上顎 E 頬側のフックからパワーチェーン
にて舌側に傾斜移動を行った。13歳２か月時にタ
ングクリップを除去。14歳４か月時には保護者の
希望によりワイヤー固定を除去したが上顎前歯の

後戻りにより口唇閉鎖が困難となり,摂食嚥下外
来で指導されている MFT の訓練にも支障をきた
すようになっていた（図 1）。 

このためブラケットを上顎前歯部に装着し,ナン
スの装置により再治療を行い，15歳４か月時に再
度ワイヤー固定を行った。15 歳７か月時に
Castillo-Morales 口蓋床型のリテイナーを装着し
たところ舌突出癖はほとんど認められなくなった, 
16 歳５か月時に装置のビーズを除去し,口蓋部分
はレジン床のみとした。下顎前歯のスペースが閉

鎖し,舌突出癖が改善した（図２）。摂食の際には
床装置を入れなくても舌の突出は認めないが,通
常の状態で床装置を入れないと舌突出癖を認めた。 
そのため今後，Castillo-Morales 口蓋床型装置は
ビーズの形態を変化させた方が舌突出癖再発の予

防になると考えビーズ部分の再装着を予定してい

る。 
【考察】 
当症例はⅢA 期より舌癖の改善を目的にタング

クリップを装着したが下顎の垂直的な成長と共に

舌突出癖が再発したと推測される。その後の治療

で は 上 顎 前 歯 部 の 舌 側 傾 斜 移 動 と

Castillo-Morales 口蓋床型装置による舌癖のコン
トロールが有効であった。 
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埋伏下顎右側中切歯を開窓・牽引・歯列誘導した１例 
A case of performing fenestration,traction and occlusal guidance  

for an impacted mandibular right central incisor. 
 

○簑原由希子，原詩歌，向坊友宏，渡辺幸嗣，牧憲司* 
Yukiko Minohara, Shiika Hara, Tomohiro Mukaibo, Koji Watanabe, Kenshi Maki* 

 
（九歯大・小児歯） 

Kyushu Dental Univ. Dept. Pediatric Dent.  
【目的】 
	 小児歯科臨床において，上顎前歯部の埋伏歯症

例に遭遇する機会は比較的多く，一般的に開窓・

牽引・抜歯などの処置を施す。しかし，下顎前歯

萌出障害の発現頻度は 0.01%と報告されており１），

極めて稀である。今回埋伏下顎右側中切歯に対し，

開窓・牽引を行い歯列内に誘導した症例を経験し

たので報告する。 
【症例】 
症例：９歳７か月	 男児 
初診日：平成 27年１月 14日 
主訴：下顎の前歯が生えてこない。 
既往歴：気管支喘息，アトピー性皮膚炎 
家族歴：特記事項なし 
現病歴：下顎右側乳中切歯晩期残存を主訴に近医

受診し，下顎右側乳中切歯骨性癒着を指摘された。

その後，当科を受診。 
口腔内所見：下顎右側乳中切歯晩期残存が認めら

れるも動揺なし。打診にて金属音が認められた。 
パノラマエックス線写真所見：下顎右側乳中切歯

に歯槽硬線の消失が認められた。 
診断：下顎右側乳中切歯骨性癒着による下顎右側

中切歯萌出遅延 
治療経過：下顎右側乳中切歯抜歯後，４ヶ月間下

顎右側中切歯の位置に変化がみられなかったため，

開窓を行った。その後萌出傾向が認められなかっ

たため萌出スペースの獲得と歯列弓内への誘導を

同時に行えるセクショナルブラケット装置による

M.T.M.を応用し，牽引および誘導を行うこととし
た。下顎左側犬歯から下顎右側犬歯にかけてブラ

ケットを装着し，まず下顎左側中切歯・下顎右側

側切歯間にオープンコイルスプリングを用いて萌

出スペースの獲得を行った。その後再開窓・牽引

を行い，歯列内に誘導した。現在レベリング中で

あり，今後定期健診を行なっていく予定である。	  

 

 

 

 

＜図１＞オープンコイル応用時	 	 ＜図２＞牽引時 
 

 

 

 

＜図３＞歯列内誘導時 

【考察】 
	 埋伏歯症例において，治療方針としてはリンガ

ルアーチ・床装置・セクショナルブラケット装置

による牽引・誘導が考えられる。 
	 通常今回のような症例ではリンガルアーチが第

一選択となるが，スペースの獲得・牽引・歯列弓

内への誘導とそれぞれの段階において装置の切り

替えが必要となってくる。また，リンガルアーチ

ではレベリングなどの細かな操作が不可能である。 
	 本症例では上下顎骨の前後的不調和やディスク

レパンシーが殆どないこと，固定源となる歯の叢

生が無いこと，Speeの彎曲が強く過度なオーバー
バイトで咬合しているが埋伏と過蓋咬合以外問題

がほぼ無いこと，下顎前歯部はほぼ歯根完成して

いること，口腔衛生状態も良好であることなどの

理由により，セクショナルブラケット装着による

M.T.M.が最も適していると考えた。 
 
【文献】 

1） Andreasen J O ： The impacted 
mandibular canine. In Textbook and 
Color Atlas of Tooth Impactions ，
Munksgaard. Copenhagen，113-124，1995． 
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下顎第二大臼歯の異所萌出に対しHalterman装置で萌出誘導を行った一例 
A case of eruption guidance and space maintenance for ectopically erupting second permanent 
mandibular molars with Halterman appliance 

○湯沢真弓、伊平弥生、船山ひろみ、朝田芳信 
Yuzawa Mayumi, Yayoi Idaira, Hiromi Funayama, Yoshinobu Asada 

 
（鶴見大・歯・小児歯） 

TsurumiUniv. Dept. Pediatric Dent.  
 

【緒言】 
異所萌出は第一大臼歯、上顎の中切歯、犬歯な

どに見られ、顎骨や歯の大きさとの不調和、過剰

歯の存在、歯胚の位置異常などが原因となる場合

が多いといわれている。今回我々は、装置の機造

が単純で、施術や調整が比較的容易である

Haltermanの装置＜図１＞を使用し、第一大臼歯
に影響を与えることなく第二大臼歯の萌出を促し、

第二大臼歯の発育に支障をきたすことなく歯根形

成が認められた一例を報告する。なお、本発表に

ついて保護者と患児に説明した上で、同意を得て

いる。 
【症例】 
患児：初診時年齢 11歳 0か月、男児 
主訴：検診希望 
既往歴・家族歴：特記事項なし 
口腔内所見：Hellmanの歯齢はⅢC期で下顎左右
第二大臼歯は半萌出で、上顎左右第二大臼歯はま

だ萌出していなかった。 
エックス線所見：下顎右側第一大臼歯の歯冠部遠

心側直下に下顎右側第二大臼歯が位置していた。

さらに下顎右側第二大臼歯の遠心位には水平埋伏

智歯が認められた。 
【診断】 
下顎右側第二大臼歯の異所萌出 
【治療経過】 
平成 28 年 8 月 4 日の検診時、第二大臼歯は近
心位に萌出し、遠心咬頭のみ萌出していた。第二

大 臼 歯 の 萌 出 方 向 を 遠 心 に 向 け る た め

Halterman 装置を装着することにした。同年 12
月、12歳 5か月時にHalterman装置を装着した。
エラスティックチェーンにて第二大臼歯を遠心方

向へ牽引した。その後 1～2週間毎にエラスティッ
クチェーンの交換など調節を行った。平成 29年 2
月、第二大臼歯の遠心移動を認めた。同年４月、

第二大臼歯が遠心位に移動し Halterman の装置
のフック部が第二大臼歯の遠心咬頭に当たって変

形していたため装置を撤去した。その後歯間分離

ゴムを挿入し、同年 6月、第二大臼歯が咬合平面
まで萌出したので歯間分離ゴムを撤去した。 
【結果および考察】 
治療開始から約４か月で第二大臼歯は本来の位

置に移動し、その後も第一大臼歯、第二大臼歯共

に上顎臼歯部と咬合し健全に保たれている。下顎

骨は緻密な骨に覆われているため大臼歯の遠心移

動は難しいといわれているが、今回の症例では水

平埋伏智歯が存在したにも関わらず、遠心位に第

二大臼歯萌出のスペースがあったこと、第二大臼

歯の根が未完成の時期に Halterman 装置を装着
したことで本来の位置に比較的短期間でまた第一

大臼歯、第二大臼歯に侵襲を与えることなく移動

することが出来たと考えられる。 
 
 

 
＜図１＞Halterman装置の装着時の口腔内写真 

【文献】 
 1）太田増美,池田孝雄,安達詩季,難波隆夫,朝田芳

信：第一大臼歯の異所萌出に対して

Halterman の装置を応用した二例，小児歯
誌.49:474-481,2011. 
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頬小帯付着異常を伴う乳犬歯の萌出遅延の 1 例 
A case that the primary canine tooth delayed eruption with the abnormal  

adhesion of the buccal frenulum. 
○	山口知子, 新垣真紀子, 齋藤	 幹, 福本	 敏, 山田亜矢 

Satoko Yamaguchi, Makiko Arakaki, Kan Saito, Satoshi Fukumoto, 
Aya Yamada 

 
(東北大・院・小児歯) 

Tohoku Univ. Dept. Pediatric Dent.
【緒言】  
	 歯の萌出遅延の原因は、遺伝子疾患や内分泌疾

患などの全身的要因から、歯胚の位置異常や形成

異常、外傷、口腔粘膜の肥厚、萌出スペースの不

足などの局所的要因まで様々である。その発生頻

度は永久歯と比較し乳歯では低く、部位別では上

下第二乳臼歯に多く、次いで乳前歯、上乳犬歯と

報告されている 1)。今回我々は頬小帯の高位付着

を伴い、歯胚の形成異常を認めた下顎乳犬歯が萌

出遅延を生じた症例を経験したので報告する。 
発表に際して本人及び保護者からの同意を得た。 
【症例】 
患児：初診時年齢 1 歳 10 か月	 女児 
主訴：右下の乳歯が 1 本生えてこない 
現病歴：生後半年頃より下顎右側頬小帯の高位付

着を母親が気にしていた。成長とともに頬小帯付

着位置に若干の変化がみられたが、1 歳 6 か月歯

科健診にて下顎右側頬小帯の付着異常と下顎右側

乳犬歯の萌出遅延を指摘されたため、近歯科医院

を受診。精査加療目的で当科紹介され、2015 年 12

月 1 日に受診。	

全身的既往歴：先天性の左側一側性難聴で当院耳

鼻咽喉科にて経過観察中。	

家族歴：特記事項なし。	

口腔内所見：Hellman の歯齢ⅠC 期。下顎右側乳犬

歯を除く上下顎両側乳前歯と第一乳臼歯の萌出が

認められた。反対側の下顎左側乳犬歯に異常は認

められなかった。下顎右側頬小帯の高位付着が認

められ、付着部位に直径 3mm 程度の表面性状滑沢

で弾性軟、有茎性の腫瘤が認められた。硬結や発

赤、自発痛や接触痛は認められなかった。	

エックス線所見：未萌出の下顎右側乳犬歯は、歯

冠はほぼ完成し、歯根は未形成であった。	

【処置及び経過】	

	 2 歳 0 か月時に下顎右側頬小帯及び口腔粘膜の

腫瘤の切除術を行った。2 歳 6 か月時のエックス

線写真では、乳犬歯歯胚の歯冠の大きさは隣在す

る下顎右側第一乳臼歯の歯冠幅径と同程度であり、

歯冠の過大形成と歯根の形成開始が認められた。2

歳 8 か月時に乳犬歯の萌出スペースの減少を防止

する目的で下顎に床型可撤式保隙装置を装着した。

3 歳 8 か月時に乳犬歯が正常に萌出し、3 歳 11 か

月時に咬合平面に達した。3 歳 10 か月時のパノラ

マエックス線写真では、下顎右側乳犬歯の歯根形

成は遅延していた。また反対側の後継永久歯であ

る下顎左側犬歯の歯胚は認められたが、下顎右側

犬歯の歯胚は確認できなかった。	

【考察】	

	 本症例では、萌出遅延していた下顎右側乳犬歯

部の頬小帯の高位付着が認められたが、乳犬歯の

萌出遅延の原因は歯胚の形成遅延および形態異常

であったと考えられる。また初診の時点で下顎右

側第一乳臼歯の近心傾斜が認められていたので、

低年齢ではあったが、早期に保隙装置を装着する

べきであったと考える。	

	 乳歯の萌出障害は永久歯に比較し頻度が少ない

が、早期に発見しその原因を追求し適切に処置を

行うことで乳歯列、更に永久歯列の正常な成長発

育を促すことが可能である。現時点では後継永久

歯である下顎右側犬歯の歯胚は確認できていない

が、先行する乳犬歯が巨大歯で著しい形成遅延を

認めるため、永久歯の歯胚形成も遅延する可能性

がある。従って、将来的な歯の形成、交換、歯列

咬合に関して注意深く経過観察しながら口腔内管

理を行う必要がある。	

【文献】1)	Noda	T,	Takagi	M,	Hayashi-Sakai	S,	

Taguchi	Y:	Eruption	disturbances	in	Japanese	

children	and	adolescents.	Ped	Dent	J,	16(1)	:	

50-56,	2006.	
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上顎乳犬歯の先天欠如と後継永久歯の早期萌出が見られた３症例 
Three patients with a bad congenital lesion in the maxillary canine and an early eruption of the 

successor permanent teeth 
○中村朋美(DDS)*,** ，中村徳三(DDS) ** ，相馬久実(DDS)*, 岩佐聡子(DDS)*，白川哲夫(DDS)* 
○Tomomi Nakamura, Norimitsu Nakamura, , Kumi Souma, Satoko Iwasa, Tetsuo Shirakawa  

（*日大・歯・小児, **医療法人社団徳朋会中村デンタルクリニック） 
Nihon Univ. Dept. Pediatric Dent. and Medical Corporation  Tokuhoukai Nakamura Dental 
Clinic 

【目的】 

一般的に上顎犬歯の先天欠如はまれである.また,

乳歯が先天欠如した場合,ほとんどの症例で後継

永久歯の先天欠如を伴っている.今回,我々は上顎

乳犬歯と後継永久歯の早期萌出がみられた症例に

遭遇したので報告する. 

【症例】 

症例１は,初診時年齢 7歳 3カ月の女児で,左上の

犬歯の形が大きいとのことで来院した. 現病歴は,

上顎左側乳犬歯の未萌出で近医を受診したが,歯

の大きさの問題だと言われたのみであった.セカ

ンドオピニオンを求めて当院を受診した.母親の

問診ではこの部位の歯の脱落はない.口腔内所見

は,Hellman の歯齡ⅡC,左側乳犬歯は先天欠如.左

側犬歯の低位唇側萌出,下顎前歯の先天欠如,犬歯

関係は左右共にⅢ級,Terminal pl.は左右共に

mesial step type,大臼歯の対向関係は,右側はⅢ

級,左側はⅠ級であった.エックス線所見は,パノ

ラマエックス線写真で,右側上顎犬歯は歯根 1/3

が完成し,左側顎犬歯の根尖は開いているが歯根

はほぼ完成しており,下顎中切歯は両側先天欠如

であった. 

症例 2は,初診時年齢 6歳 7カ月の男児で, 歯並び

が気になるとの主訴で来院した．現病歴は,上顎乳

犬歯の未萌出でその後永久歯が萌出し,近医を受

診したが,経過観察と言われていた.下顎叢生もあ

ったため,気になり当院を受診した.母親の問診で

はこの部位の歯の脱落はない .口腔内所見

は,Hellman の歯齡ⅡC,右側乳犬歯は先天欠如.右

側犬歯が萌出,下顎前歯の叢生が認められ,犬歯関

係は左右共にⅢ級 ,Terminal pl.は左右共に

mesial step type,大臼歯の対向関係は,右側はⅠ

級,左側は C to C であった.エックス線所見は,パ

ノラマエックス線写真で,左側上顎犬歯は歯冠が

完成し,右側顎犬歯の根尖は開いているが歯根は

ほぼ完成しており, 左側下顎側切歯の顎骨内位置

異常が認められた. 

症例 3は, 初診時年齢 3歳 7カ月の男児で, 歯の

生え方がおかしいとの主訴で来院した．現病歴は, 

乳犬歯の未萌出で近医を受診したが,過剰歯の可

能性もあり,当科に紹介され来院した.母親の問診

ではこの部位の歯の脱落はない .口腔内所見

は,Hellmanの歯齡ⅡA ,左側乳犬歯は先天欠如.犬 

歯関係は右がⅢ級 ,Terminal pl.は左右共に

mesial step typeであった.エックス線所見は,デ

ンタルエックス線写真で,上顎左側乳犬歯の先天

欠如と後継永久歯を確認した. 

【処置および経過】 

症例１は下顎中切歯先天欠如があったが,上顎劣

成長と下顎前歯の唇側傾斜を伴う軽度の骨格性反

対咬合であったため，可撤式装置による上顎の側

方拡大とウェッジプレートによる治療を行い，前

歯部の被蓋と第一大臼歯の咬合関係を改善した．

形態改善後も低位舌と舌突出癖が残っていたため，

MFT も継続して指導している．永久歯配列後，再

診断を行う予定である．症例２は第一大臼歯が萌

出するまで 6 カ月経過観察し,完全萌出後,咬合誘

導を開始した.上顎を固定式急速拡大装置,下顎は

可撤式拡大装置にて側方拡大し,下顎側切歯の異

所萌出改善のため,ブラケット装置を装着し,開窓

を行った.萌出後,経過観察中である.症例 3 は定

期的に上顎左側犬歯部のスペースを確認し,必要

に応じて保隙を行う計画を立案したが,経過観察

中に異常は認めず,上顎左側犬歯部のスペースは

保たれていた.現在も経過観察中である. 

【考察】 

発生学的に乳歯の後継歯である永久歯歯胚は先行

乳歯歯胚から更に深部へと発育する代生歯堤から

生じるとされている.3症例とも先行乳歯の維持を

図り,良好な咬合関係が得られるように管理を行

っていく必要があると考えられる． 

 

 

 274　小児歯科学雑誌　56（2）：274　2018

P-082



上顎両側犬歯の萌出異常に伴う上顎４前歯の歯根吸収の１例 
A case of root resorption of the maxillary central and lateral incisor caused by the ectopic eruption of 

the maxillary canine. 
 

○佐伯 桂、牧 憲司 
Katsura Saeki and Kenshi Maki 

 
（九歯大・歯・小児歯） 

Division of Developmental Stomatognathic Function Science, 
Department of Health Promotion, Kyushu Dental University 

 
【目的】 

小児歯科臨床において、上顎犬歯の萌出障害に

遭遇することは稀ではない。埋伏した犬歯は、周

囲永久歯の歯根吸収や転位、萌出障害を引き起こ

し、咬合関係に及ぼす影響は大きく、早期に適切

な診断と処置を行うことが重要である。今回、我々

は、初診時年齢 歳４か月の男児において、

の歯根吸収を惹起し

た症例に対し、開窓・牽引を行ったので報告する。 
【症例】 
初診時年齢：12 歳 4 か月 男児 
主訴：上の前歯の根っこが短くなっていると言わ

れたので診てほしい 
既往歴：特記事項なし 
家族歴：特記事項なし 
現病歴：定期健診にて近医を受診時、

延にてパノラマエックス線撮影を行ったところ

の萌出方向異常により、 の歯根吸収が

認められたため当科に紹介となった。 
口腔内所見： は脱落していたが、 萌出

は認められなかった。 
エックス線所見：

の歯根吸収が認められた（図１）。 
治療経過：

開窓・牽引を開始してから 日後、患児

違和感を訴えた。しばらく経過観察を行なってい

たが、開窓・牽引を開始してから 日後、咬合

痛と歯肉の発赤が認められ、動揺度も３度となっ

開窓・牽引を開始してか

ら のやや遠心部まで誘導

されて 誘導が遅れて

いる。今後は当院矯正歯科と連携して治療を行な

っていく予定である。

 

 
＜図１＞初診時パノラマエックス線写真 

 

【考察】 
犬歯の萌出障害は片側性に発現するものが

80~85%であるが、犬歯による切歯の歯根吸収は、

両側性に発現することが多い 1)。本症例では

の歯軸の近心傾斜を確認後、直ちに開窓・牽引を

開始し、

抜歯が避けられなかった。上顎犬歯の萌出異常に

ついては、 歳前後での早期発見が、先行乳犬歯

抜去だけや開窓だけといった患児にとって負担の

少ない処置につながるとされている 1)2)が、上顎犬

歯の萌出異常による上顎切歯の歯根吸収を防止す

るためには、早期（ の歯齢Ⅱ 期ころまで）

にパノラマエックス線撮影を行う必要性があるこ

と示唆された。 
【文献】

1）田口洋：萌出障害の臨床―上顎中切歯と上顎

犬歯―，小児歯誌，47：673-682，2009． 
2）南かおり，他：上顎両側犬歯の萌出異常に伴

う側切歯の歯根吸収症例について，小児歯誌，

30：1056-1063，1992． 
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10才より前歯部不正咬合の治療を行い長期に観察した 1例 
A case report: Long term observation after orthodontic treatment of  

anterior malocclusion from 10 years old 
 

 
○高田 富博 

（アーバン歯科小児矯正クリニック） 
Urban Orthodontic and Dental Clinic 

 
【目的】 
 成長期における矯正治療の開始時期については

専門家の意見もさまざまである。今回成長期で反

対咬合、上下前歯部叢生のある患者に 2相性の治
療を行い、咬合を改善し、治療終了後７年の観察

を行った症例について報告する。 
なお、発表に開示すべき利益相反はない。 
【症例】 
初診時年齢 10才 7ヶ月の女児。平成 5年 9月

21日生まれ。 
主訴：前歯の咬み合せが反対（下顎前突）、歯並

びがデコボコ（叢生）している。 
顔貌および口腔内所見：顔貌は左右対称、側貌

は concave facial type。口腔内所見：hellmanの
dental stage ⅢＢで、over jet 5.0mm、over bite 
5.0mm。大臼歯関係：左右とも ClassⅢ、歯列弓
形態：上下顎とも U字型、上顎左右側側切歯は捻
している。頭部Ｘ線規格写真所見：SNA85˚, 
SNB86˚ , ANB -1˚, U1-SN 101˚, L1-Mp91˚, 
Gonial angle 128˚。 
計測では歯槽性の反対咬合で、上顎前歯は舌側

傾斜していた。切端咬合が可能であった。 
【診断】 
下顎前突＋上下顎前歯部叢生 
【治療および経過】 
治療開始時年齢は10才7ヶ月でまだ成長が続く

と考えられる年齢であり、あえて治療を開始する

か、あるいは成長期が終了してから治療を開始す

るか考慮する必要があると考えられた。しかしな

がら、本症例は咬合が深く、経過観察しても自然

治癒の可能性が低いこと、また反対咬合で咬合し

続けることによって下顎の成長を促進してしまう

可能性のある事が示唆された。 
叢生についてはこのまま経過観察をしていても

成長のみで改善することは難しいと考えられるこ

と、また拡大矯正を行って改善を図っても再び反

対咬合になってしまう可能性があること、さらに

は外科的矯正治療の可能性があることを保護者に

説明し、この時点で出来る治療をとの希望を確認

した後に治療を開始した。 
Ⅰ期治療として上顎の歯列弓の拡大（bite plate
および指様弾線組み込み）。 
Ⅱ期治療としてフルマウスエッジワイズ法による

歯の配列。 

治療開始：平成 16年 7月 10日拡大開始、叢生の
度合の強い上顎のみの拡大を行った。 
10才 9ヶ月の平成 17年 3月 拡大中止。 
11才 6ヶ月の平成 17年 6月 フルマウスエッジワ
イズ法開始。 
ブラケットを装着出来なかった部位には、スペ

ースを確保した時点か、萌出後、順次ブラケット

を装着し、捻転歯に対する対処、正中のズレに対

する対処を行った。 
16才 3ヶ月の平成 22年 1月 MEAW（Multiloop 

Edgewise Arch Wire）装着、ショートクラスⅢエ
ラスティクスによる咬合緊密化を図る。 

16才 9ヶ月の平成 22年 7月 装置除去し動的治
療を終了した。 
フルマウス治療期間 5年 0ヶ月、拡大開始から 6
年 0ヶ月。 
16才 10ヶ月の平成 22年 8月 ボンダブルリテー
ナーを装着。 
20才 0ヶ月の平成 25年 9月の段階では歯列、咬
合に問題は認められなかった。 
24才２ヶ月の平成 29年 11月の診査では咬合は安
定し治療を終了した。 
【考察】 
フルマウスのエッジワイズ法による治療期間は

5年、拡大矯正の期間を含めると 6年と比較的長
期間を要したが、患児は女児であったこともあり

治療期間中に成長の終了期を迎えたが、その間下

顎の大きな前方成長は認められなかった。歯列弓

の拡大もできた為、非手術、非抜歯で動的治療を

終了した。７年間の経過観察においては、安定し

た咬合関係が得られていた。 
本症例は遺伝的要素（母親が反対咬合、叢生）

もあること。Angleの分類では両側とも ClassⅢ
であったが、歯槽性反対咬合であったこと、保護

者の希望も含め入れて成長期に治療を行ったが良

好な結果を得る事が出来た。 
【結論】 
成長期に歯科的介入を行っても反対咬合を正常

被蓋咬合へ誘導してゆく事が可能であることが示

唆された。 
【文献】 
 1）須佐美隆三，他：臨床 反対咬合,医歯薬出
版,11~15,1997. 
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混合歯列期における上顎前突を可撤式床装置で管理した 1 例 
The Case Report of Maxillary Protrusion In Mixed Dentition Period 

 
○鬼頭秀明、渡辺宣子、鬼頭佳子 

Hideaki Kito, Nobuko Watanabe, Yoshiko Kito 
 

（瑞穂小児歯科診療所） 
Mizuho Pediatric Clinic 

      
【緒言】 
 成長発育期に上顎前突を主訴とした不正咬合を

診る機会は多い。この時期の管理方法としては、一

般的に可撤式床装置を選択する場合が多い。今回、

上顎前突を主訴にする学童に対して、Ⅰ期治療と

して可撤式床装置にて管理し、良好な結果を得た 1
例について報告する。尚、報告については保護者お

よび本人の同意を得ている。 
【症例の概要】 
 患児は 9 歳 2 ヶ月の男子、Hellman 咬合発育段

階ⅢA 期、主訴は上顎前突であった。上下顎前歯部

被蓋関係は OJ10 ㎜、OB6 ㎜、上下顎第二乳臼歯

位置関係は左右側ともに Distal step type であっ

た。側方セファロ分析(RickettsおよびMcNamara)
の要約として、下顎の相対的後方位（convexity 7
㎜、McNamara to pog -14 ㎜）、Mesio facial 
pattern（Lower Facial Hight 47 度）、上顎中切歯

唇側傾斜（U1 to Apo 52 ㎜）、と下唇後退傾向（Lip 
Protrusion 0 ㎜）であった。またマウント石膏模型

における CPI 計測では、CO（咬合嵌合位）と CR
（中心位）の差異について、左側 3.4 ㎜、右側 2.5
㎜であった。 
【治療方針および経過】 
 上顎に拡大床装置、下顎には挙上板を夜間就寝

時のみ装着し、上顎歯列弓拡大および上顎前歯の

口蓋側傾斜移動、咬合挙上を図った。装着開始から

25 ヶ月後、上顎切歯斜面板により、上顎歯列弓の

保持と下顎位前方誘導および下顎前歯唇側傾斜を

促した。さらに乳歯が全て脱落した 31 ヶ月後、バ

イオネーターを装着した。42 ヶ月後、側方歯群の

嵌合を認め保持装置としての可撤式床装置に変更

し、52 ヶ月後に第二大臼歯嵌合を認め管理を終了

した。管理開始から終了まで、患児の装置装着への

協力度は良好であった。 
【管理終了時の所見】 

  
主訴は改善し 13 歳 7 ヶ月時に管理を終了した。 
上下顎前歯部被蓋関係は OJ、OB ともに 3 ㎜、上

下顎犬歯および第一大臼歯の関係について、左側

半咬頭分Ⅱ級が残ったものの右側 AngleⅠ級とな

った。側方セファロ分析の要約として、初診時と比

較して下顎位後退の改善（ convexity 4 ㎜、

McNamara to pog -7 ㎜）が認められ、上顎中切歯

口蓋側側傾斜（U1 to Apo 38 ㎜）および下顎中切

歯の唇側傾斜移動による上下顎前歯部被蓋関係お

よび下唇のプロポーション改善（Lip Protrusion 2
㎜）が認められた。 
 またマウント石膏模型における CPI 計測では、

CO と CR の差異について、左側 1.7 ㎜、右側 1.0
㎜となり左右ともに初診時より減少した。 
【考察】 
 本例は下顎骨体長自体正常なものの、相対的に下

顎位後退を示す classⅡ級であり、さらに上顎前歯

の唇側傾斜が顕著であった。管理の段階として最

初に上顎前歯の唇口蓋的位置改善を含めた上顎歯

列弓の aliment と咬合挙上、そして下顎前歯の前

方誘導と下顎位前方誘導および上顎歯列弓保定、

さらに構成咬合による積極的な下顎位前方誘導、

最後に上下顎歯列の保定という順序で行った。 
今回の CPI データ比較では、治療前後で CO と

CR の差が減少しており、上下前歯部被蓋関係のみ

ならず Facial Description および Lower Lip  
proportion 改善し、Ⅰ期治療として良好な結果を

得たと考えられる。 
【まとめ】 
 本例は混合歯列期に可撤式床装置を用いて上顎

前突を改善し、第二大臼歯嵌合まで管理を継続し

良好な結果を得た。成長発育期の管理方法として、

可撤式装置の使用は有効な選択肢の一つになると

思われる。 
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RAMPA(Right Angle Maxillary Protraction Appliance)  
 PROTRACTION EFFECTS WITH  FEM(Finite Element Analysis) 

○Yasushi Mitani 1*, Bumkyoo Choi 2, and Jaehyuk Choi 3 
1. Kichijoji Codomo Clinic, Tokyo, Japan. E-mail: mitani@trust.ocn.ne.jp     

2. Department of Mechanical Engineering & gHumanotics Research Center,   
Sogang University, Seoul, Korea.    

 
 
【Objects】 
The purpose of our investigation is to analyze 

by FEM the RAMPA protracting system in the 
anterosuperior direction in contrast to the 
anteriorinferior direction as in the conventional 
maxillary protracting system, to investigate its 
features and to consider possible clinical 
applications. 
 
【Material & Methods】 
We conducted the following investigation using 

3D model of skull. Normal semi-rapid maxillary 
expansion device, gHu-1, was made and 
analyzed. Then, the extraoral device, RAMPA, 
was made and analyzed. The results for two 
different cases were compared by FE analysis. 
The first case was the skull model wearing only 
the intraoral device, gHu-1, for maxillary 
expansion analysis and the 2nd case was for the 
model wearing both RAMPA and gHu-1 for 
realizing the effect of RAMPA from maxillary 
expansion analysis. 
 
【Results & Discussion】 
 Due to the protraction of RAMPA, the 

displacements of the alveolar bone and 
midpalatal suture were decreased to some 
extent that the midpalatal suture opened 
almost parallel and the maxillofacial landmarks 
were displaced superiorly. All points showed 
outward displacements except the 
frontozygomatic suture in the transverse plane, 
but the magnitudes were much reduced.  
Sagittally, there was almost no deformation in 

the frontozygomatic suture and the nasal spine 
was most deformed, but they were relatively 
small.  
Vertically, they moved more upward compared 

with the case of gHu-1 only. 
Here we applied RAMPA to heal patients who 

were diagnosed with chronic empyema by the 
otolaryngologists and were recommended 
surgery. In the CBCT image at the first visit of 
the medical examination, an opaque image 
throughout the whole paranasal sinuses was 
observed. The otolaryngologist recommended a 
surgical operation, however, the patient did not 
choose it. The patient and his family hoped for 
RAMPA treatment.  As a result, after the 
RAMPA treatment, he avoided not only the 
surgical operation, but also tongue thrusting 

habit found at the first visit disappeared and 
his occlusion  
 
became stable.  
The clinical results were as follows. He had 

gained 6.7mm of the maxillary width between 
lingual central fossae of the first molars was 
shown. Before the treatment of RAMPA therapy, 
the width between maxillary first molars was 
39.8mm. Then, it was expanded to 46.5mm 
during 95days at 2cycles, 45° turn/day, 
12hrs./day.  

 
 
 
 
 
 
 

Fig.1 Modeling conditions and meshing of the 
skull; A, Boundary and loading conditions (Red 
arrow: elastic force, Green arrow: screw 
activation, Blue arrow: fixed area); B, Mesh 
modeling of the skull; C, RAMPA General View 
 
【Conclusion】 
 It is shown that guidance of the maxillary to 
the anterosuperior direction by RAMPA 
treatment is useful for improving the occlusion 
and  the ventilation excretion function of 
paranasal sinuses. At the same time, it has 
been demonstrated to be possible to convert 
mouth respiration to nasal respiration 
accompanied by improvement of the tongue 
thrusting habit. 
 
【References】 
1）Mitani. Y et al., Craniofacial Changes in 

Patients  
with Class III Malocclusion Treated with the  
RAMPA System. Int. J. Orthod 2010 

2 ） Kim J H et al., The effectiveness of 
protraction face mask therapy:A 
meta-analysis 
Am. J. Orthod.Dentofac Orthop 1999 
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FR-Ⅱを応用し、Ⅱ級咬合異常および過蓋咬合を改善した 例 
Orthodontic Treatment of Skeletal ClassⅡCase with Deep Bite by Using of FR-Ⅱ 

 
○中逵 常吉 1,2 

Nakatsuji Tsunekichi1,2 
 

（1なかつじ矯正・小児歯科、2神戸臨床小児歯科研究会） 
1Nakatsuji Dental Clinic For Children and 2Kobe Society of Clinical Pedodontics 

 
 
【目的】 
フレンケル装置は Rolf Frankelが開発した顎矯

正装置で、顎顔面領域の神経筋機構の成熟、トレ

ーニングおよび再構築を補助する効果がある。こ

のシステムは、異常に強い口腔周囲筋や頬筋の緊

張を除去することで、正常な歯列の成長発育が促

されるという機能的顎矯正の考え方に基づいたも

のである。今回、Ⅱ級咬合異常および過蓋咬合を

認めた小児患者に対して、フレンケルⅡ装置

Ⅱ を使用し、装置の十分な効果を認めたため、そ

の症例についての報告を行う。 
【対象と方法】 
対象となる患者(女児)は、初診時(10 歳 2 か月)

において上顎前歯の著しい唇側傾斜を伴うⅡ級咬

合異常および過蓋咬合、下口唇の異常な緊張を認

めた。 Ⅱ装置は ～ 年間装着していると、

歯列弓を確実に拡大することができるとされてい

る。 Ⅱの作用機序は、 ：頬筋の圧力を排除す

る効果、：骨膜を伸展し歯槽骨を発育させる効果、

：舌の位置の改善と活動を促進させる効果の つ

の効果によると考えられている。そのため、本患

者の正常な歯列の成長発育の獲得および口腔周囲

筋の緊張の除去を目的とし、混合歯列期の矯正治

療として本患者に 歳 か月から第二次性徴期の

ピークが終了する 歳 か月までの約 年間に

わたって、 Ⅱ装置を就寝時のみ使用してもらう

こととした。 
【結果】 
約 2 年間、 Ⅱ装置を使用してもらうことで、

初診時に認められた唇側傾斜していた上顎前歯や

Ⅱ級咬合異常、そして過蓋咬合は著しく改善され

た。そして下口唇に認められた異常な緊張に関し

ても、改善されていることが確認できた。

Ⅱ装置の使用終了後、本患者は上下顎歯列に

認められた叢生の改善を希望されたため、 歳

か月から 歳 か月までの 年 か月にわたり、

非抜歯にてエッジワイズ装置を使用した本格矯正

治療を行った。装置撤去後、約 年の保定期間が

経過したが、現時点において後戻りもなく経過良

好な状態である。

【考察】 
本症例のように、混合歯列期においてⅡ級咬合

異常を認める小児患者に対して、 Ⅱ装置を使用

することによって、異常に強い口腔周囲筋や筋肉

の緊張を取り除き、正常な歯列の成長発育を促す

ことが可能となる。Ⅱ級咬合異常を改善したとし

ても、本症例のように、永久歯萌出後に上下顎歯

列叢生が認められる場合は将来的にエッジワイズ

装置を使用した矯正治療が必要となる可能性があ

る。しかしながら、混合歯列期においてⅡ級咬合

異常を認める小児患者に対して、 Ⅱ装置を使用

することは、①早期にⅡ級咬合異常が改善される。

②エッジワイズ装置による期間が短くなる。③悪

習壁が改善され、後戻りのリスクが少なくなるな

どのメリットがある。この様に、矯正治療の有用

な方法の一つとして、 Ⅱ装置の応用方法をマス

ターしておくことはとても意義深いと考えられる。 
【文献】 

1）J.A.McNamara，W.L.Brudon：Orthodontic 
and Orthopedic Treatment in the Mixed 
Dentition． 

2）W.R.Proffit, H.W.Fields：Contemporary 
Orthodontics – 5th Edition． 
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上顎前突患者における早期治療の有効性に関する検討

The effects of functional jaw orthopedics in ClassⅡ patients at an early age  
 

○前野孝枝，花﨑美華，石谷徳人 
Takae Maeno, Mika Hanasaki, Norihito Ishitani  

 
（ 医療法人 イシタニ小児・矯正歯科クリニック ） 

Ishitani Clinic of Pedodontics and Orthodontic 
 

【目的】 
近年、上顎前突に対する早期治療については、

国内外において否定的な見解が多い。当クリニッ

クでは、継続的な口腔管理の中で起こる様々な歯

科的問題について独自に考案した管理システムを

導入し、各管理ステージを段階的に経て上顎前突

を含めた早期治療を行っている。さらに、長期管

理の中で場当たり的な治療を行わないように心掛

けている。今回、当クリニックで行った混合歯列

期の早期治療において機能的矯正装置（FKO）〈図

１、２〉を使用した患者を対象に、治療前後にお

ける各分析項目の比較検討を行ったので報告する。 

 
〈図１〉FKO による顎顔面への作用 

 

 
〈図２〉FKO の調整方法  

【対象と方法】 
対象は当クリニックにおける早期治療患者で、

FKO を毎日 10 時間以上使用し、1 年間継続した

混合歯列期の小児 20 名(男子・女子各 10 名；平均

年齢 8.9±1.2 歳)である。 
対象者の治療前後に撮影したセファロエックス

線写真（側面）の分析結果から、①治療前後の各

計測項目の比較（t 検定）と、②治療期間１か月あ

たりの各項目の変化量を求め、項目間での相関分

析（Pearson の積率相関）を行った。 
【結果】 
治療前後のセファロ分析項目において、Gn-Cd、

Pog-Go、Cd-Go、∠SNB、APDI の増加、Convexity、
∠ANB、U1 to SN、overjet の減少により、有意

な上顎前突の改善を示した。 
早期治療の中における治療開始年齢が高いほど

∠SNB、∠ANB、Cd-Go、overjet の変化量が大

きく、下顎骨の成長が大きいほど∠SNB、∠ANB
の変化量も大きかった。また、overjet の減少につ

いては、上顎前歯の歯軸の変化と下顎の成長がと

もに相関を示した。 
【考察】 
以上の結果から早期治療の有効性が示唆された。

また混合歯列期においては、治療開始年齢が高い

ほど機能的矯正装置の効果が高いという結果が得

られた。特に下顎の劣成長を伴う症例では下顎の

成長スパートに合わせて治療を行うことが有用で

あると考えられた。早期治療については様々な議

論があるが、顎顔面の成長パターンに配慮した至

適時期を慎重に検討する必要があると考えられる。

また、早期治療は単独での効果が期待できるだけ

でなく、Ⅱ期治療における重症度を軽減すること

も大きな目的の一つである。そのため、機能的矯

正装置の奏功の差異や長期的な安定性について、

今後さらなる検討が必要であると感じた。 
【文献】  
1） 石谷 徳人：時間軸を見据えた小児期からの咬

合治療, 東京臨床出版，2012． 
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乳歯列咬合からの過蓋咬合への対応 
Early Orthodontic Intervention since the Primary Dentition Stage 

 
○有田信一，有田光太郎，有田有紗，友重文子，松尾芳己	

Shinichi Arita, Kotarou Arita, Arita Arisa, Ayako Tomoshige, Yoshimi Matuo 
 

（ありた小児・矯正歯科）	

Arita Pedodontics and Orthodontics Clinics. 

	

 
【目的】 
	 当院では、：育児と小児の生活に関するアドバ

イスとその評価が主体の「育児・生活支援型予防

矯正」を行っている。	

今回の発表の目的は、乳歯列咬合の観察におい

て、増加していると考えられる過蓋咬合が改善す

る要因を考察することである。	

【対象と方法】 
対象は２０１２年（平成２４年）１月から１２月

までに来院した０歳から３歳児	 １９０名の口腔

内写真で、歯列咬合を分類し、その中で、過蓋咬

合症例を２０１７年（平成２９年）６月まで臨床

的な観察を行い、改善した症例と改善しなかった

症例の特徴を比較した。	

【結果】 

1. 年齢別の歯列咬合の分類では、３歳代では、正

常咬合３２例（45.7％）、過蓋咬合（上顎前突）

２３例（32.9％）、反対咬合８例（11.4％）、開

咬４例（5.7％）、切端咬合３例（4.3％）であっ

た。平嶺らの 1）町田 2）の報告と比較する、過蓋咬

合の割合が増加傾向にあった。	

2.	過蓋咬合改善群と過蓋咬合非改善群を比較し

た結果、改善群に以下の特徴が見られた。	

1.改善の時期について	

1)乳歯列期において：多くの症例において、D あ

るいは E の萌出後しばらく経過した後に、垂直的

被蓋は減少していた。また、乳臼歯の頬舌的な整

直が認められた。	

2)ⅢA 期において：永久前歯の萌出に伴い、過蓋

咬合の改善が見られた。あるいは下顎歯列の前方

移動が見られた。 

2.口唇のポスチャーについて	

多くの症例で頤部の過緊張の減少が見られた。	

3.口腔習癖について：非改善群には、下唇噛みな

どの習癖の継続が多かった。	

【考察】 
1. T. M. Graberの教科書３）では２歳から４、５
歳にかけて、垂直的被蓋が浅くなることが記載さ

れているが、D あるいは E の萌出後しばらく経過

した後に改善がなされていたことから、乳臼歯の

萌出そのものではなく、咀嚼機能の習得により生

じる「乳臼歯の整直」が過蓋咬合改善の要因と考

えた。	

2.下顎永久前歯の萌出時期に、過蓋咬合が改善し

ていたものが多く見られたことから、過蓋咬合に

対する装置を使用した介入はⅢA 期以降が望まし

いと考えた。	

3.	改善群の多くの症例で頤部の過緊張の改善が

見られたことから、乳歯列期には口腔周囲筋の正

常化を図ることが重要である。	

3.非改善には、下唇噛みなどの習癖の継続が多く

見られた。口腔に関する習癖は、小児の心理面を

投影していることも多いことから、乳歯列期には

親と子の関係性の支援も重要であることが示唆さ

れた。	

【文献】 
	 1）平嶺小百合，他：１歳６か月から３歳にいた

る小児の咬合状態の推移に関する累計的調査，

歯科学報，96：837-843，1996． 
	 2）町田幸雄：乳歯列期から始めよう咬合誘導，

一世出版，第 1版：77-81，2012． 
 3) T. M. Graber : Orthodontics, principles and 
practice, 3d edition ,1972 
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異なる固定法および骨切り術の併用における前方牽引時の変異解析−デジタル画像相関法− 
Mutational Analysis at Forward Traction in Combination of Different Fixation Method and 

Osteotomy−Digital Image Correlation Method− 
 

○駒澤大悟，黒下礼奈，沖殿ちひろ，常岡柚希
＊
，星野倫範	

Komazawa Daigo，Kurosita Reina，Okidono Chihiro，Tsuneoka Yuzuki＊，Hosino Tomonori 
 

（明海大・歯・口腔小児，
＊
明海大・歯科衛生士部） 

Meikai Univ. Dept. Pediatric Dent. and Meikai Univ. Dept. Dental Hygienist 
 
【目的】 
	 反対咬合治療において乳歯咬合期から思春期前

までの上顎の成長発育が旺盛な時期では，主に上

顎前方牽引装置により縫合性成長を促進させるが，

成長終了後には外科的矯正歯科治療の検討が行わ

れてきた．しかし現在では成人期の外科手術を防

ぐ治療法として，皮質骨の切除を行い上顎骨の成

長発育を促す治療法が選択されるようになってき

た． 
	 そこで本研究では，急速拡大装置の固定法と皮

質骨切除の違いがどのような影響を及ぼすのかに

ついて考察することを目的とした． 
【対象と方法】 
1. 実験モデル作製 
	 研究対象として Hellman の歯齢 IIIA 期の乾燥
頭蓋骨を使用した．CT撮影画像より 3Dプリンタ
モデルを作製し，左右第一乳臼歯，第一大臼歯の

4 歯を金属バンドにて固定源とする急速拡大装置
と上顎骨口蓋部に埋入した 2 本の歯科矯正用アン
カースクリューと上顎左右第一大臼歯を固定源と

する Hybridhyrax装置 1)を作製した．測定は歯牙

固定型の急速拡大装置を合着した Tモデルにおい
て①削除なしモデル（T１モデル），②正中口蓋縫
合部削除モデル（T２モデル），③正中口蓋縫合部
および LeFort I型削除モデル（T３モデル）とス
クリュー固定と第一大臼歯による Hybrid 型急速
拡大装置を合着した Aモデルにおいて④削除なし
モデル（A1 モデル），⑤正中口蓋縫合部削除モデ
ル（A２モデル），⑥正中口蓋縫合部および LeFort 
I型削除モデル（A３モデル）の 6種類を対象とし
た．  
2. デジタル画像相関法 
	 使 用 し た撮影ソフトは Vic Snap 2017
（Correlated	 Solutions，US），解析ソフトは 

 
Vic 3D 2012（Correlated	 Solutions，US）を使
用した． 
3. 荷重条件 
	 加重条件は側方拡大力として急速拡大装置のネ

ジを 1/2 回転させた．また前方牽引力として，牽
引方向を咬合平面に対して 30°前下方，片側 500 
gで負荷した． 
【結果】 
1. Tモデルの変位 
	 T1 モデルの咬合面観の X 方向への変位は上顎
中切歯部を原点として，大臼歯遠心部に向かうに

従って大きな変位量を示した．これに対して T2
モデルでは歯，口蓋部も含めて全体的に側方へ変

位を示した．T2モデルと T3モデルにおける X方
向への変位の違いはほぼ認められなかった．	  
2. Aモデルの変位	  
	 X 方向に関して A1 モデルは第一大臼歯部が最
も側方へ変位しており，その他の部位は変位をほ

とんど示さなかった．A2 モデルに関して X 方向
は，第一大臼歯部で最大の変位量を示しつつ，歯，

口蓋の全体が拡大方向への変位を示した．  
【考察】 
	 削除なしモデルは固定源を中心とした変位様式

を示した．これに対して正中口蓋縫合部などを削

除することでより理想的な変位方向を示したこと

は骨削除を治療方針に取り入れることで、より理

想とする顎骨の変異を促す可能性が示唆された。 
【文献】 
1）Benedict Wilmes，et al：APPLICATION AND 
EFFECTIVENESS OF A MINI-IMPLANT– 
AND TOOTH-BORNE RAPID PALATAL 
EXPANSION DEVICE: THE HYBRID HYRAX，
WORLD JOURNAL OF ORTHO， vol11(4) : 
323-330，2010. 
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クラウンループの先端形状と頬舌方向における離脱の関係 ―有限要素法シミュレーション― 
Relationship Between Crown Loop Shape and Detachment in Bucco-lingual Direction 

 ―Simulatsion with Finite Element Method － 

 

○横井 由紀子，山木 貴子*，江花 照夫**，河村 純***，岡藤 範正**，大須賀 直人 

○Yukiko Yokoi, Takako Yamaki*, Teruo Ebana**, Jun Kawamura***, Norimasa Okafuji***, Naoto Osuga 

（松歯大・小児歯，*清水歯科医院，**松歯大・大学院，***河村歯科医院） 

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

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

 
【目的】 

下顎第一乳臼歯が早期に喪失した場合，保隙の

ためにクラウンループが適用されることが多い．

ループの先端の形状により，ループが歯肉にくい

込むこと，歯から離脱することが報告されている． 

これまでに，有限要素法を用いて 3 つの先端形

状（W 形状，I 形状，U 形状）のクラウンループ

について，先端の離脱過程をシミュレーションし

た 1)．その結果，先端が U 形の場合は離脱しやす

いが，W 形の場合には離脱しにくいことを示した． 

本研究では，クラウンループにおける保隙のメ

カニズムを明らかにすることを目的として，乳臼

歯と乳犬歯に作用する力について検討した．さら

に，乳犬歯の頬側方向への移動を拘束しないよう

に，W 形の頬側部分を直線にした形状(W-I 形)につ

いて，離脱過程をシミュレーションした． 

【方法】 

歯の 3 次元モデルは，乳歯列模型（i31D-400D，

ニッシン）に基づいて作成した．歯根には，厚さ

が 0.2mm（一定）の歯根膜を付けた．歯根膜は線

形弾性体と仮定し，歯と歯槽骨は剛体と仮定した．  

クラウンループは，断面直径 0.9mm のコバルト

クロム合金のラウンドワイヤーで作られていると

し，そのヤング率を 200GPa とした．乳臼歯の遠

心側に近心方向の力およびクラウンループに頬舌 

方向の力が作用するとした．乳犬歯と乳臼歯は，

歯科矯正における歯の移動と同じように，移動す

るとした．はじめに，歯の動揺を計算する．これ

は，歯根膜の弾性変形によって生じる．次に，動 

揺量の分，歯槽窩を移動する．この計算を繰り返

せば，歯が移動していく．  

 

 

 

【結果および考察】 

乳臼歯に近心方向の力が加わった場合，どの先

端形状でも，加えた力の約 2/3 の力が乳臼歯に作

用して，約 1/3 の力が乳犬歯に作用した．この力

によって保隙が行われた． 

クラウンループに舌側方向の力が加わった場合，

I 形と U 形の場合には，乳犬歯の舌側方向には力

がほとんど作用しなかった．一方，W 形では，ほ

ぼ同じ力が乳臼歯と乳犬歯の舌側方向に作用した．

この力によって先端の離脱が抑制された．  

W－I 形では，舌側方向の力に対して，先端が沈

下したが，乳犬歯に舌側方向の力は作用しなかっ

た．この場合，乳犬歯の頬側方向への移動は拘束

されない．また，頬側方向の力に対しては，先端

は離脱せず，沈下しなかった． 

1) 横井由紀子ほか：クラウンループの先端形状と

離脱との関係 －有限要素法シミュレーションに

よる考察－，小児歯誌，55(4)：451-457, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜図１＞W-I 形のクラウンループにおける先端と歯の移動 
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低年齢児における外傷についての調査～第 1 報～ 
Survey on trauma in low age children 

 
○松下標、中川優香、畦平智友美、新門正広、伊藤雅夫、櫛田雄一、永石恵子、 

      神原修、中川佳昭、仲川憲幸、小林直克、重山文子、三原広史、池尾元三朗 
 Kozue Matsushita,Yuka Nakagawa,Chiyumi Unehira,Masahiro Shinmon,Masao Ito, 

Yuichi Kushida,Keiko Nagaishi,Osamu Kohara,Yoshiaki Nakagawa,Noriyuki Nakagawa, 
Naokatsu kobayashi,Fumiko Shigeyama,HiroshiMihara,Motosaburou Ikeo, 

 
（関西小児歯科研究会）, 

Kansai Study Group of Pediartric Dentistry 
 
【目的】 
 歯科受診時、ブラッシング指導時等、ケガに関す

る話をすることが非常に効果的であることを、第

36 回日本小児歯科学会近畿地方会にて報告した。

本調査では、来院小児患者の過去に遭遇した外傷

全般の状況、受傷時の顛末を把握し、外傷の予防・

対応に役立てようと考えた。 
【対象と方法】 
 平成 29 年 12 月 1 日～31 日までに、関西小児歯

科研究会に所属する 6 歯科医院を受診した 6 歳以

下の男女で、過去に受傷経験のある 221 名を調査

対象とした。 
 方法は、アンケート形式にて①ケガの程度、②ケ

ガの部位、③出血の有無、④受傷場所、⑤屋内外、

⑥時刻、⑦対応、⑧誰といたのか、⑨受診診療科、

の項目で調査した。 
【結果】 

① 裂傷 38.0%が最も多く、歯の外傷は 13.6% 
だった。②頭部顔面・口腔内が最も多く 60.1%、③

出血を伴うケガは 66.3%、④園・外出先 61.8%、自

宅 38.2%だった。⑤屋内外に差は見られなかった。

⑥12 時~18 時が 54.1%であった。⑦病院・医院受

診、または自宅にて処置は 81.7%、⑧保護者といた

46.0%、友達といた 24.6%、単独では 8.1%だった。

⑨整形外科・外科 54.8%、歯科 23.8%、小児科 6.3%、

救急搬送 5.6%、その他 9.5%であった。 
【考察】 
 低年齢児では、顎顔面の裂傷が多く、これは手 
足の運動機能が充分ではないためと考えられた。 
 また、外傷は保護者や友達といる時の方が多く 
 

 
発生しており、子供は活発に動き回るため、目を離

したわずかな時間でも受傷することが示唆され 
た。搬送先は、整形外科・外科、歯科、小児科 
順に多く、中には緊急搬送された子供もいたが、 
受傷部位やケガの程度によって、専門の科を受診

する傾向にあった。特に、低年齢児は外傷を起こし

やすい。重篤なケガを防ぐには、我々も常に保護者

等に、情報を発信していくことが大事であるが、予

防・対応についてさらなる検討が重要と思われた。

今後は、アンケート項目を増やし、継続して調査を

行う必要があると考える。 
 
 
 

＜和文 A＞ 
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J リーグ所属ユース・ジュニアユース選手におけるマウスガードに対する意識調査 
並びに口腔内の外傷状況 第一報 

Reserch on the Questionnaire about a mouth-guard and oral and maxillofacial injuries among 
soccer players in the junior-youth,youth team of the J-league soccer team.  

 
○関根陽平 

Yohhei Sekine 

（みはる矯正・歯科医院 1) スポーツ歯学研究所 VictorySmile2）） 

Miharu Orthodontic Clinic1) Institute for Sports Dentistry VictorySmile2） 
      

 

【目的】 

 米国に於ける 10歳以下サッカー選手のヘディ

ング禁止に端を発し、日本においても頭頚部外

傷への予防策に、カスタムメイドマウスガード

への注目が多いに上がって機運を示している。

しかしながら、現在、日本国内に於いて男女と

もにジュニア・ジュニアユース選手へのカスタ

ムメイドマウスガードの使用状況や口腔内の外

傷状況の報告は少ないのが現状である。そこで、

今回は、日本サッカーリーグ J１に所属するチー

ムの協力のもと、U12,U13,U14,U15 のジュニア・

ジュニアユース選手に対してアンケート調査を

行い、その結果を報告する 

【対象と方法】 

 J１に所属するチームの協力のもと、

U12,U13,U14,U15 のジュニア・ジュニアユース

選手（６１名）に対して１）競技中のマウスガ

ードの使用状況、２）競技中の口腔内の外傷経

験の有無、３）競技中の脳震盪の有無をアンケ

ートにより調査した。 

【結果】 

 １）競技中のマウスガードの使用状況は、今

回の調査の対象において使用者は０名であった。

２）競技中の口腔内の外傷経験の有りは 21.3%

であった。３）競技中の脳震盪の有りは 6.6%で

あった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【考察】 

 今調査の対象が、J１所属のユース・ジュニア

ユース選手であるため、一般レベルの同世代の

選手と比較した場合、レベルやスキル、ボディ

ーバランスは、かなり高いものと言える。その

中で、20%を超える外傷経験は、かなり高いもの

と言える。一方で、マウスガードの着用が認め

られないことは、ここにカスタムメイドマウス

ガードの着用を推奨した場合は、その外傷予防

効果より、効果の高い予防ができるものと考え

られる。今後は選手に対してカスタムメイドマ

ウスガードを推奨し、着用してもらうことでの、

調査を進めていき、引き続きこの報告していき

たい。 

【文献】 

 1）中村 浩志，他：大学病院小児歯科におけ

る口腔外傷患者実態調査-17 年前の受診状

況と処置内容の比較，小児歯誌，53：406-413，

2015． 

 2）正村 正仁, 他: 高校生サッカー部員に対

するマウスガードに関してのアンケート調

査, スポーツ歯学 = Journal of sports 

dentistry 9(1), 7-12, 2006 
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当院における最近 10 年間の小児口腔外傷患者の実態調査 
Investigation of child patients with oral trauma 

 at our dental office within recent 10 years  
 

○紀平聡子，大曲俊輔，春木隆伸 
Satoko Kihira, Shunsuke Omagari, Takanobu Haruki 

 
（はるき小児・矯正・歯科） 

Haruki dental clinic for children 
 
【目的】 

臨床において口腔外傷の処置は、最も緊急性が

あり、口腔の成長発育を阻害しないよう、出来る

限り最善の処置を行う必要がある。外傷の発生は

予測不可能であり、患児のみならず、保護者や教

員までがパニック状態になっていることが多い。

的確な診断、迅速な処置や予後に関する十分な説

明が要求される。 
今回、当院の外傷来院患者について実態調査を

行った。その結果を踏まえて、短時間で有効な処

置をするための対応、地域での連携、外傷患者を

受け入れる態勢づくりへの取り組みについて考察

する。 
【対象と方法】 
平成 20 年 1 月から平成 29 年 12 月までの 10 年

間に、当院に外傷を主訴として来院した、15 歳以

下の小児患者 1469 名を調査対象とした。項目は、

性別、年齢、受傷部位、内容、処置である。 
【結果】 
男子は全体の 61%、女子は 39%で、男子の方が

多かった。 

 

 
年齢は 5 歳をピークに 6 歳以下の未就学児が約

60%を占めた。 
受傷内容では、亜脱臼が最も多く(52%)、次いで

歯冠破折(12%)であった。それに伴い、処置内容で

は整復固定(48%)が最多で、経過観察(22%)、歯冠

修復(12%)と続く。受傷内容と処置に関しては延べ

人数になっている。それぞれ 1679 人、1810 人で

ある。 
受傷部位では、上顎乳歯 (45%)、上顎永久歯

(25%)、下顎乳歯(9%)、下顎永久歯(5%)の順だっ

た。受傷歯牙のうち、上顎中切歯は、75%を占め

ている。このうち乳歯と永久歯は 7 対 4 である。

歯牙は、上右 A、上左 A、上右 1、上左 1 の順に

多かった。歯牙以外で最多は、口唇(7%)である。

【考察】 
男女比は今までの文献と同様、3 対 2 である。

年齢は 5 歳がトップで、この年齢は活動の範囲が

急激に増えるが、それに反して危険を回避するこ

とがまだ不十分であると思われる。 
受傷部位については、2015 年中村発表の、上顎

前歯部で 7 割になるという結果と一致する。 
小児の口腔外傷は、迅速な対応を必要とする。

低年齢児の治療には、こどもの急激な体動に備え

て、身体保持を行うスタッフの配置が必要である。

また、近隣地域や学校に、自院が外傷時の受け入

れ先であると周知されるよう、教員や父兄と、日

常から連携をはかることが重要である。 
【文献】 

1） 辻 甫，他：本学小児歯科に来院した歯の

外傷患者の実態調査，小児歯誌，23(2)：
333-339,  1985 

2） 中村 浩志，他：大学病院小児歯科におけ

る口腔外傷患者実態調査，小児歯誌，

53(3)：406-413，2015 
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外傷により脱落した乳歯の治療法と予後を決める要素について 
Factors that affect treatment and prognosis for the avulsed primary teeth 

 
○勝又由紀，五十川伸崇，工藤みふね，金沢英恵，金田一純子，馬場祥行 

Yuki Katsumata, Nobutaka Isogawa, Mifune Kudo, Hanae Kanazawa, Junko Kindaichi，  
Yoshiyuki Baba 

 
（国立成育医療研究センター感覚器・形態外科部小児歯科・矯正歯科（東京）） 

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

 
【目的】 
当センターは小児の一次救命救急患者の受け入

れを行う救急センターがあることから、外傷によ

る脱落乳歯の処置を行う機会が多い。脱落乳歯の

処置として、国際外傷歯学会のガイドラインでは

再植は勧められていない。一方、小児歯科学雑誌

の総説では、保存状態が適切な脱落乳歯の処置は

再植固定とされている 1)。しかし、適切な保存状

態の内容については明らかにされていない。そこ

で、脱落乳歯の再植を行う上での条件を明らかに

することを目的とした。 
【対象と方法】 
平成 14年 3月から平成 28年 12月までに外傷
による乳歯の脱落で当科を受診した 51名 72歯の
うち脱落乳歯に歯根吸収 2)があるとみなされるも

の（乳中切歯：5歳以上、乳側切歯：6歳以上、乳
犬歯：8歳以上）、重度の全身疾患を有するものを
除いた 35名 51歯を対象とした。これらについて
受傷から受診までの時間、再植の有無について調

査を行った。再植から 1年間抜歯あるいは脱落し
ていないことが確認されたものを経過良好とした。 
【結果】 
再植したものは 32 歯、再植しなかったものは

19 歯であった。再植後経過良好なものは 17 歯、
再植から1年間に抜歯または脱落したものは9歯、
経過不明 6 歯であった。経過良好なもののうち 1
年以内に根管治療を行ったものは 7歯であった。
予防的根管治療が行われたものはなかった。 
受傷から受診までの平均時間は 4時間 55分、再
植したものは 3時間 24分、再植しなかったものは
7 時間 45 分であった。経過良好なものは 3 時間
11分、そのうち根管治療を行わなかったものは 3

時間 13分、根管治療を行ったものは 3時間 9分、
1 年以内に抜歯あるいは脱落となったものは 3 時
間 23分であった。 
脱落乳歯の受傷時の浸漬液別歯数は表１に示す。 

＜表１＞脱落乳歯の受傷時浸漬液別歯数 
 牛 乳 生 食 保存液 な し 

経過良好 根管治療なし 3 3 ― 4 

経過良好 根管治療あり 4 1 1 1 

抜 歯 あ る い は 脱 落 5 2 ― 2 

 
【考察】 
乳歯の外傷による脱落から受診までの時間が短

い場合に再植が選択されたと考えられる。 
浸漬液の種類が再植後の経過に影響するかは不

明であった。 
受傷から再植まで約 3時間経過していても経過

良好なものが 65.4％(17歯/26歯)あったことから、
乳歯の再植を検討する意義はあると考えられた。

今回、予防的根管治療が行われた症例はなかった。

しかし、38.5％(10歯/26歯)が根管治療を要さず経
過良好であったことから乳歯の再植に予防的根管

治療は必ずしも必要としない可能性が示唆された。 
脱落乳歯の再植が勧められない原因である後継

永久歯への影響については、今後さらなる検討が

必要であると考える。 
【文献】 
1）嘉藤幹夫：乳歯および幼若永久歯の外傷につい
て‐外傷歯治療ガイドラインに沿った処置法

について‐，小児歯誌，49(3)：215-230，2011． 
2）大野和江：乳前歯歯根の吸収型ならびに吸収程
度と暦令との関係について，小児歯誌，4(1)：
7-12，1966． 
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完全脱臼歯の固定にマルチブラケット装置を使用する意義について 
The significance of using a multi-bracket appliance to fix avulsed teeth 

 
○大曲俊輔、紀平聡子、春木隆伸 

Shunsuke Ohmagari, Satoko Kihira, Takanobu Haruki 
 

（はるき小児・矯正・歯科） 
Haruki dental clinic for children 

 
【目的】 

日常の小児歯科臨床において、口腔外傷を負っ

た患児にしばしば遭遇する。口腔外傷の処置は臨

床において、最も緊急性の高い処置であり、でき

る限り口腔の健全な成長発育を阻害しないよう、

最善と思われる方法で外傷に対する処置を行う必

要がある。 
今回我々は、口腔外傷により完全脱臼した上顎

切歯に対しマルチブラケット装置を用いて固定を

行った症例を経験したため、ここに報告する。 
【対象と方法】 
患者は 2 歳 6 か月の女児。転倒し上顎前歯部を

打ち、上顎両側乳中切歯が変位し動揺を認めた。

デンタルエックス線撮影を行ったところ、歯牙の

歯槽内からの転位が認められた。 
まず、脱臼歯を正しい位置に整復し、その後、

マルチブラケット装置による固定を右側上顎乳側

切歯から左側上顎乳側切歯にかけて行った。 
抗菌薬と抗炎症薬と含嗽剤を処方し、1 か月後

に固定の除去を行った。 

 

 
＜写真１＞ 

受傷時のデンタルエックス線写真 
および固定前後の口腔内写真 

【結果】 
受傷から 1 年 6 か月後の経過を写真 2 に示す。

特に問題は生じておらず経過は良好である。 
脱臼歯の予後は歯髄壊死やアンキローシスに至

る可能性があるため、定期的なエックス線写真撮

影を行い、問題が生じていないかどうか、少なく

とも一年は十分な注意を払う必要がある。 

 
＜写真 2＞ 

受傷から 1 年 6 か月後のデンタルエックス線写真 
および口腔内写真 

【考察】 
外傷歯の固定は、受傷歯周囲の歯槽骨の損傷が

軽度である場合は比較的緩やかな固定を行うこと

でアンキローシスを予防することができる。その

点、マルチブラケット装置による固定では装置の

スロットに遊びがあり、また、弾力性のある矯正

用ワイヤーを使用する。そのため、受傷歯が生理

的動揺度の範囲内で僅かに動くので、理想的な固

定を行うことができる。 
ただし、マルチブラケット装置は小さく誤嚥の

危険性があるため、不意の行動が予測しにくい小

児に対して使用する時は細心の注意を払う必要が

ある。 
【文献】 

1） 月星光博，他：外傷歯の診断と治療，クイ

ンテッセンス出版，2009． 
2） 木村光孝，他：乳歯列期における外傷歯の

診断と治療，クインテッセンス出版，2005． 
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重度な歯の外傷に対する本学式固定法の効果 
Effectiveness of Original Semi-rigid Sprint Method for Severe Dental Trauma 

 
○林陽佳，楊秀慶，松﨑祐樹，村松健司，上原正美，白瀬敏臣，内川喜盛 

Haruka Hayashi, Hidenori Yoh, Yuki Matsuzaki, Kenji Muramatsu, Masami Uehara,  
Toshiomi Shirase, Yoshimori Uchikawa 

 
（日歯大病院・小児歯） 

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

外傷歯の予後を良好に保つには 初期の対応と

固定法の的確な選択が重要である 我々は動物実

験をもとに 様々な歯の外傷に対して 年以上生

理的固定法であるエラストメリックチェーン Ec
と流動性コンポジットレジン Fr を用いた日本歯

科大学式固定 ONDU：Ohide - Nippon Dental 
University 法を使用し 良好な予後を獲得して

きた 本発表では 重度な歯の外傷（側方脱臼）に

対し ONDU法による固定を行い 良好な予後を

得た２症例について報告する なお 本報告に対

する本人と保護者の承諾は得ている

【症例１】 
患 児：受傷時年齢 11 歳 11 か月 , 女児

現 病 歴：受診２時間前, 公園のシーソーで上顎

前歯部を強打した 受診時, 上顎左側中切歯（#21）
の歯冠は唇側方向にほぼ水平に側方脱臼し周囲歯

肉には裂傷がみられた また明確な露髄は認めな

かったが, 歯冠は近遠心隅角を含み 1/3 程度破折

していた  
治療経過：#21 歯を通法に従い整復し, ONDU 法

にて固定, 動揺度Ⅲであったため歯間部の Ec に

も Fr を添加した（図１）受傷から約 1 週間後, 歯
間部のFrを除去し生理的な固定へ移行, 歯根完成

歯であったため#21 歯の歯髄を除去した 受傷か

ら約 1 か月後, 動揺度は生理的範囲となったため, 
根管充填と歯冠修復を行い固定装置も除去した

受傷から２年後, デンタルエックス線写真におい

て異常所見は認めなかった  
【症例２】 
患 児：受傷時年齢 12 歳 1 か月 , 男児

現 病 歴：当院口腔外科に来院時, 上顎左右中切

歯（#11, #21)の歯冠部は舌側へ変位した側方脱臼 
を呈し, デンタルエックス線写真では上顎左側側 

 
切歯（#22）に近心歯冠中央部から遠心歯根中央部

にかけて縦走するエックス線吸収像が認められた

咬合不全のため#11, #21 歯は整復され, プレート

とワイヤーにて強固に固定された  
治療経過：受傷３日後に当科に転科したが, 清掃

性を考慮しすぐに固定装置を撤去 固定を

ONDU 法に変更した（図２） 受傷約１か月後, 動
揺度は生理的範囲となり, 臨床的な異常所見が認

められないため固定を除去した 受傷から約４年

後, 受傷した#11, #21, #22 に歯髄壊死は認められ

ず, 臨床的な異常所見はみられない  

 
 図１    図２ 

【考察】 

ONDU 法の利点は ①固定を除去することな

く外傷歯の治癒状態を確認できる②固定完了まで

が短時間のため低年齢児にも有効である③ワイヤ

ー屈曲等の技術が不要④固定中に生理的な動揺を

阻害しない⑤強固な固定法にも変更できることな

どがあげられる 側方脱臼は歯槽骨骨折を伴う歯

の外傷であるが 国際外傷歯学会のガイドライン

においても側方脱臼に対しては 生理的固定を推

奨されている 本報告の２症例は 歯槽骨の重度

な骨折を伴う永久歯の外傷であり 予後が不良に

なると審美性や心理状態に著しい影響を及ぼすが

受傷から長期間にわたり予後良好に経過している

本報告の結果から, 重度な歯槽骨骨折を伴う歯の

外傷に対して ONDU 法は有効である  

【文献】 
1）松﨑 祐樹，他：固定源が少ない外傷歯の固

定法と対応，小児歯誌，51(2) ：250，2013． 
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根未完成時の外傷により上顎中切歯に歯根の形成異常を生じた 1例 
A case of root malformation in upper central incisor  
due to trauma before completion of root formation 

 

○三上 優，塚本幸子*，濱田和子**，篠永ゆかり，園本美惠， 
阿部洋子，人見さよ子，池田まりあ，谷口真結子，有田憲司 

Yu Mikami, Sachiko Tsukamoto*, Kazuko Hamada**, Yukari Shinonaga, Mie Sonomoto,  
Yoko Abe, Sayoko Hitomi, Maria Ikeda, Mayuko Taniguchi, Kenji Arita 

（大歯大・歯・小児歯，*（医）渓雲 小児歯科フルフィル（大阪市），**大歯大病院・歯科衛生部） 
Osaka Dental Univ. Dept. Pediatric Dent., 

 *Medical Co. Keiun Pediatric Dental Centre Fulfill, **Osaka Dental Univ. Hospital
【緒言】 
脱臼歯の予後は，歯根の形成程度と脱臼の種類

とが重要な因子であり，根尖が広く開いた幼若永

久歯では，歯髄腔の閉塞，根管内への骨侵入や歯根

の発育異常が生じることがある 1)。我々は，半萌出

時に外傷・陥入し，整復処置を受けた既往のある永

久歯に，歯髄および歯根に特異な形成異常を認め，

保護者の同意を得たので報告する。 
【症例】 
初診時年齢 9 歳 5 か月の女児。主訴：上顎前歯
の歯髄腔の異常。現病歴：6歳 8か月時に，保育園
で転倒し，木の箱で上顎前歯部を強打した。受診し

た学校歯科医は当初経過観察としたが，母親が受

傷前よりも右上 1 が低位なのが気になったため，
整復・固定処置を受けた（図 1）という。 
 
 
 
 
 
 
図 1  受傷時（6y8m）デンタルエックス線画像  Aは処
置前で陥入が認められる。Bは整復・固定後の状態。 
経過：かかりつけ歯科医院での定期健診で，同歯

の唇側歯肉に軽度の圧痛を認めたため，デンタル

エックス線写真撮影を受けたところ，患歯の歯髄

腔狭窄および根尖の吸収像と思われる所見が認め

られたため，紹介により大阪歯科大学附属病院小

児歯科を受診した。  
初診時（9y5m）所見：患歯唇側歯肉の圧痛（＋），
水平・垂直打診痛（－），歯肉の発赤および腫脹（－）。

電気歯髄診に反応を示し，生活歯であった。初診 
時デンタルエックス線写真では，歯髄腔の閉鎖を 

認めるも歯根形態が不明瞭であったため，コーン

ビーム CT撮影により詳細に検査を行ったところ，
根管内に骨様組織の形成および歯根尖 1/4 部の形
態異常を認めた（図 2）。 
 患歯は生活歯であり，明らかな疼痛や歯肉腫脹

等の歯髄炎および根尖性歯周炎の症状がなかった

ことから，歯内処置は行わず，現在，経過観察を行

っている。 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【考察】 
根未完成歯においては，Hertwig 上皮鞘が生存

していると，ときどき歯根からは離れた部位での

歯根形成が起こる 1)。本症例は，歯根未完成時に生

じた陥入外傷および整復処置によって，①患歯の

歯髄が壊死し，歯髄腔に骨および歯根膜組織が侵

入して歯根の成長が停止する一方で，②離断・変位

するも生存した Hertwig 上皮鞘によって歯根形成
は継続され，両者が結合したのであろうと推察さ

れた。 
【文献】1) Andreasen JO, Andreasen FM.（月星 
光弘訳）．カラーアトラス外傷歯治療の基礎と臨床．
クインテッセンス出版．東京．1995．279-378． 

図2. CBCT画像（9y5m） 患歯の矢状断面像（左側）
とA～Dの部位の軸位断面像（A～D）。A：正常な
根管形態，B：根管の閉塞，C：歯髄腔内部に石灰化
物，D：狭窄した歯髄腔等が認められる。 

A B 
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 One case of repositioned and fixed traumatized deciduous incisor with a little quantity of eruption 

萌出直後の上顎乳中切歯の外傷に対し整復固定を施行した１例 

 

○Mitsuhiro Nakamura, Mami Aoki 

○中村光宏, 青木舞美 

 

Tokyo Women’s Medical University Yachiyo Medical Center Dept. Dentistry and Oral Surgery 

（東京女子医科大学附属八千代医療センター・歯科口腔外科） 

 

【緒言】 

 小児歯科臨床において外傷による上顎前歯部の脱臼に遭遇する機

会は多い。つかまり立ちや伝い歩きの始まったばかりの低年齢乳児

は転倒する頻度が高く歯牙の萌出が始まると歯牙や口唇への受傷の

頻度も高くなる。この時期の口腔内は萌出している歯牙の数が少な

く脱臼歯の固定源が得られないため基本的な処置方針に従うと抜歯

適応となってしまう症例が存在する。しかし保護者からは受傷歯を

保存してほしいと強く希望されることも少なくない。 

今回，唇側歯肉の裂傷を伴った上顎左側乳中切歯の外傷性脱臼を主

訴に来院した生後11か月の乳児に対して脱臼歯整復及び歯肉縫合に

よる歯牙の固定を施行し、良好な経過を得られた症例を経験したの

で報告する。 

【症例】 

年齢：0歳11か月 

主訴：上顎前歯の動揺および歯肉裂傷 

既往歴：特記事項なし 

現病歴：20○○年5月6日 自宅室内において一人で遊んでいたとこ

ろ転倒。転倒時に勉強机のフックに上顎前歯をひっかけ受傷。救急車

にて当院受診し小児科にて全身状態の精査が行われ問題なしとのこ

とで口腔内の処置依頼にて当科受診となる 

現症：顔貌左右対称，上顎は左右乳中切歯の切縁部のみ口腔内に萌出

（2mm程度）。下顎乳中切歯は歯冠1/4程度萌出。上顎左側乳中切歯

の遠心唇側歯肉に裂傷あり。同部より出血あり。上顎左側乳中切歯は

唇側転位し、動揺あり。上顎右側乳中切歯には動揺なし。 

閉口時に脱臼歯と下顎乳切歯に干渉あり。 

診断：上顎左側乳中切歯の脱臼，歯肉裂傷 

治療方針：脱臼歯の固定源となる歯牙がないため通常は経過観察ま

たは抜歯が選択される症例だったが母親が歯牙の保存を強く望んだ

ため予後不良により抜歯や歯髄処置が必要となる可能性を充分に説

明し同意を得た後に抑制下にて脱臼歯の整復および歯肉縫合を行う

こととした。 

【処置】 

抑制下にて上顎左側乳中切歯および周囲歯肉に浸潤麻酔施行。徒

手にて唇側に変位した歯牙を整復し歯肉裂開部を縫合した。歯肉縫

合により歯牙の生理的固定を得ることができた。これにより下顎前

歯の咬合干渉を解除し患歯の安静を保つことが可能となった。 

【経過】 

受傷 1 週後：縫合糸は自然脱落していたが受傷歯の動揺は減少して

おり歯冠部の変色や固定後の歯牙の移動はみられなかった。また動

揺時に歯肉からの出血もみられなかった。 

受傷 3 週後：受傷歯の動揺度は生理的動揺の範囲まで減少。歯冠の

変色はみられなかった。歯牙は若干唇側へ傾斜していたが下顎前歯

との干渉はみられなかった。 

受傷 6 週後：動揺度は生理的動揺の範囲内。歯冠の変色はみられな

かった。歯牙の唇側傾斜に関しては変化がみられなかった。 

以降受傷 4か月後、6か月後、8か月後、10か月後、14か月後に経

過の確認を行ったが、歯冠変色や根の異常吸収、根尖病巣の形成など

の異常所見が出現することはなかった。 

受傷14か月後の時点では受傷歯の根形成量に健側との明らかな差は

みられず、歯軸の唇側傾斜に関しても若干の改善傾向がみられた。 

【まとめ】 

今回我々は母親の強い希望により隣在歯による固定が得られないた

め保存困難と判断した脱臼歯に対し歯肉に固定源を求め整復固定を

試み、良好な結果が得られたので報告する。 
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外傷による脱落歯再植後に置換性吸収を起こした 1例 
Cases that caused the replacement resorption after replanted the deciduous teeth 

 
○市川智巳，三瓶伸也，芳野素子，黒木稔明，廣岡沙由梨，関本恒夫* 

Satomi Ichikawa, Shinya Sanpei, Sugako Yoshino, Toshiaki Kurogi, Sayuri Hirooka,   
Tsuneo Sekimoto* 

 
（日歯大・新潟病院・小児歯，*日歯大・新生歯・小児歯） 

Pediatric Dentistry, The Nippon Dental University Niigata Hospital and 
Department of Pediatric Dentistry, The Nippon Dental University School of Life Dentistry at Niigata

 
【目的】	 

	 小児歯科臨床において歯の外傷に遭遇する機会

は多い。著者らは、外傷により脱落した上顎両側

中切歯の再植を行い、3 年間にわたる経過観察を

行った症例を経験したので報告する。なお、本症

例の発表にあたり患児および保護者の承諾を得た。	 

【症例】	 

患児：10 歳 5 か月の男児	 

主訴：上顎前歯 2本の脱落	 

既往歴：特記事項なし	 

現病歴：下校途中に転倒し、上顎両側中切歯が脱	 

落した。脱落歯をウエットティッシュにつつんで	 

保管し、受傷 1時間以内に当科へ来院した。	 

現症：上顎両側中切歯の脱落を認めた。脱落した

中切歯は歯根がほぼ完成していた。エックス線写

真より歯槽窩および歯槽骨の異常はみられなかっ

た（図 1）。	 

診断：上顎両側中切歯の脱落	 

治療方針：上顎両側中切歯の再植と予防的歯内療

法	 

【処置および経過】	 

	 脱落した歯を直ちに手指で元の歯槽窩へ挿入し

た。暫間固定はワイヤーとフロアブルコンポジッ

トレジンを用いて、右側乳犬歯から左側乳犬歯の

間で行った。再植 2 週間後、暫間固定を除去し、

歯髄壊死に伴う炎症性歯根吸収を抑制するため、

予防的歯内療法を行った（図 2）。受傷 1か月後で

歯根膜腔が一部消失し、骨性癒着を疑った。受傷

3 か月後、生理的動揺が消失し、エックス線写真

にて根尖部近遠心側の置換性吸収と思われる外部

吸収像を認めた。受傷から 3 年後の現在も、置換

性吸収が進行している（図 3）。	 

 

 

 

 

 

 

【考察】 
	 置換性吸収が起こってしまった場合、その進行

は患者の年齢や骨の代謝の程度に依存し、一般的

には若年者では急激に進行するとされている。	  
	 本症例でも受傷 3 か月後に置換性吸収が発現し
た。原因として、再植時にすでに歯根膜組織の破

壊または壊死が起こり、骨性癒着を起こしたと考

えられた。また根管治療時に根管孔外に充填物が

溢出すると歯根膜細胞が壊死を起こすことにより

骨性癒着を惹起するため、再植歯に施した感染根

管治療も骨性癒着を引き起こした原因の一つであ

ると考えられた。従って、脱落歯の歯根膜の保存

状態と再植時の歯根膜への配慮が、歯根吸収の発

現を減らす大きな要因になると考える。骨性癒着

を起こした歯根は、最終的に骨に置換されること

を考慮すると、早期の外科的除去は、歯槽骨の高

さが失われる可能性があるため、経過を追う必要

があると考える。 
【結論】 
	 著者らは、外傷により脱落した上顎両側中切歯

の再植例を経験した。歯根膜の保存状態が不良な

再植歯では、進行性の歯根吸収の発現を抑制する

ことは困難であった。再植より 3 年後の現在も置

換性吸収が進行している。今後は、可及的な保存

に努めるが、将来的には補綴治療の対象となるで

あろう。	  

   

   図1	 初診時	 	 図2	 歯内療法時	 	 図3	 受傷３年後	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
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外傷による歯槽内歯根破折と歯槽骨喪失後に感染を合併した１例

 
A case of traumatic intra alveolar root fractured incisor with boneloss and infection 

 
○宮新美智世，松村木綿子，中村州臣，児玉りか，江橋美穂＊，柿野聡子 

Michiyo Miyashin, Yuko Matsumura, Kuniomi Nakamura, Rika Kodama, Miho Ebashi＊, Satoko Kakino 

（東医歯大・院・小児歯、＊東京都） 
TMDU. Dept. Pediatric Dent. and Tokyo

 
【緒言】

根未完成歯が外傷により歯槽内歯根破折した場

合，歯冠側破片は脱臼をきたすことが多いが，脱

落する場合もある。このたび，脱落を生じた症例

の紹介を受け、骨喪失や歯根吸収への対応を経験

したので、治療経過について検討し報告する。

【症例】 
初診時 10 歳の男児。2 週間前に外傷を受けた上

顎前歯が揺れて噛めないことを主訴に，主治医の

紹介状を持参し，東京医科歯科大学歯学部附属病

院小児歯科外来を受診した。既往歴は特になし。 
現病歴；来院 2 週間前に転倒して上顎前歯部を

打撲し，上顎左右中切歯が歯槽内歯根破折を生じ

て脱落し，左上側切歯が亜脱臼した。当日歯科医

院を受診して上顎中切歯の根尖側破折片を摘出さ

れた後，歯冠側破折片の再植・固定を受けた。 
初診時所見；上顎中切歯の動揺度は２，歯肉の発

赤と腫脹があり電気診反応陽性であった。咀嚼を

可能にするため，上顎左右第二乳臼歯，第一乳臼

歯，乳犬歯，側切歯を固定源としたワイヤーレジ

ンスプリント固定を行い，徹底した口腔衛生指導

と PMTC を行った。 
初診から 1 月後に，上顎右側中切歯は唇側歯肉

に瘻孔が生じ，電気診と歯髄透過光光電脈波法

（TLP)１）の双方で歯髄の壊死が疑われた。コーン

ビーム CT（CBCT）所見では左側中切歯周囲の治

癒と，右側中切歯の歯根破折部の歯根吸収，近心

歯槽中隔ならびに唇側皮質骨の喪失，さらに破折

部から鼻腔直下に至る広い骨透過像が確認された。

したがって，上顎右側中切歯は，歯髄壊死と歯根

吸収ならびに歯根肉芽腫を疑い，通常の感染根管

治療を開始した。しかし瘻孔が残存したため歯根

外側の感染を疑って意図的再植を行い，根周囲の

骨透過像内を掻把し，歯根吸収窩と破折部根管開 

 
口部は口腔外で形成後、接着性レジン（スーパー

ボンド，（株）サンメディカル）を充填して速やか

に再植固定し，接着性レジンによる歯周パック２）

を行った。（固定期間；4 か月）その後，不良所見

がなかったが，1 年 2 か月間に歯根吸収の再発と

歯周ポケット 10 ㎜が認められた。歯周治療と固定

ならびに再根管治療を行ったが改善しなかったた

め，受傷 2 年後に意図的再植を再度行った。歯根

吸収部の掻把によって歯根は短小化したため，歯

冠エナメル質を削除して象牙質を露出させ，この

部位を含め歯槽内に再植・固定し３），歯周パック

を行った。術後 1 週以後に歯冠はコンポジットレ

ジン冠で修復した。1 年後の現在まで，病的歯周

ポケット形成はなく，CBCT 所見でも歯根吸収の

再発がなく、歯槽骨が温存できた。 
【考察】 

外傷による脱落歯は根未完成の場合，歯髄と歯

双方の保存のために速やかな再植が望ましい。歯

根破折を併発した本症例でも，再植を優先すれば，

歯髄壊死と歯根吸収の併発を減じ，歯根破折が硬

組織で治癒した可能性があった。また，動揺は歯

根膜，破折部と骨の治癒を妨げ，感染を持続させ

る。初期に適切な整復固定を行い歯周組織の治癒

と感染阻止を達成することと，TLP 等により歯髄

診断を正確に行うことは脱落歯と歯根破折歯を確

実に保存するために重要であることが示された。 
【参考文献】 
１）柿野聡子 透過型光電脈波法による小児期

外傷歯の歯髄血流測定 小児歯誌

２）宮新美智世．根未完成歯の根管治療． 
  日歯内療誌 ： ， ．

３）Miyashin M. The 8th Conference of 
   AADT, Special lecture, Bangkok, 2017． 
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低出生体重児における摂食機能発達に関する問題と予後 
The problems and prognosis of development of feeding function in low-birth-weight infants 

 
○大岡貴史 

Takafumi Ooka 
 

（明海大・歯・摂食嚥下科） 
Meikai Univ. Div. Feeding and Swallowing Rehabilitation 

 
【目的】 
 極超低出生体重児では哺乳・摂食機能や栄養確

保の問題によって経管・経静脈栄養が行われるこ

とがある．一方で，摂食機能療法や栄養指導など

によってそれらの症状が改善し，経口摂取への移

行がなされることもある．本研究では，低出生体

重児における離乳および摂食機能獲得への適切な

指導内容の確立を目的として，極超低出生体重児

の摂食機能や栄養状態の推移について実態調査を

行った． 
【対象と方法】 
 対象は，2015 年 1 月から 2016 年 12 月までの

期間に埼玉県内の某医療センターにて出生した極

超低出生体重児のうち，同センター摂食外来を生

後 1 年以内に受診し複数回の摂食指導を受けた児

75 名である． 
対象児の診療録および摂食指導記録から，摂食指

導の開始時と最終診察時の内容を調査項目とした．

調査項目は，主な栄養摂取方法，経管栄養の有無

および期間，粗大運動および摂食機能の発達段階，

摂食指導内容などとし，これらを抜粋し集計した．

研究実施に際しては本学倫理委員会の承認を得て

行われた（承認番号 17A05）． 
【結果】 
 患児の最終診察時の暦齢は 29.0±7.4 か月(修正

27.5±7.5 か月 )，初診からの平均通院期間は

14.2±6.9 か月であった．経管栄養を受けたことの

ある児は 13 名で，経管栄養の期間は平均 9.2±4.8
か月で，2 名が最終診察時でも離脱できていなか

った．対象時全体では，初診時と比較し平均

2211.9±1635.5g の体重増加を最終診察時までに

認めた． 
最終診察時の主な栄養摂取内容では，母乳や人

工乳と離乳食を併用している児が最も多く，61 名

であった．経管栄養の児もペースト食を併用して

摂取していた．離乳食はペースト食が約 30％，押 
 
しつぶし食が約 45％，すりつぶし食や幼児食が約 
25％であった． 

最終診察時の粗大運動発達の段階は，未定頸が

6 名，寝返り可が 19 名，座位可 28 名，つかまり

立ち以上 22 名で，ほぼ半数で初診時と比べて成長

を認めた． 
最終診察時の摂食機能の発達段階は，嚥下機能

獲得未獲得が 7 名，嚥下機能獲得が 13 名，押しつ

ぶし機能が 16 名，すりつぶし機能獲得不全が 22
名，自食機能が 17 名で，ほぼ全員で初診時と比べ

て成長が認められた． 
保護者の主訴の推移として，最も多かった訴え

は初診時と同じく「離乳食の進め方」についての

訴えが半数以上を占めたが，「嘔吐」「味の嗜好」

「むせ」の訴えが減少し，「丸のみ」に関してはほ

ぼ変化がみられなかった． 
 
【考察】 
 初診時と最終診察時を比較し，栄養摂取内容・

摂食機能の発達を認めた症例のほぼすべてにおい

て体重増加と粗大運動の発達も認められ，両者の

関連性が示唆された．また，機能発達に伴い摂食

内容の向上が認められたが，咀嚼や食具の使用に

関してはより積極的な介入が必要であると考えら

れた． 
 
【文献】 
 1）Dutta S, et al.：Guidelines for Feeding Very 

Low Birth Weight Infants, Nutrients, 7: 
423–442, 2015. 

 2）高野梨沙，他：極超低出生体重児の栄養摂取

状態について 第一報：初診時の状態，第 64
回日本小児保健協会学術集会講演集：181，
2017． 
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小型３Ｄカメラを応用した発達期における新規口腔機能評価方法の構築

○山本 祐士，佐藤 秀夫＊，橋口 真紀子，岩下 洋一朗＊＊，山﨑 要一

（ 鹿大・院医歯・小児歯， 鹿大病院・小児歯， 鹿大・院医歯・歯教育 ）

【 目 的 】 
小児期は顎顔面領域の形態発育や口腔機能の発

達が顕著に認められる。また、児の保護者は子ど

もの食行動や口腔機能に関して強い関心を持って

いることから、適切な摂食嚥下機能の獲得や歯列

咬合の発育への支援や介入を行うことは、小児歯

科医とって重要な役割である。しかし、小児期に

おける口腔機能の評価や介入方法に関しては統合

的な指標が確立されていない。今回、この指標の

確立を目指し、小型３Ｄカメラを応用し小児の摂

食嚥下時における体表面動作を測定するシステム

を構築し、測定を実施したため報告する。 
本研究は、鹿児島大学  疫学研究等倫理委員会

（ 承認番号 疫）にて承認済みである。 
【 対象と方法 】 
デバイスは、 社の 用

（以下、 ）を採用し、オープンソース化さ

れている開発ソフト

のプログラム と にて、

被験者の顔面をマーカーレスで自動認識し、任意

の点を３次元的に測定・記録するアプリケーショ

ンを開発した。そして、 のカメラから得ら

れた映像を画像音声同期ソフト により同期

するシステムを構築した（右上図）。

構築したシステムにて、部分無歯症患児 男児

１名）と定型発達児（男児１名、女児２名）、合

計４名（平均７歳６か月）に対して試料の摂食嚥

下時における体表面動作を測定し、分析した。測

定部位は両側口角、上口唇中央と下口唇中央の４

点とし、試料の咀嚼終了後の嚥下時における両側

口角間距離（以下、 ）、上下口唇中央間距

離（以下、 ）の変位量を測定した。そして、

得られた映像と測定データの同期を図った。

試料は水、ヨーグルト、プリン、チョコレート、

サラミとし、摂取量は５ または５ とした。水

は１回嚥下、食品は自由咀嚼・自由嚥下とし、嚥

下終了は被験者の挙手にて判断した。部分無歯症

患児は、普段使用している部分床義歯の装着時と

未装着時の体表面動作を測定した。

【 結 果 】

定型発達児に関して、水とヨーグルトでは嚥下

のみ、プリン、チョコレート、サラミは咀嚼と嚥

下を認め、 変位量の平均は であった。

部分無歯症患児において 変位量の平均は、

義歯未装着時は であり、装着時は で

あった。また、記録された映像との同期により、

被験者の咀嚼周期に合わせて の変位が記

録された。

【 考 察 】

体表面動作の測定データと撮影された映像との

同期に成功し、嚥下時の口唇動作以外にも咀嚼様

の口唇動作を検出したことから、嚥下までの咀嚼

回数や咀嚼周期を測定できることが示唆された。

また、測定方法の確立やプログラム開発により、

測定精度を高めることで、頸部や胸郭の動作、赤

外線センサーによる体表面の温度変化の記録など、

多面的なデータの取得も期待できる。

などの小型３Ｄカメラは、安価で非侵襲

的かつ操作が簡便なため、定型発達児だけでなく

疾患や障害を有する患児にも測定可能であり、デ

ータ収集が比較的容易である。今後は、得られた

データを基に、口腔機能の評価方法を確立し、シ

ステムの高精度化を目指していく予定である。

測定システムの概要 
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愛知県における 1歳６か月児健康診査時の生歯本数調査と 
口腔機能発育に則した咀嚼・摂食機能指導 

Survey of the Number of Cutting Teeth and Guidance Regarding Mastication, Ingestion, 
and Swallowing Adapted to the Stage of Oral Function Development at the Time of 

Physical Examination of 1.5-Year-Old Infants in Aichi Prefecture 
 
 

○今泉三枝*，大山たかね，伊藤裕一郎*，** 
Imaizumi Mie*,  

Ooyama Takane, Ito Yuichiro* 
 

（今泉歯科 ，一般社団法人	 愛知県歯科医師会	 地域保健部Ⅰ* ，いとう歯科**） 
Imaizumi Dental Clinic，Aichi Dental Association Community Health Ⅰ* ， 

Ito Dental Clinic ** 
 
【目的】 
	 愛知県歯科医師会では、生歯前の０歳児から歯

科に関わることが非常に有効と考えている。愛知

県内の大都市、中都市、小都市における 1歳 6か
月児の歯科健診について生歯本数を調査した。月

齢だけによる判断では、口腔内の状態に沿わない

食形態により誤った摂食・嚥下行動の学習がなさ

れてしまう恐れがある。良好な子どもの口腔育成

には、正しい咀嚼や嚥下、食行動の学習、それら

を支える体幹や姿勢など基本的な生活習慣の確立

が重要で、歯科医としての支援が必要であると考

えている。しかし、一般的に子どもが歯科医院に

訪れるのは歯が萌出した後が多く、支援の機会を

逸することが少なくない。そこで、歯が萌出する

前から歯科医療機関にて定期的かつ継続的な口腔

機能発育支援を行う意義を検討したい。 
 
【対象と方法】 
	 対象は愛知県内の大都市1都市、中都市1都市、
小都市1都市における平成28年度乳幼児健康診査
の市区町村福祉部門にて実施された 1歳 6か月児
健康診査に参加した幼児である。内訳は、大都市

群 19,618名、中都市群 2,895、小都市群 300名の
計 22,813名である。歯科健診について報告された
生歯本数を集計した。 
【結果】 
	 大都市群では、生歯本数 12本以上が 82.9%、9
から 11本 9.8%、3から 8本 7.2%、0から 2本 0.1%

であった。中都市群では、生歯本数 12 本以上が
86.8%、9 から 11 本 6.7%、3 から 8 本 6.4%、0
から 2 本 0.0%であった。小都市群では生歯本数
12本以上が 80.8%、9から 11本 9.6%、3から 8
本 9.6%、0から 2本 0.0%であった。3都市の平均
では、生歯本数 12 本以上が 86.31%、9 から 11
本 7.83%、3 から 8 本 5.53%、0 から 2 本 0.33%
であった。 
  離乳食完了期として扱われる 1歳 6か月児にお
いて生歯本数が 11 本以下で乳臼歯の咬合が未完
成であると考えられる幼児が 16.48%存在した。よ
って月齢だけによる判断では、口腔内の状態に沿

わない食形態により誤った摂食・嚥下行動の学習

がなされてしまう恐れがあることが示唆された。 
【考察】 
	 同じ 0 歳児でも、歯の萌出時期、口腔機能発達
には個人差が大きい。育児書や集団指導時の月齢

判断では、歯の萌出状態、口腔機能発達とのズレ

が生じてしまう。歯が萌出する前からの歯科医療

機関への定期的かつ継続的な通院による、乳幼児

の口腔内の状態に沿った食育指導法、正しい顎位

と顎運動の育成法を伝え、個別対応にて指導する

意義は歯科医療現場で必要性が高まっている。こ

のころの咀嚼嚥下の正しい習得がなければ、老年

期のオーラルフレイルに対応する摂食・嚥下リハ

ビリテーションはより困難なものとなるであろう。 
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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 第 2報 吹き戻による口腔機能の評価

On the field survey for oral function and meal and lifestyle habit of kindergartner
Part2 Evaluation of oral function using party horns

○岡崎好秀，田中三枝*，金尾 晃**，小石 剛***，土岐志麻****，仲井雪絵*****，武井典子******
Yoshihide Okazaki, Mie Tanaka*, Akira Kanao** , Go Koishi***, Shima Toki****, Yukie Nakai*****,

Noriko Takei******

（モンゴル医学科学大学 小児歯科，高島歯科，かなお矯正小児歯科，小石歯科，土岐歯科，

静岡県立大学短期大学，ライオン歯科衛生研究所）

Mongolian National Medical-Science University. Dept. Pediatric Dent. Takashima Dental clinic*, Kanao Orthodontic-

Pediatric Dental clinc**, Koishi Dental clinic***, Toki Dental clinic****, University of Shizuoka, Junior College*****,

The LION Foundation for Dental Health******

【目的】

近年，小児の口腔機能の低下が指摘されている。

しかし口腔機能の客観的な評価方法は，未だ十分

とは言えない。さて最近，高齢者における口腔機

能向上を目的として，吹き戻し等が利用されてい

る。そこで今回，小児における客観的な評価法と

して“吹き戻し”の有効性について検討を加えた。

【対象と方法】

幼稚園・保育園児（年少児 40 名，年中児 49 名，

年長児 77 名）を対象として吹き戻し（ルピナス社

製）を行った。吹き戻しは 3 種類 クラス 0（超

低負荷型 12±3cmH2O），クラス 1（低負荷型

30±8cmH2O），クラス2（高負荷型 44±8cmH2O）

のものを利用した。判定は可能群（伸展群），不完

全群（最後まで伸展しない群），不可能（全く伸展

しない群）の 3 段階に分けた。そして各年齢にお

ける達成率について調査した。

【結果】

1. 年少児のレベル 0 の達成率は 85.0％，レベル 1
では 55.0％，レベル 2 では 12.5％であった。（図

1，χ2検定＜0.01）
2. 年中児のレベル0の達成率は100％，レベル1，
2 ではそれぞれ 65.3％，14.3％であった。（χ2検

定＜0.01）
3. 年長児ではレベル 0，1，2 の達成率はそれぞれ

97.4％，76.6％，16.9％であった。（図 2，χ2 検

定＜0.01）
4. レベル0は，どの年齢群でも達成率が高かった。

また達成率は年齢ともに向上した。しかし，年長

児でもレベル 1，2 が達成できない者も存在した。

＜図１＞年少児における吹き戻しの達成率

＜図 2＞年長児における吹き戻しの達成率

【考察】

吹き戻しは，小児における口腔機能の評価法と

して有効であると考えられた。

【文献】

1）土岐志麻，他：園児の口腔機能と食・生活習

慣の実態調査について，小児歯誌，46：184，
2017．
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地域における多職種連携による口腔機能発達支援の取り組み 第２報 
Regional approach for oral function development support  

through multidisciplinary cooperation 2nd 
 

○赤井  綾美, 小石	 剛* 
Ayami, Akai, Gou Koishi* 

 
（NPO法人ウェルビーイング，*池田市歯科医師会） 

 
【目的】近年子ども達にはう蝕罹患の格差がみら

れ,また子どもに関わる専門職から「うまく食べら
れない・丸飲み・よだれが出る・口が開いたまま」

等といった問題や困りごとが多く寄せられている.
臨床においても噛み合わせや咀嚼に関する相談の

割合は最も多いという１）.また歯科口腔保健の推
進に関する基本的事項(厚生労働省)においても,乳
幼児期から良好な口腔・顎・顔面の成長発育及び

適切な口腔機能の獲得を目指している.そのため
池田市歯科医師会では,地域全体における子育て
支援の一環として,口腔環境や口腔機能の発達へ
の支援に対応していくため,地域における多職種
による支援の体制の整備を目的にワークショップ

形式による研修事業を継続して開催している. 
【対象と方法】池田市内の子どもに関わる組織や

職種を対象に,平成 25年度から平成 29年度に 8回
の研修を開催した.多職種がそれぞれの困り事や
悩みの共有,顔の見える関係づくり,歯科専門職か
ら歯科疾患や口腔機能の発達に関する情報提供を

行った.また毎回研修事業の評価を行い,これまで
に先駆的な事業の視察や池田市全域の保育士への

研修を行ってきた.平成 29 年度に行った 3 回の研
修では,それぞれの現場での口腔機能発達支援が
具体的に進展するように,基本的な知識の整理と
理解（第 1回）,事例とマニュアルをもとに具体的
な支援方法を理解し実践できるようになる（第 2
回）,各現場ですぐ実践できる具体的な支援方法や
各事業の継続や展開に向けた計画（第 3 回）を目
標として研修を行った. 
【結果】8 回の研修の参加者は延べ 361 名以上と
なり,連続参加者も増加した.これまでの参加職種
は歯科医師,歯科衛生士,保育士,管理栄養士,栄養士,
保健師,言語聴覚士,助産師,歯科助手,小学校・支援
学校教員,医師,子育て支援職など幅広い職種であ
った.アンケートの結果より,研修は様々な立場で

の意見交換のもと多職種が交流する機会となり,
乳幼児期における口腔機能発達支援の重要性につ

いて共通理解が得られたことが確認できた.また
平成 28 年度には市の乳幼児健診事業および歯科
医師会乳幼児歯科健診項目として口腔機能の発達

評価を追加できた. 
	 平成29年度に行った3回の研修のアンケートか
ら,多様な現場での口腔機能発達支援の具体的な
情報を提供できたことで,受講者の支援に対する
効力感が高まったことが評価できた。 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

＜図１＞第8回研修会・多職種ワークショップの様子 

 
【考察】平成 25 年度からの継続的な研修により,
平成29年度の具体目標を設定した3回の研修の継
続的な参加が得られ,さらに地域での多職種協働
への推進力になったと考えられる.今後は,具体的
な健診体制の整備と人材育成,新たな口腔機能の
発達支援事業の展開等に向け,地域における保健
専門職および子育てにかかわる団体等の関係者で

構成するチームによるプロジェクト体制の整備を

継続していく必要があると考える. 
【文献】 
	 1）「子どもと保護者への食の問題に関する調査」

報告書: 日本歯科医学会, 2015 
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開業医で障害児のリコール時に管理栄養士による食事指導・栄養管理をする取組みの
報告 

Report on initiatives to dietary guidance and nutrition management by a registered 
dietitian at a dental practitioner recalling children with disabilities 

 
○樋山めぐみ，岡本佳明 

Megumi Hiyama, Yoshiaki Okamoto 
 

（医療法人社団湧泉会ひまわり歯科（広島県）） 
Medical Corporation Association Yusenkai Himawari Dental Clinic 

 
 
【目的】 
口腔内を健全に保つためには、日頃の生活習慣・
食生活が重要である。精神発達遅滞や自閉スペク
トラム症の小児は、過食・拒食・偏食といった食
生活の問題を抱えていることが多い。小児期の生
活習慣は成人期以降も継続することが多く、不適
切な習慣は・生活習慣病を引き起こし、齲蝕・歯
周病リスクの上昇につながる。そこで、当院の管
理栄養士とともに、障害児のリコール時に食事指
導・栄養管理に取り組む活動をしたので報告す
る。なお取り組みの学会発表については対象者と
保護者の同意を得た。 
【対象と方法】 
　リコールで来院中の小児（精神発達遅滞を有す
る自閉スペクトラム症）のうち、保護者の希望が
あった2名（男女１名ずつ）を対象に、平成28年8
月から平成29年7月までの1年間、1か月ごとのリ
コール時に口腔内の確認のほかに、身長・体重測
定、管理栄養士による食事内容調査、生活習慣の
カウンセリング、次回の目標決めを行い、取り組
みの前後での口腔内、体格、生活習慣の変化につ
いて比較検討した。 
【結果】 
1．男児 
口腔内：df+DMF歯数2→2　PCR10％→10％ 
体格：ローレル指数162→169（太りすぎ） 
生活習慣：週3回だった朝食が毎日摂取になっ
た。お風呂上がりにコーヒー牛乳、ココアを飲ん
でいたのがお茶に変わった。歯磨きをする習慣が
できた。 
2．女児 
口腔内：df+DMF歯数0→0　PCR20%→18% 
体格：ローレル指数116→120（標準） 
生活習慣：取組前は朝食は週3回程度、給食は全
く食べず、夕食も食べないことが多かった。たま
に好きなもの（コンビニのお弁当）や、甘い飲み
物を飲んでいた。取組後は、毎日何かは食べるよ
うになった。夕食後に甘い飲み物をよく飲んでい
たのがお茶か牛乳になった。給食はご飯をおにぎ
りにしてお弁当風にすることで食べられるように
なった。元気が出て意欲的になった。歯磨きの習
慣ができた。 
1.2.ともに、当初は連続しない3日間の食事記録表
及び食事の写真撮影をお願いしていたが、食事の
準備中につまみ食いをされたり、隠してあったお
菓子をいつの間にか食べられていたりと写真撮影
ができなかったことと、記録をつけることが保護

者のストレスになっていたため、3回目からは前
日の24時間思い出し法を用いた。 
【考察】 
両者とも取組前は食事のことに関して保護者が問
題を感じつつもどう改善したらよいかわからず不
安を抱えられていたが、取り組みによって管理栄
養士による栄養の評価やレシピのアドバイスを受
けることによってそれまでの習慣に変化が起こ
り、食事に対する不安が減少し口腔内状況も改善
が見られた。しかしながら男児の方は太り過ぎの
改善までは至らず、生活習慣についてはまだ不安
な点も多く、今後も患者の一生を通したリコール
と健康管理に取り組んでいく必要がある。また、
この取り組みをより多くの方に広げていくための
システムづくりもしていきたい。 
【文献】 
　1）増田理恵，他：地域で生活する成人知的障

害者の肥満の実態とその要因，日本公衛誌，
59：557-565，2012． 

　2）尾ノ井美由紀，他：療育施設における生活
習慣獲得教室の効果検証ー第１報：肥満予防
を目指してー，大阪教育大学紀要第IV部門，
65：125-135，2017． 
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 食べる機能の気づきと支援を行った 2例  

 Two cases report: Realize and support of functional development of feeding and swallowing.  
 

 ○枡富由佳子，邉見蓉子，田中結子，原田桂子 
Yukako Masutomi, Yoko Henmi, Yuiko Tanaka, Keiko Harada 

 
（枡富歯科医院） 

Masutomi Dental Clinic
 
【目的】 

生涯にわたって命をはぐくみ続ける「食べる」と

いう機能は乳幼児期にその基礎が育ち獲得するも

のであり、本来兼ね備えた機能ではない。その異常

に本人や保護者など生活者自身も気づかず過ごし

ていることも少なくない。今回、生活者自身からの

訴えはなく食べ方の不具合に気づいていない場合

でも、管理中の問診や診療状況から機能獲得不全

や摂食嚥下障害に気づき、支援介入が必要だと判

断した症例を経験したので報告する。報告に際し、

保護者の同意を得た。 

【症例 1】 

初診時年齢：5歳 5か月男児。主訴：幼稚園検診で

虫歯といわれた。  

経過：PMTC 時、体位を安定して仰臥位を保つこと

が少なくすぐ起き上がろうとする。開口保持は困

難ですぐ閉鎖し、PMTC 途中に苦しいと訴える。浸

潤麻酔、ラバーダム防湿下で齲蝕処置を行ったが

終始体動大きく、処置後も喉の違和感を訴えうが

いを繰り返す。 

追加診査・問診内容：ぶくぶくうがい可能、ガラガ

ラうがい苦手。口唇閉鎖で鼻呼吸可能を確認。仰臥

位で唾液の嚥下が不可能。舌の可動は前後左右可

能も上下不良。起立時、座位姿勢ともに猫背。食欲

旺盛だが、食事時間は長いときは１時間。食事中コ

ップ 2杯のお茶を飲む。固いものは吐き出す。食物

を 2 時間位口に含んだままのこともある。食事姿

勢は身体は傾き足はついていない。 

【症例 2】 

初診時年齢：4歳 5か月女児。主訴：検診とフッ素

希望。(兄と共に来院）      

経過：初診時には緊張し嫌がるも口腔内写真撮影

可能。口周辺を触られるのを手でのけて嫌がる。仰 

臥位での診療を嫌がり、すぐ起きたがる。 

追加診査問診内容：ぶくぶくうがい不良、ガラガ  

 

ラうがい不可能。仰臥位で唾液の嚥下が不可能。舌

の可動前後可能も左右上下が著しく不良。幼稚園

帽子のゴムがかけられず、首の周囲を触られるの

を避ける。食事意欲低い。食事中コップ 2杯のお茶

を飲む。線維性のものは全般飲み込めないことと

本人による拒否反応が強い。食事姿勢は足はつい

ていない。 

【結果および考察】 

2 例とも指導や訓練は客観的評価のため動画撮

影の下行い、継続している。養育者が「この子はな

ぜうまく食べないのか」と漠然とは思っていても、

それが主訴や疑問として投げかけられることはな

かった。しかし実際は機能獲得に問題があり、原因

を考え指導を続けることで食べ方も変化し食べる

食材が増え、園や学校での給食に対しても改善が

みられた。今回早期に食べる機能の不全の可能性

に気づいたのは、診療中に仰臥位時の開口保持や

舌口蓋閉鎖がうまく行えないなどの児の行動から

である。そしてこのようなことが一因で不協力行

動を示していることも少なくないように感じる。

早期に気づき、必要な診査や問診を随時行うこと

で、本人や養育者すら気づいていない問題点に介

入できる。この支援介入は児の機能獲得や社会性

の構築のための小児歯科医の大切な役割であると

考える。 

【結論】 

子どもの食の問題について十分な知識と解決策 

を身につけ、必要に応じて必要な時期に適切な方

法で介入する体制を整えることが必要である。小

児歯科医は食や口腔機能の専門家としての自覚を

持ち幼児の口腔における疾病が齲蝕、歯並びだけ

でなく、食べる機能についてもあることを養育者・

教育者に知ってもらうよう働きかけ、他の関連領

域との連携も積極的に主導していけるよう研鑽す

ることが急務である。 
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歯科医院における管理栄養士の取り組み ～料理教室からみえるもの～ 

Efforts of managed nutritionists in dental clinics What can be seen from the cooking classroom 

 

豊田綾子 谷口 健一郎 西田 綾美 齋部 泰子 深野 貢 塚本 理沙 辰巳 光世 打谷 美香 北村義久 

Toyoda Ayako Taniguti Kenitirou Nishida Ayami Saibe Yasuko 

 Tsukamoto Risa Tatsumi Mitsuyo Utitani Mika Yoshihisa Kitamura 

 

(地域栄養ケアセンターとよだ 医療法人 樫の木会 さわやか歯科) 

Regional Nutrition Care Center・Toyoda Medical Corporation Oak Tree Association Sawayaka dentistry 

 
【目的】 
 現在、我が国の家庭内の食事事情は核家族化、両

親の共働き、外食産業の増加などで大きく変わり、

加工食品やファストフードまかせの家庭が増加し

ている。任せて食べ物加工技術が進歩し、噛む必要

がなく食べられるものが多く出回り、噛まなくて

も済むという状態が出来上がっている。今回、幼少

期からの口腔機能獲得を目標とされている歯科医

院で子育て中の保護者への食支援としての親子料

理教室。及び、子どもたちが自分で作るという体験

を通して、「食」に興味をもつこと。さらに料理教

室に参加する事で、家庭での食生活を振り返る機

会になることを目的に子ども料理教室を実施した

ので報告する。 
【対象】 
 対象は歯科医院患者及びその保護者 
【方法】 
期間 2017年 4月から 2017年 12月まで。参加

者募集においては、院内に掲示、栄養指導実施時又

は歯科医院受診時に声掛けを行った。定員は 4 組
までとした。料理教室のテーマは管理栄養士が保

護者に対しての栄養指導時の会話などを参考に決

め、献立は参加者が食事している際に意見聴取な

どをして参加者と共に決めるなどした。夏休み・冬

休みの子ども料理教室では夏休みはおやつ作り、

冬休みにはランチ教室にステップアップさせ家族

の分も作って一緒に食べるという体験もおこなっ

た。 
【結果】 
 親子料理教室は計 8回、参加数は 24組 48名。
子ども料理教室は計 7回子ども 22名食事のみ参加
の大人 4 名であった。また、子ども料理教室参加
者の中には発達障害をもつ児童も 6 名参加した。
親子料理教室は各回テーマを決めて実施〈図 1〉参 

 
 
加者からは家でできそうなのでやってみる（やっ

てみた）。こんなに簡単にできるとは思っていなか

った。子どもと参加できるので嬉しいなどの意見

が聞かれた。また、子ども料理教室では、家で作っ

てみる。次も参加したい。とにかく美味しい。など

の意見が多数聞かれた。特にクリスマスのランチ

メニューの際には、家族に作る喜びも味わうこと

ができた。また、発達障害を持った児には 1 人ス
タッフがついて実施する事で落ち着いて最初から

最後まで参加する事ができた。 
 

図１ 料理教室テーマ別メニュー 
【考察】 
 子ども達の成長には家庭での「食生活」が非常に

重要である。その為には保護者への支援、子ども達

への支援が必要であり、管理栄養士が歯科医院と

共同して実施する料理教室の果たす役割は大きい

と考える。今後も継続して子ども達の健康保持増

進に貢献していきたい。 

テーマ メニュー 
だしの味を知る（味覚） 鯛飯 
手づかみ食べ 手づかみオムライス 
手づかみおやつ グリッシーニ 
歯ごたえ おからチキンナゲット 
パーティーメニュー 米粉パンハンバーガー 
砂糖の量を知ろう オレンジゼリー 
子どもも中華 しゅうまい 
グルテンフリー 米粉ピザ 
魚嫌いを克服 鮭のホイル焼き 
季節のおやつ 芋けんぴ 
家族でクリスマス パエリア・ケーキ 
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口腔機能、生活習慣の改善が不正咬合の予防につながった例 
Cases that improvement of oral cavity functions and lifestyles led to 

the prevention of the malocclusion 
○今泉三枝，大山たかね，小田上由紀*，常盤肇**，犬束信一*** 

Imaizumi Mie, Ooyama Takane,Odagami Yuki* 
,Tokiwa Hajime**, Inuzuka Shinichi*** 

 
（今泉歯科，おだがみ歯科*，常盤矯正歯科医院**，いぬづか矯正歯科***） 

Imaizumi Dental Clinic，Odagami Dental Clinic*，Tokiwa Orthodontic Clinic**， 
Inuzuka Orthodontic Clinic***

【目的】 
	 正しい咀嚼，食行動の獲得，口腔周囲組織の発

育，それらの基礎となる頭部，顎を正しく支える

体幹や姿勢，また，生活リズムなどの生活習慣は

良好な子どもの成育に密接に関与していると言え

る。そこで我々は，０歳から２歳児の継続的な歯

科受診を推奨し，様々な指導を行っている。 今回，
哺乳や離乳食期からの口腔機能育成に対する取り

組みや生活習慣の改善が，適正な歯槽骨形態の獲

得や不正咬合の予防につながったと考えられる例

について報告を行いたい。 
 
【対象と方法】 
	 対象は，検診，相談，治療，紹介など様々な理

由で歯科医院を訪れた初診時年齢０から２歳児の

乳幼児のうち，２か月ごとの継続通院を基本とし，

全身，顔面，口腔内診査，写真，動画撮影，口

腔内模型の資料採得，生活習慣、離乳食食事指

導などを行った症例。 
 
【結果】 
	 〈下顎偏位〉初診時 1歳 11か月女児。初診から
下顎の偏位が見られた。問診より入眠からしばら

くの睡眠時間中，手のひらを下顎に押し当てる習

癖を持つとのことであった。入眠時にできるだけ

上向きに寝かせ，手をつなぐ，絵本を読むなど別

の入眠行動の改善などの指導を保護者に行った。2
か月後の検診時には、下顎の偏位は改善し，さら

に 3か月後には，咀嚼の偏りも改善していた。 
〈上顎前突〉初診時 0 歳 11 か月男児。離乳食咀
嚼時の様子を観察すると，飲み込み時に下口唇の

巻き込み（内転）1）が認められ，上下顎乳切歯萌

出完了後も継続した。下顎左側側切歯が 1 歯先天
性欠如しており，この行動は上顎前突を助長する

可能性があるため、保護者に正しい咀嚼嚥下指導

を行った。第一乳臼歯萌出完了時の 1歳 5ヶ月時，
乳前歯のオーバージェット 1.9mm，オーバーバイ
トは 3.6mmあり乳歯列期上顎前突であった。習癖
改善後の 2歳 1ヶ月時，オーバーバイト 2.2mm，
オーバージェット 1.1mmとなった。 
＜下顎前突＞ 

	 初診時 0歳 7ヶ月女児。1歳 2ヶ月上下乳犬歯
萌出完了時の咬合関係はⅢ級で、乳歯列下顎前突

を呈していた。13歳年上の兄も下顎前突症であり，
顔真似をするような遊びが見られ、問診より睡眠

姿勢や座位姿勢に問題が認められた。また、離乳

食咀嚼時の観察では、前歯部咀嚼があった。生活

習慣として，睡眠姿勢，座位姿勢指導、臼歯部咀

嚼を促した。2 歳 10 ヶ月第二乳臼歯萌出完了後，
乳切歯乳犬歯部の咬合調整を行いながら 18 か月
の経過観察，前歯部反対咬合の改善が見られた。 
 
【考察】 
	 歯の萌出以前に歯科を受診する機会は少ないが，

この頃の子どもは１ヶ月でも大きな身体変化を起

こす。今回提示した例のように口腔機能の評価と

指導を早期に行えば、個々の口腔の状態に沿った

咀嚼や嚥下、口腔周囲筋の育成方法などを指導す

ることが可能となる。これらは正しい咀嚼嚥下の

獲得のみならず，習癖から引き起こされる不正咬

合予防の一助になるものと考えられる。また、２

ヶ月毎を基本とした継続的観察と食行動を直接的

に観察することにより、よりきめ細やかな指導を

行うことができたものと考えている。 
【文献】 
	 1）金子芳洋	 他:食べる機能の障害その考え方

とリハビリテーション:医歯薬出版 (東京 )，
1987.  
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小児歯科と機能矯正 
Pediatric Dentistry and Functional Orthodontic 

 
○谷口健一郎，齋部泰子，辰巳光世，深野貢，塚本理沙，西田綾美，打谷美香，北村義久 

Taniguti Kenitirou,Saibe Yasuko,Tatumi Mituyo,Fukano Mitugu,Tukamoto Risa 
,Nisida Ayami,Utitani Mjka,Kitamura Yoshihisa 

 
（医療法人橿の木会さわやか歯科） 

Sawayaka Dental Clinic 
 
【目的】 
 近年、海外の疫学調査で子ども達の不正咬合の

有病率は８２％～８９％にものぼるとも言われて

いる。不正咬合は子ども達の発達に何らかの問題

を生じている結果と考え、発達を抱えている子ど

も達も含めて機能矯正をしている。人の優位中枢

である呼吸から考えると、不正咬合は何らかの原

因によるアデノイドや口蓋扁桃肥大により気道狭

窄がおこり口呼吸が習慣化した結果であると推測

される。これらが子どもたちに及ぼす影響は、中耳

炎・アトピー性皮膚炎・アレルギー性鼻炎・喘息・

夜尿・歯ぎしり・いびき・多動・発達遅延・姿勢の

悪さに加えて慢性的な睡眠障害なども考えられる。

機能矯正を開始することで、これらの代償症状が

どのように改善や変化するかを検討した。 
【対象と方法】 
 対象は機能矯正を開始した当院来院児で、機能

矯正開始前の保護者による問診で夜尿、無呼吸、い

びき、歯ぎしり、中耳炎、アレルギー性鼻炎、アト

ピー性皮膚炎などの症状や口腔や咽頭部形態など

が機能矯正によりどのように変化や改善がなされ

たかを検討した。 
【結果】 
多くの子どもたちの症状に改善や消失がみられ、

口腔形態や咽頭部形態にも改善がみられた。それ

とともに睡眠の質もあがり多動や姿勢の悪さの改

善もみられ、子ども達の生活習慣の改善によりと

学校生活などにもよい影響を及ぼしていた。また、

最初は子ども達の機能矯正への取り組みは受動的

で途中から能動的になり自主性を発揮し集中して

物事にも取り組めるようになり健康な身体を獲得

していく、そしてこの自ら取り組む機能矯正の成

功体験により主体的に生きる可能性もあがるとも

考えられた。 

【考察】 
 不正咬合は閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)に近い低
呼吸が原因と思われる。そして、その低呼吸状態が

子ども達の発達を阻害し不正咬合として現れてい

ると考えられる。これらはまた子ども達が健康に

育つ為の睡眠リズムを壊し睡眠の質を下げるとも

考えられる。不正咬合を長期に放置すればするほ

ど、子ども達は健康に育ちにくいのではないかと

推測される。だからこそ、子ども達を早期に診る小

児歯科が関わる重要性を切に感じる。 
【文献】 

1） German Ramirez-Yanez et al：Guidinng 
craniofacial growth and development with 
The Myobrace® System:2017 

2） 北總征緒 他：不正咬合の原因と治療:2017 
3) 小佐々晴夫：GPだからできる不正咬合予防
のための診療―普遍的な理論と予防矯正の実際

― 
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健診希望者と矯正治療希望患者の口腔機能評価の比較 
Comparison of the evaluation of the oral function between patient who visit for medical 

examination and for orthodontic treatment 
○汐川由依奈**,清水清恵**，牧憲司* 

Yuina Siokawa , Kiyoe Shimizu,  Kenji Maki 
 

（*九歯大・小児歯，**清水歯科医院） 
Division of Developmental Stomatognathic Function Science, Department of Health Improvement,  
Kyushu Dental University. Shimizu Dental Clinic 

 
【著言】 
口腔周囲筋の機能的問題は正常な成長発育を阻害

し、不正咬合の一因となると共に矯正治療の妨げ

ともなる。そのため、当医院では口腔機能の評価

を初診の患者には健診希望、矯正治療希望問わず

行なっている。今回は反対咬合を主訴に来院した

矯正希望患者に対し、包括的な治療を行い口腔機

能がどのように変化したかを健診希望の患者から

得た年齢別の口腔機能評価１）と比較したところ、

興味深い機能の変化を認めたので考察を加え報告

する。なお、本症例は保護者の同意を得ている。 
【症例】 
患児：初診時年齢	 4歳 9ヶ月	 男児 
主訴：受け口	 口唇閉鎖不全 
既往歴、家族歴：３歳児検診の際に反対咬合を指

摘されていた。家族に反対咬合の者はいない。 
顔貌所見:側願はコンケーブタイプ 下唇の翻転  
口腔内所見：Over Jet—2mm Over Bite１mm  
側方歯群の交叉咬合 近心階段型咬合	  
側方セファロ所見：SNA78°SNB77.5° 
Kix Index=1.33 SNP+GO=209  
機能所見：常に口唇は離開	 安静時、嚥下時に舌

の突出あり	 嚥下時に咬合の離開あり 
目的別分類の評価基準２）を一部改変した評価基準

での総得点：９点 
【経過】 
反対咬合と口唇閉鎖不全が主訴ではあったが、常

に開口を呈し、口蓋扁桃肥大とアデノイド増殖症

を疑う所見を認め、また大きな鼾と呼吸停止も頻

繁にあるとのことだったので睡眠関連呼吸障害：

SDBを疑い専門医へ紹介した。外科適応の重度の 
SDBと診断されたが保護者の希望により保存療 
法が選択された。この時点では鼻呼吸ができず矯 
正装置へのコンプライアンスが低かったため、通 

 
気度が改善してから矯正治療を開始するとし、そ

れまでの間は簡単な MFT を行い可及的に口唇閉
鎖不全の改善に努めた。成長に加えて保存療法が

功を奏し、切歯の交換が始まった６歳４ヶ月時に

は十分な通気度となり SDB の症状も認められな
くなったので矯正治療を開始した。６歳９ヶ月時

点で前歯部の被蓋と側方歯群の交叉咬合は改善し

たので本格的な MFT を開始、７歳６ヶ月時には
口唇閉鎖不全を含めた口腔機能も概ね改善した。

初診時からの形態と機能の変化を表１に示す。 
 

 

 

 

 

 

表１：初診時からの形態と機能の変化一部抜粋 
【まとめ】 
それぞれの治療ごとに口腔機能が順調にその年齢

相当の健診希望者の値に近づいていることが確認

された。このことから相対的にも良好な機能のキ

ャッチアップが図られていたことが考えられる。

また、機能の問題があると真っ先に MFT を考え
がちであるが、患者負担を少しでも軽減できるよ

うに優先順位を持って包括的な治療計画の立案を

行うことが望ましいと感じた。 
【文献】 
	 1）汐川由依奈，他：健診希望患者と矯正治療希望患者の

口腔機能評価の比較，MFT学会誌 2018．in press 

	 2）大野粛英，他：MFT臨床	 指導力アップ・アドバンス

編，わかば出版株式会社,東京,2012 

  ３）千葉伸太郎,他：小児の睡眠呼吸障害マニュアル, 

	 	 全日本病院出版会,2012,東京 
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側貌と口唇閉鎖力の関係～若年成人女性について～ 
Relationship with Facial Profile and lip Pressure in Young Adult Women 
○萩原 岳，楊 秀慶，松崎 祐樹，巻 竜也，白瀬 敏臣，内川 喜盛  

Gaku Hagiwara, Hidenori Yoh, Yuki Matsuzaki, Tatsuya Maki,  
Toshiomi Shirase, Yoshimori Uchikawa 

（日歯大病院・小児歯） 
Department of Pediatric Dentistry, The Nippon Dental University Hospital

 
【目的】 
閉鎖不全はバクシネータ―メカニズムの作用を

妨げ, 歯列不正の一因となるため, 口唇閉鎖力を

認知することは重要である. 一方, 適切な咀嚼, 

嚥下機能の獲得が不十分な場合にも歯列不正は惹

起されるため, 歯列の安定には口唇閉鎖に関連す

る口輪筋以外に舌筋群, 顔面表情筋, 咀嚼筋がバ

ランスよく機能することが重要である. 本研究の

目的は, 若年成人女性の側貌の形態について評価

し, 摂食・嚥下機能に関連する筋群と口唇閉鎖力

の関連について検討することである. 本研究は, 

日本歯科大学生命歯学部倫理委員会の承認を受け

ている. 
【対象と方法】 
対象：本研究参加に同意した日本歯科大学職員, 
臨床実習生, 歯科衛生士実習生, 患者 84名. 
採取資料・調査項目：年齢, 身長, 矯正治療歴, 口
唇閉鎖力(LP), 顔面規格写真(側貌, 正貌, 撮影時
は触知した眼窩下縁をシールでマーキング). 
口唇閉鎖力測定：りっぷるくん®(株式会社松風社
製)を使用. 測定は被験者の頭部を測定者が固定, 
りっぷるボタン®、りっぷるくん®間はリガチャー

ワイヤーで連結し, 各 5回測定.  
測定点/計測法：イヤーロッド中心(Ec)と眼窩下縁
のマークを結ぶ線をフランクフルト平面(Fh)とし, 
Fhに対する垂線と交る鼻尖点(Na:Nasal apex), 
上唇起始部としての鼻下点(Nb:Nasal bottom), 下
唇最下最深点(Lb:Lip bottom), Fhの平行線と交わ
る下顎最下点(Mb:Mandibullar bottom)を規定. 
２名で Fh-Mb(顔面高), Nb-Lb(口唇高), Ec-Na(顔
面長), Nb-Lb(口唇差)の長さを各１回ずつ測定し, 
計測値の平均値を各被験者の値とした. また顔面
高, 顔面長に対する口唇高及び口唇差の比率
（Ratio: R値)を算出した. 口唇閉鎖力と各 R値の 
関係についてはMann-Whitneyの U検定を行な
った.  

 
【結果】 
女性参加者 66名中, 顔貌写真撮影に同意した

19~30歳の女子 63名(平均年齢 21.27歳)の LPの
中央値は 6.00N, 口唇高, 口唇差の R値の中央値
はそれぞれ 0.38, 0.09であった. 口唇高が中央値
以上(グループ A1:32名, LP平均 6.14N)と以下(グ
ループ A2：31名, LP平均 6.53N), 口唇差が中央
値以上(グループ B1:32名, LP平均 5.90N)と以下
(グループ B2:31名, LP平均 6.77N)と LPの関連
性について比較検討したところ, グループ A1と
A2間に有意差はなかったが(p= 0.086), グループ
B1と B2間に有意差がみられた(p= 0.003). 
【考察】 
 口唇閉鎖力測定は, 矯正治療終了後の患者にと
って歯列の安定を維持するため特に重要であるが, 
測定器によっては高価か信頼性に乏しく, 汎用性
や再現性に問題があった. りっぷるくん®は, 比較
的安価で牽引方向の規定ができるため, 再現性と
汎用性において優れている. 本研究では, より再
現性を高めるためにりっぷるボタン®との連結を

リガチャーワイヤーで行い, 被験者を固定して測
定したが, 他の文献に比べ口唇閉鎖力の測定値は
低かった. 今回計測した口唇高はoverbite, 口唇差
は overjetに関連し, 口唇高が小さい場合は咬合高
径が低く, 口唇差が大きい場合は下顎の後退傾向
を示すと思われる. 一方, 顔貌の高さ, 深さには個
人差があるため, 被験者の口唇閉鎖力に関連する
顔貌の評価として R 値を算出した. その結果, 口
唇差の R 値が大きい場合は有意に口唇閉鎖力が弱
く, 有意差はないが口唇高の R 値が小さい場合は,
口唇閉鎖力が低い傾向があることが明らかになっ

た. 今後は成長発育に関与する小児歯科医として,
他の報告の 12歳児値から, 成長の過程で若年成人
女性値が低下する理由と, 口唇閉鎖力に何が影響
するかをさらに探究する予定である.  
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ネパール歯科医療協力会活動 30周年～ネパール人の自立と持続～ 
30th anniversary of the Association of Dental Cooperation in Nepal 
～Independence and sustenance of local Nepalese people～ 

◯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、白田千代子、深井穫博 

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

 Hakuta Chiyoko ,Fukai Kakuhiro  

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

 
はじめに 

ネパール歯科医療協力会(以下、ADCNと省略)は

1989年にネパールでの歯科保健活動を始めて2018

年で30周年を迎えた。ADCN 31次隊（2017年12月～

2018年1月）では現地でADCN活動30周年記念セミナ

ーを行った。今回は現地ネパール人が自立したこ

れまでの活動内容および今後の保健活動の持続に

ついて、3１次隊での活動を中心に報告する。 

Ⅰ．ADCN30周年記念セミナー 

口腔保健担当者（以下、COWHメンバーと省略）中

心のネパール人による村人へのメッセージ・セミ

ナーの形式で行なった。 

1.目的  

以下の３つの目的としてセミナーを行った。 

1)感謝：ネパール歯科医療協力会の活動は３０周

年をむかえました。これは隊員および関係者のみ

なさまの御協力のおかげで、よく頑張ったという

感謝の気持ちを捧げたい。 

2)アドヴォケート（唱導）：ラリトプール郡周辺の

村の人々と隊員で３０年間の活動状況を共有し、

ネパール人が自立した内容を、現地の人々（テチ

ョー村周辺の人々）に伝える。 

3)今後の展開：３０年間の活動内容をふまえて、

ネパール人の自立およびネパール人自身の持続的

展開を期待する。また、ネパール歯科医療協力会

の活動を Well-Being Nepalとして発展させてほし

い。 

2.結果 

COHWメンバーは活動の目標の達成度や現場の「自

立」をアピールした。 

ラリトプール郡周辺の村の人々と隊員で30年間

のADCNの活動を共有できた。 

Ⅱ．ADCN31次隊活動 

1.COHWプロジェクト支援 

口腔保健専門家の養成、学校歯科保健、フッ素洗

口を実施した。その結果、学校歯科保健の受け入

れ体制が学校側が自発的に行っていた。学校現場

での「自立」が進んでいた。 

2.開発型フィールド 

1)こどものこころプログラム 

ネパール大地震後のこどものこころの癒し追跡プ

ログラムは被災後３年目においても地震の残響が

あることがわかった。プログラムの実施に当たっ

て、学校が非常に協力的で学校の自立的姿勢をう

かがうことができた。 

2)母子保健 

マザーボランティアで進めているナーサリー（幼

稚園）での自立的なヘルスケアの実施に関しては、

マザーボランティアの報告から現場で検討を行っ

た。週に２〜３回マザーボランティアのメンバー

による健康教育が実施されていることが検証され

た。 

3)高齢者歯科保健 

口腔内検診だけでなく、保健指導を円滑に進める

ことが出来た。 

4)生活実態調査 

地震後、生活はそれなりに落ち着きを取り戻して

いるようであったが、地震の影響、復興と都市化

が同時に進み多様化していることがわかった。 

Ⅲ．考察およびまとめ 

テチョー村が合併し新ゴダワリ市が誕生した。

その新市長がセミナーに参加し、市長から ADCN、

COHWメンバーそしてマザーボランティアに激励と

感謝のスピーチをいただいた。ネパール人と ADCN

の３０年間の活動を共有できた。 

ADCN３１次隊では活動現場での目標の達成度や

現場でのネパール人の「自立」を垣間みることが

できた。 

今後は、ADCN３０周年セミナーの目標としたネ

パール人の「自立」の「持続」的展開を期待した

いと思う。 

306　小児歯科学雑誌　56（2）：306　2018

P-114



全国規模アンケートによる歯科衛生士に関する調査報告 
第一報：歯科大学附属病院小児歯科勤務実態に関する考察 

A survey report on dental hygienists found on a nationwide questionnaire  
Part I: Consideration on the Actual Condition of Pediatric Dentistry  

at the Dental University Hospital 
〇中村浩志 ）川村聡子 ）徳永まどか ）藤井綾希 ）島村和宏 ）土岐志麻 ）

野本知佐 ）早川 龍 ）田中晃伸 ）井上雄温 ）

） ） ） ） ）

） ） ） ） ）

（日本小児歯科学会 歯科衛生士委員会＊））

（Japanese Society of Pediatric Dentistry, Committee on Dental Hygienist Affairs＊））

【目的】 
日本小児歯科学会では，平成 年より認定歯

科衛生士制度をスタートさせた。約 年が経過

したが，認定歯科衛生士に対する関心や日常業務

の現状などについては完全に把握はできていな

い。小児歯科に関わる歯科衛生士の意識や現状を

知ることで，今後の認定歯科衛生士認知や取得者

の増加に向けた対応を検討する一助になることを

目的とし，そのため主に小児歯科を専門とする歯

科医療機関に勤務する歯科衛生士の，意識や業務

内容などを調査し，大学附属病院勤務歯科衛生士

と開業歯科医院勤務歯科衛生士お互いの相違点を

知ることで歯科衛生士間の情報共有と交流を目的

に，質問紙による調査を行った。今回の第一報は

大学附属病院小児歯科専属もしくは配属の歯科衛

生士に対して，アンケート調査を行った。

【対象と方法】 
全国歯科大学附属病院小児歯科関連外来に配属

勤務する歯科衛生士に，小児歯科学会倫理委員会

より承認されたアンケート調査を依頼した。アン

ケート調査項目は主に所属大学（附属）病院名，職

務経歴，配属年数，取得資格などの項目に加え業務

内容の詳細や小児歯科衛生士としての施設内での

役割など多肢に渡り簡易な質問に回答を受け，こ

れに対して集計・解析・検討を行った。

【結果】 
職務経歴と地方会分布＜図 1＞において各大学

附属病院では，歯科衛生士歴 1 以上 10 年未満が多

く次いで 10 年以上 20 年未満が多い分布結果が得

られた。この結果は厚生労働省；平成 28 年衛生行

政報告年齢階級別にみた就業歯科衛生士・歯科技

工士 の項目 1）に記載された内容とは相違した結果

となった。業務内容に関しては，大学附属病院独自

の対応である紹介状持参の治療困難児や全身麻酔

を必要とした歯科治療への役割分担や診療参加等

の回答が多く，また自由回答欄として大学附属病

院に就労する主な理由として，小児科や他分野の

医科部門との連携による診療体制や高度医療に深

く携われることや福利厚生等があげられた。 

＜図１＞職務経歴と地方会分布図 
【まとめ】 
今回のアンケート調査で各大学附属病院における

歯科衛生士の在勤状態の概要が明瞭になったと考

えられる。今後は，小児歯科学会加入開業歯科医院

勤務歯科衛生士向けアンケートを行い，大学附属

病院勤務歯科衛生士との相違関係を提示し，今後

の小児歯科認定歯科衛生士の育成・教育の現場で

広く活用されるように，啓発していく。 
【文献】 

1）政府統計 厚生労働省；平成 28 年衛生行政

報 告 例 （ 就 業 医 療 関 係 者 ） の 概 況 ；

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/eisei/16/ 
＊）今回の抄録掲載にあたり発表者の所属が多肢に渡るため

歯科衛生士委員会と総括した。本発表時は所属を掲載。 
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大阪府松原市の３歳６か月健診時における乳前歯欠損に関する調査 
Survey of missing primary anterior teeth in children aged three years and six months  

at public dental examinations in Matsubara City, Osaka Prefecture 
 

○大土 努，隅野一郎，大川玲奈*，仲野和彦* 
Tsutomu Ootsuchi, Ichiro Sumino, Rena Okawa*, Kazuhiko Nakano* 

 
（松原市歯科医師会，*阪大・院・小児歯） 

Matsubara City Dental Association and *Dept. Pediatric Dent., Osaka Univ. Grad. Sch. of Dent. 
 

【目的】 

 大阪府松原市ではこれまでに 3 歳 6 か月児健康

診査時に一般的な歯科検診を行ってきたが、歯の

形態異常や欠損については診査されておらず、そ

の頻度や原因を調査分析したことはない。近年注

目されている低ホスファターゼ症の診断指針に

は、主症状として乳歯の早期脱落(４歳未満の脱

落)があるが、市町村の歯科健診レベルでスクリー

ニング法などを検討されたことはない。本研究で

は、大阪府松原市の 3 歳 6 か月児健康診査時に乳

前歯欠損の調査を行うこととした。 

【対象と方法】 

 本研究は、日本小児歯科学会倫理審査委員会の

承認を得て行った（承認番号：16-03）。まず、大

阪府松原市の 2017年 4月～12月の 3歳 6か月児健

康診査時において、乳前歯に欠損を有している小

児を抽出した(癒合歯で歯数不足も含む)。その後、

抽出した小児の保護者に研究に関する説明を行

い、同意を得られた方に同意書と問診票（乳前歯欠

損に気づいた年齢、欠損の理由、歯科受診の有無）

を記入していただいた。後日、該当者の乳幼児健診

カルテを振り返って、年齢(月齢)、性別、全身疾患

や障害の有無、1歳 7か月、2歳、2歳 6か月健診

での該当歯の有無を検索した。その結果、該当歯の

自然脱落の可能性が否定できないケースについ

て、個別連絡して精密検査を行うこととした。 

【結果】 

 2017 年 4 月～12 月の 9 か月に行われた健診 18

回で乳前歯に欠損を有している者として抽出され

たのは 34人(男 18人、女 16人)で、全受診者 547

人の 6.2％であった。健診時月齢は 41月が 21人、

42月が 11人、43月が 2人であった。また、全身疾

患や障害が 8 人に認められたが、歯の形態異常や

歯数に影響するものではないと考えられた。 

 今回抽出された 34人の中では、保護者が乳前歯

欠損に気づいた年齢と過去の検診結果から該当歯

の自然脱落の可能性が否定できないケースは存在

していなかった。 

 該当歯は 40歯(1人 2歯が 6名)あり、その内訳

は上顎 4歯で下顎 36歯と下顎に多く、部位は上顎

ではＢのみであり、下顎では圧倒的にＢが多く次

いでＣであった。上顎ＡＣと下顎Ａは該当歯がな

かった(外傷で脱落の 1 歯（下顎Ａ）を除く)。ま

た、先天性欠損は下顎Ｂのみで、その他は癒合歯と

考えられるものであった。 

【考察】 

 乳前歯の欠損が発見された際には、該当児のこ

れまでの歯科健康診査で欠損が記録されている時

期と、該当歯欠損の気づきの時期や原因に関する

保護者への問診が重要になってくる。本調査では

そのことを考慮することにより、先天性欠損か自

然脱落かの判定がより正確に行うことができた。 

 該当歯は下顎Ｂに集中しており、先天性欠損は

下顎Ｂのみであった。過去に報告された乳前歯欠

損(癒合歯と先天性欠損を合わせて)の発生頻度

は、印南ら(1986)1）4.76%、山口ら(1991)2）6.77%、

米津ら(1996)3）6.48%であり、本調査結果の 6.2%は

これらの調査結果と近い値であった。また、欠損が

下顎に圧倒的に多く、下顎Ｂに多いことや右側に

多いことはこれまでの報告と同じであった。 

【文献】  

1)印南洋伸ら：乳歯列における癒合歯ならびに先天性欠

如歯の臨床的検討、岩医大歯誌、11:121-133,1986 

2)山口 登ら：３歳児歯科健診で見られた乳歯先天異常

に関する研究、口衛誌、41:79-85,1991 

3)米津卓郎ら：乳歯形成異常の発生状況について、歯科

学報、96:229-236.1996 

308　小児歯科学雑誌　56（2）：308　2018

P-116



大阪府箕面市某公立中学校における口腔保健と歯科受診状況に関するアンケート調査 
A survey of oral health and the state of Dental visits at a public junior high school in Mino City 

 
○根本景子，小川智弘*，奥田純平**，川口護 

〇Keiko Nemoto，Tomohiro Ogawa*，Junpei Okuda**，Mamoru Kawaguchi 
 

（かわぐち歯科クリニック，*小川おとなこども歯科，**おくだ歯科医院） 
Kawaguchi Dental Clinic，*Ogawa Otona-kodomo Dental Clinic , **Okuda Dental Clinic
 
【目的】 
近年、保護者の口腔保健に対する意識の高まり

から小児の口腔環境は改善されてきており、幼少

期ならびに学童期の齲蝕は減少している 1)。一方、

中学生以降は保護者による管理が難しく、塾やク

ラブ活動といった生活環境の変化から口腔保健に

対する意識の低下とともに歯科の受診率も低下し、

齲蝕が増加する例に遭遇する。 

中学生以降の口腔環境の悪化を防ぐためには、

学校で行う集団指導の内容を充実させることと、

歯科定期健診の受診率を向上させることが必要と

考え、校医を務める中学校の生徒を対象に口腔保

健に関する意識や食習慣、ならびに歯科受診状況

の現状を把握することを目的としてアンケート調

査を行い、考察を加えたので報告する。 
【対象と方法】 
本調査は、箕面市某公立中学校の全校生徒（631

名）を対象とし、平成 29年 11月に行った。アン
ケート用紙は養護教員を通して手渡し、生徒に記

入してもらった。口腔衛生習慣に関する設問が 12
項目、間食に関する設問が 7項目、歯科の受診状
況に関する設問が9項目の計28項目からなるアン
ケート調査を実施し、集計を行った。 
【結果】 
本調査の有効回答人数は 1年生 207名、2年生

204名、3年生 197名、合計 608名（96.4%）（男：
328名、女：280名）であった。 
口腔衛生習慣について、フロスを使用していると

答えた人は、それぞれ69名（33.3%）、64名（31.4%）、
45名（22.8%）であり、学年が上がるにつれて減
少していた。使用頻度は、「週に 1回以上」が最も
多く、それぞれ 28名（43.1%）、33名（52.4%）、
17名（37.8%）であり、「毎日」と答えた人は、そ
れぞれ 15名（23.1%）、10名（15.9%）、11名 
（24.4%）であった。間食の習慣に関する質問の 

 
中でステファンカーブの原理を理解している人の

割合は、それぞれ 104名（51.7%）、118名（58.7%）、
110名（57.3%）であった。 
歯科の受診状況については、定期健診を「受診

している」と答えた人は、それぞれ 107名（53.0%）、
87 名（44.6%）、79 名（41.6%）であり、学年が
上がるにつれ定期健診を受診する人の割合は減少

していた。定期健診を受診する理由としては、「保

護者が勧めるから」が各学年ともに最も多く、そ

れぞれ 59名（55.7%）、46名（53.5%）、39名（50.0%）
であった。一方、定期健診を「受診していない」

と答えた人の理由としては、「時間がない」がそれ

ぞれ 33名（39.3%）、51名（48.1%）、54名（55.1%）
であった。受診していない人のうちいつごろまで

受診していたかについては、「小学校高学年まで」

が各学年ともに最も多く、それぞれ43名（53.8%）、
44名（44.9%）、25名（26.0%）であった。 
【考察】 
本調査の結果、フロスを使用している人や定期

健診を受診している人の割合は、学年が上がると

ともに低下することから、口腔保健に対する意識

が徐々に低下する可能性が示唆された。定期健診

において、受診する時間がないと答えた人や小学

校高学年から中断している人が多いことから、予

約についての考慮と、小学校高学年の頃から、中

学生以降の歯科受診の必要性を理解させておくこ

とが定期健診の受診率を上げるために重要である

と考える。また、ステファンカーブの原理につい

て理解をしていない者が多数いるため、今後行う

集団指導において知識の定着を図り、合わせて口

腔保健に対する意識の低下を防ぐ必要があると考

える。 
【文献】 

1）厚生労働省．平成 28年歯科疾患実態調査結
果の概要 
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長期在宅療養児への歯科医療 
Dental treatment for long-term home care recipient 

 
○西田綾美，谷口健一郎，齊部泰子，深野貢，打谷美香，北村義久 

Ayami Nishida, Kenichirou Taniguchi , Yasuko Saibe, Mitsugu Fukano,  
Mika Uchitani, Yoshihisa Kitamura 
（医療法人 橿の木会 さわやか歯科） 

Sawayaka Dental Clinic 
 
【緒言】  
当院は、“全ての子どもたちをむし歯にしないた

めには”という活動の中で、県保健所や在宅医との

つながりができ、６年前から長期在宅療養児の歯

科訪問の紹介を受けるようになった。以降、紹介が

徐々に増え、現在６名の子どもたちを月に一度、歯

科衛生士・管理栄養士・作業療法士と共に訪問し、

生活習慣改善と永久歯への交換を診ながら、口腔

および心身の発達の為に、口腔ケアと食の楽しみ

を多職種で支援している。そこで今回、今までの経

過を報告するとともに、その中で見えてきた今後

の課題について考察する。なお、本症例の公表につ

いては、保護者の承認を得ている。 
【症例】 
<M・K> 巨大くも膜のう胞  
乳歯の未萌出を主訴に、H24年９月（1歳 10か月）
から訪問開始。現在、形成不全も含め全乳歯萌出し

ている。口腔ケアの継続と生活習慣の理解により

う蝕は認めない。 
<N・G> WEST症候群 
口腔内の炎症を主訴に、H26年３月（５歳８か月）
から訪問開始。口腔ケアおよび指導と、乳歯の抜歯

などを行い、現在口腔内に炎症は認めない。また、

繰り返していた肺炎での入院も少なくなった。 
<U・S> ミオパチー  
むし歯を主訴に、H27 年１月（２歳４か月）から
訪問開始。いろんな食べ物を経験させてあげたい

という家族の想いと、スポンジブラシのみでの清

掃の結果できたう蝕であった。う蝕の進行抑制と

ともに清掃指導を行い、簡単な手作りノンシュガ

ーのおやつの提案なども行った。現在は新たなう

蝕は認めない。 
<I・A> 短腸症候群  
乳歯の色（黄色いのでは？）を主訴に、H27年７ 
 

 
月（２歳３か月）から訪問開始。小腸・大腸のほと

んどを切除し、中心静脈栄養である。訪問看護の

PTと連携し、発達をみながら歯科支援を続けてい
る。 
<O・R> 慢性肺疾患  
むし歯を主訴に、H28 年６月（２歳１か月）から
訪問開始。う蝕は認めない。経管栄養中であるが、

腹臥位・座位の訓練と並行して、嚥下訓練中である。

経口摂取に向けて口腔内の脱感作や清掃指導を行

っている。 
<K・A> ヌーナン症候群  
歯の萌出順番異常を主訴に、H29年 10月（２歳３
か月）から訪問開始。訪問回数はまだ数回だが、母

親が出産前から当院に通院中のため、情報交換し

ながら母親も含め支援中である。 
【考察】 
 NICU から退院し在宅療養に移行した子ども達
は、人工呼吸器などの医療的ケアを行っているこ

とや、感染予防の観点から、歯科受診が困難である。

しかし、このような子ども達こそ、薬剤の影響や栄

養摂取状況、仰臥位などの姿勢の問題から、歯肉肥

厚や歯の萌出遅延・位置異常などの口腔内の問題

を抱えていることが多く、それらが将来の発育に

影響を及ぼすことも十分考えられるため、歯科的

支援が必要であると思う。加えて奈良県は、レスパ

イト施設がなく、ご家族の心身の疲弊を鑑みると、

歯科を含めた多面的な支援が不可欠かと思う。 
私自身、当院に勤務して初めて訪問診療に携わ

り、在宅療養の現実を目の当たりにした。また、他

業種と連携するにあたり、自分の知識不足を痛感

した。患児やご家族、多職種の方との関わりの中で

研鑽を積むとともに、きっかけがなく歯科訪問で

きていない子どもたちへの何か仕組みが作れない

かを模索しながら、歯科訪問を継続していきたい。 
 

＜和文 A＞ 
310　小児歯科学雑誌　56（2）：310　2018

P-118



三次医療機関における呼吸ケアチームとしての小児歯科の役割と現状 
The role of pediatric dentistry as RST in tertiary medical institution  

 
○山田裕之 1),2), 鈴木厚子 2), 佐藤潤子 2)，渡邉里子 2)，小方清和 2) 

Hiroyuki Yamada 1),2), Atsuko Suzuki2), Junko Sato2), Satoko Watanabe2), Kiyokazu Ogata2),  
 

（1）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）） 
1) The Nippon Dental University Tama Oral Rehabilitation Clinic 

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

 
【背景】 
	 	 呼吸ケアチーム（RST）とは、人工呼吸器を装着
している入院児の呼吸ケアや、誤嚥性肺炎や不顕性誤

嚥を含めた、人工呼吸器関連性肺炎（VAP）の予防を
専門に行うチームのことである。当院では、医師、看

護師、臨床工学技士、理学療法士に加えて、歯科医師

や歯科衛生士がチームに参加している。当院小児歯科

では、気管切開のみを行っている児を含め、他科から

依頼があれば専門的口腔ケアを必要とされる入院児

の口腔衛生管理も行っている。 
【目的】 
	 医科の平成 22年度診療報酬改定で RST加算の点
数が導入された。そして、平成25年から当院のRST
に、小児歯科が入院児の口腔衛生管理のために参加し

た。それまでは、依頼があった児のみの対応であった。

今回は、RST 参加後の病院内連携としての小児歯科
の取り組みと、入院児の特徴について発表する。 
【方法】 
	 電子カルテに記載された、往診時の内容と、患児の

基本情報をもとに、集計を行い解析を行った。 
【結果】 
	 小児歯科の往診は、平成25年4月〜平成29年12
月までに合計63名に介入していた。頻度は、月に一
回を基本に定期的に往診を行っていた。人工呼吸器の

使用児は 44名で、そのうち挿管は 13名、気管切開
は31名であった。病棟は、PICU（小児集中治療室）・
HCU（高度治療室）・一般病棟と、転棟もあるため様々
であった。基礎疾患は、先天的に異常のある染色体異

常や遺伝子疾患は、19 名と多かった。また、併存疾
患を含め、脳炎・脳症による後遺症が 11症例で、腫
瘍も7症例と多かった。 
	 処置内容は、毎日の適切な口腔ケアが行われている

かを確認し、必要があれば保護者や看護師にフィード

バックしていた。長期入院している児で、継続してい

る児や、在宅に移行し入退院を繰り返す児（検査入院

やレスパイトを含む）が多く、転院した児は3名、死
亡退院した児は12名だった。処置内容としては、口
腔衛生状態（歯石の沈着、プラークの付着、口腔粘膜

症状）や清掃器具の確認と、歯石やプラークの沈着が

ある場合は、除石や口腔ケアを行っていた。 
【考察】 
	 当院は、三次医療機関であり、総合周産期母子医療

センターも設置され、院内のあらゆる科と緊密に連携

をとることで、新生児期のあらゆる疾患に対して、小

児総合病院の特色を生かした医療を提供している。そ

のため、今回の結果からも、小児歯科が介入した児の

基礎疾患は様々であった。小児歯科の往診時には、基

本的に看護師に声をかけ、可能な限り同席してもらっ

ている。これは、歯科が定期的に口腔衛生状態や清掃

道具の確認することで、毎日のケア方法の改善や指導

へフィードバックを行うことができ、様々な状況に対

して適切にアドバイスができる利点がある。また、総

合病院における歯科の利点としては、医科と歯科の電

子カルテが同じシステムのため、児の体調を含めて情

報共有が容易である事が挙げられた。病院内連携を良

好に保つことが、入院児の口腔衛生を医科と歯科で管

理でき、肺炎予防に効果があると考えた。当院小児歯

科の介入により肺炎が減少傾向にあることは、第 54
回小児歯科学会大会で発表している。 
	 肺炎予防のための専門的口腔ケアや毎日の口腔ケ

アは、重要である。特に、呼吸管理が必要な児は、基

礎疾患が様々であり、児の状態によってケア方法は異

なる。今回の調査で、口腔衛生管理にRSTとして小
児歯科が介入する役割と意義は大きいと考えた。 
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小学校における児童虐待の早期発見のためのチェックシートの開発 
Development of the check sheet for early detection of child abuse in elementary schools 

 
○海原康孝，笹原妃佐子*，新里法子**, 櫻井 薫，平田涼子***，細原賢一****， 
山﨑健次**** ,香西克之** 

Yasutaka Kaihara, Hisako Sasahara, Noriko Niizato, *, Kaoru Sakurai**, Ryoko Hirata***,  
Kenji Yamasaki****, Kenichi Hosohara****, Katsuyuki Kozai ,* 

（広大病院・小児歯，*，**広大・院・口腔生物工学，**広大・院・小児歯， 
***おおつぼ歯科クリニック，****広島県歯科医師会） 

   Hiroshima Univ. Hosp. Dept. Pediatric Dent., *Hiroshima Univ. Dept. Biology & Engineering.,  
    ** Hiroshima Univ. Dept. Pediatric Dent., ***Otsubo D.C. and ****Hiroshima Pref. Dent. Assoc. 

 
【目的】 
 近年の深刻な社会問題である児童虐待に対し，

小学校に早期発見努力義務および関係機関と連携

した防止への取組みが求められている。歯科医師

も，児童福祉に職務上関係のある者として早期発

見に努めることが定められた。しかしながら，学

校現場で児童虐待の早期発見するための有効なス

クリーニング指標はいまだ確立されていない。 
このような背景から，広島県で学校現場にて児

童の口腔内の状況と行動様式と要保護児童を早期

発見するための調査研究事業が立ち上がった。

我々はこの事業に関与し，児童の日常の行動様式

から児童虐待を早期発見するためのチェックシー

トを開発した（倫理審査 許可番号 第 疫－1149
号 平成 27 年 3 月 10 日）。 
【対象と方法】 
 広島県内の小学校にて実施された総計 3,569 名

（男児 1,843 名，女児 1,726 名）の児童を調査対

象とした。調査には 4 件法（1 点： はい，2 点：

どちらかと言えばはい，3 点：どちらかと言えば

いいえ，4 点：いいえ）を回答様式とした全 23 項

目からなる質問紙を使用した。調査対象の小学校

の教員に，自分の担当している学級の児童につい

て，個別に質問紙に回答してもらった。 
全調査対象者を性別および学年別に分け，さら

に虐待通告を受けかつ虐待の事実が確認された児

童を，学年，性別で分類した後，被虐待児を「虐

待あり」，それ以外の児童を「虐待なし」の 2 群に

分類した。 
次に，虐待経験と関連のある質問項目を抽出す

ること，および抽出された質問項目のうち特に虐 

 
待を予測する上で重要な項目の有無について検討

した。 
【結果】 
1)「虐待あり」の児童は 89 名で，全対象者の 2.49％
であった。 
2)単変量解析により，児童虐待の有無との関連が

みられた 16 の質問項目が抽出された。 
3)虐待経験の有無を目的変数，学年，性別，発達

障害の有無，および単変量解析により抽出された

項目を説明変数としたロジスティック回帰分析を

行った。その結果，「欠席の連絡がない」，「学用品

などが整っていない，または不足している」，「欠

席の連絡がない」，「保護者が懇談や PTA の会議に

あまり参加しない」が，児童虐待を予測する上で

統計学的に有意な質問項目であることが示された。 
 以上の結果に基づき「児童虐待の早期発見のた

めのチェックシート」を完成させた。 
【考察】 
 子どもが自分から虐待を受けたことを口にする

ことはまず期待できない。虐待の早期発見・防止

のためには周囲の人間の気づきが不可欠である。

本研究により，小学校において児童虐待を早期発

見する上で着目すべき児童の行動様式が明らかに

なったと考えられる。また，質問項目が厳選され

たことにより，汎用性が高く効率的に児童虐待が

予測できるチェックシートが完成したと考えられ

る。 
【文献】 
 1）海原康孝，他：小学校における要保護児童スクリ

ーニング指標開発に向けた予備調査結果の検討，小

児歯誌，56： 2018（Accepted）． 
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児童養護施設と関わってきた 10年を振り返って 

Looking back 10 years has been involved with the children’s homes 
 

○打谷美香，谷口健一郎，齋部泰子，塚本理沙，深野貢，北村義久 
Utitani Mjka,Taniguti Kenitirou, 

Saibe Yasuko,Tukamoto Risa,Fukano Mitugu,Kitamura Yoshihisa 
 

（医療法人橿の木会さわやか歯科） 
Sawayaka Dental Clinic 

 
【目的】 
 児童養護施設との関わりは全国の児童相談所へ

の相談件数が 4 万件を超えた 2008 年あたりから
である。2005年から多職種も交えて地域でのネグ
レクトに拘り児童虐待勉強会を開催した。勉強会

で、子どもの貧困や発達障害や妊婦歯科健診など

も繋げていった。地域や児童相談所や児童養護施

設などでの講演を重ね、有志の先生方や勉強会仲

間と児童養護施設の 3か月に一度の歯科ボランテ
ィア訪問と抜去冠の寄付を開始した。2011年 
に当県歯科医師会と当県協働で児童虐待予防マニ

ュアルを作成した。“ちょっとお母さん 5本以上む
し歯があれば虐待という話がありますよ。”という

文言を奈良県から発信できた。この、齲蝕本数の

再度検証と要保護児童対策地域協議会での構成機

関や産科・小児科・児童精神科との情報共有のも

と連携をし、市町村への要望であった妊婦歯科健

診無料券配布・母子手帳 1 歳までの歯科健診ペー
ジ追加・母親教室での歯科健診と啓発・成人式で

の歯科健診と啓発活動（STD含む）などの課題に
ついても検討を行った。 
【対象と方法】 
 対象は歯科ボランティア訪問中の児童養護施設

２施設の子ども達の歯科健診データを施設入所１

年と１年以上に分けてと早期入所（４歳以下）と

晩期入所（５歳以上）に分けてと虐待（ネグレク

ト以外）とネグレクトに分けて調査した。 
当歯科医院と多職種や行政との連携や本市での施

策からも現在の取り組みを検討した。 
【結果】 
 今回も児童虐待予防マニュアル作成時の結果と

あまり相違はなかった。施設入所１年と晩期入所

とネグレクトの子ども達に齲蝕が多く、ほぼ多数

歯齲蝕の傾向があった。また、施設入所が長期に

わたると齲蝕治療の為の歯科医院通院と生活習慣

の改善のもと齲蝕は減少していた。 
現在、当市の要保護児童対策地域協議会代表者会

議に歯科医師代表として参加しているが個別会議

には参加要請はない。それゆえ、子ども家庭相談

センターや当市子育て支援課との連携は可能とな

った。また産科との連携は当歯科医院が早期から

妊婦歯科健診のボランティアをしていたために連

携はなされているが小児科や児童精神科とは取れ

ていない。当市は妊婦歯科健診無料化と法定歯科

健診ではないが 2歳健診が実施されている。 
【考察】 
 東京都歯科医師会での取り組み開始からや川崎

市や広島県や三重県や各地での児童虐待への取り

組みや法歯学での検証の結果、2015年に日本子ど
も虐待防止歯科研究会が発足し、2016年に東京都
歯科医師会で第１回日本子ども虐待防止歯科研究

会学術大会が開催され、今年第３回は広島県歯科

医師会で予定されている。齲蝕が減少している昨

今で、子ども達の 5本以上の齲蝕は子ども達の問
題だけにはとどまらず親子ともの問題が内包して

いるのが予想される、目にみえる齲蝕の後ろに隠

れている困りごとや悩みを受け止め医療から介入

し、また他職種に繋ぐ子育て支援が小児歯科だか

らこそ可能だと思われる。これからも、小児歯科

から親も含め子ども達の健やかな育ちを支えてい

きたいと思う。最後に、小５から関わってきた児

童養護施設の女児が高校生から当歯科医院でアル

バイトをし、この春に県歯科医師会歯科衛生士学

校に入学する。 
【文献】 
 1）奈良県歯科医師会・奈良県：児童虐待予防マ

ニュアル，2011． 
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ネグレクトのため児童心理治療施設に入所中の小児の歯科的管理の 1 例 
A case report of dental treatment of a girl who experienced to neglect  

and enters a child psychotherapy facility. 
 

○樂木正実，大西智之，田井ひとみ，藤原富江 
Rakugi Masami, Onishi Tomoyuki, Tai Hitomi, Fujiwara Tomie 

 
（大阪急性期・総合医療センター 障がい者歯科） 

Osaka General Medical Center, Dentistry for Disabled Persons 
 
【目的】 

児童虐待のうちネグレクト(育児放棄)では，家に

閉じ込める，食事を与えない，病院に連れて行かな

いなどが認められるが，歯科においては多数歯に

わたる齲蝕や歯肉腫脹の放置として認められるこ

とが多い．虐待を受けた子どもは，身体的障害や発

達・言葉の遅れ，自尊心の欠如，感情のコントロー

ルが困難であったりするなどの特徴が認められ，

健全な対人関係が築きにくい．そのため知的障害

や発達障害がなくても歯科治療が困難な場合があ

る．このような子どもに対し歯科治療を行う場合，

心理面への配慮や個人に合わせた対応は欠かせな

い．今回，ネグレクトを受け児童心理治療施設に入

所中の小児の歯科的管理を経験したので報告する． 
【症例】 
患児：13 歳(初診時)，女児 
初診日：2015 年 2 月 24 日 
現病歴：ネグレクトにより児童心理治療施設に入

所した際に施設職員が齲蝕を認め，2013 年 12 月

28 日に紹介元を受診した．約 1 年間治療を試みた

が，生来の生活環境により歯磨き習慣がなく，口腔

内を触られることに異常な抵抗を示すため歯科治

療が困難であったことから全身麻酔下治療の適応

と考えられ，当科を紹介された． 
既往歴：患児に病院受診の記憶なく，施設入所以前

の詳細は不明．  
家族歴：同胞なし．父子家庭． 
現症：身長 152ｃｍ．体重 43ｋｇ．全身疾患は認

めない．施設で生活上の支援と医学的・心理学的な

治療援助を受けている．未就学のため，施設内の分

教室で個人に合わせた教育を受けている． 
口腔内所見：現存歯 27 歯(左上第二大臼歯は未萌

出)．全顎的に歯石沈着が著しい．上下顎前歯と左

上，両側下顎の第一大臼歯に齲蝕を認めた． 

 
経過：初診は施設職員と本人で来院し，初めは不安

そうな表情であったが少しずつ喋りだした．チェ

ア上で仰臥位になりミラーを用いた口腔内診査と

パノラマレントゲン撮影は可能であったが，器具

の使用に対する拒否が激しいことから，静脈内鎮

静法（IV-S）下で治療を行うこととなった．処置内

容は，全顎的な歯石除去，左下 6 の抜歯，上顎前歯

の抜髄，および齲蝕歯のレジン充填であった．初回

IV-S 時，チェア上で仰臥位になることへの抵抗は

なかったが，ルート確保に激しく抵抗した．IV-S は

奏功し，治療は問題なく行えた．覚醒後は治療の結

果に対して満足げに喜んでいた．9 回の IV-S で治

療終了したが，ルート確保時の抵抗は減少してい

った．その後は歯科衛生士を主体とした口腔衛生

管理を月 1 回継続した．初回は歯垢染色剤を塗布

することを拒否し，口腔内を触らせなかった．3 回

目より歯磨きの方法を質問し，モチベーションの

向上が認められた．4 日目より指示があれば本人に

よる歯磨きができるようになった．10 回目にはハ

ンドでの歯石除去，フロス，ポリッシングは概ねで

きるようになった．現在も音が嫌いなためバキュ

ームは使用できないが，排唾管を挿入して超音波

スケーラーが使用可能になった． 
【考察】 

ネグレクトにより身体的・精神的に深い傷を負

ったために歯科恐怖症様状態を呈した小児の歯科

治療に際しては，心理学的行動変容法に基づいて

ラポールの形成を図り，必要に応じて鎮静法を用

いるなど，患児にとって負担の少ない対応を行う

必要がある．また，育て直しの一員であることを自

覚し，施設職員と協力しながら，口腔衛生教育を通

じて，心身ともに健全な成長，社会的自立に向けた

支援をしていく必要がある． 
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～ ～

歯科非標榜の病院で行う障害児の後方連携支援

～歯科衛生士の関わった 症例～

○Ｍ Ｋ

○黒川真衣

国立病院機構 福山医療センター

【目的】

当院は備後地区唯一新生児室を設ける地域周産

期母子医療センターである。多くの障害児は身体

的発達が未熟であり、経口摂取が難しく、経鼻胃管

や胃瘻など経管栄養法下にある患児も多い。また、

気管切開を実施している場合も少なくないために

誤嚥性肺炎など易感染状態にあり、予防の観点か

ら口腔健康管理は重要である。さらに、障害児の多

くが在宅療養下にあることを踏まえ、ライフステ

ージごとの継続的な口腔健康管理を行えるよう、

家族への指導を重視した長期的な支援とともに、

かかりつけ歯科医院を持つことは重要である。今

回、入院時より歯科衛生士が関わった１症例を報

告する。

【症例】

歳、男児。栄養法は、胃瘻。 年 月 日、

心肺停止状態にて緊急搬送。同日、経口挿管。 日

主治医より口腔衛生管理を目的に歯科衛生士介入

依頼あり。 月 日、気管切開術施行。口腔衛生状

態は不良。口腔粘膜の浮腫を認める。歯科衛生士に

よる口腔衛生管理を開始するとともに、家族に口

腔ケアの方法を指導。家族による日常的な口腔ケ

アの徹底を目指し、家族用の口腔ケア手順表を作

成しベッドサイドに掲示。施設入所の方針が決定

したため、施設の歯科医に診療情報提供書を作成

し継続的口腔衛生管理を依頼、併せ、施設職

員宛てに、口腔ケアサマリーの作成を添付した。

【結果】

障害児に対し、早期から歯科衛生士が介入し、

家族へ口腔衛生管理の必要性と口腔ケアの方法を

説明することで、家族の口腔に対する関心が上昇

した。

口腔ケア手順表の作成を行うことで、現在まで

実施されていなかった口腔ケアを家族が行うよう

になった。

歯科衛生士より、施設職員、施設併設歯科医ヘ

詳細な情報提供により、患児に対する継続的な口

腔健康管理 後方連携支援 が可能となった。

【考察】

障害児において、在宅･施設での口腔衛生管理を

継続する事は、誤嚥性肺炎などの感染予防に連な

ると考える。今後も、施設入所･在宅療養へ移行す

る患児に、後方歯科医療連携を強化していきたい。
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急性巨核芽球性白血病の既往がある患児に齲蝕治療を行った 1 例 
A case of caries treatment for a patient with history of acute megakaryoblastic leukemia 

 
○亀岡 亮, 白瀬 敏臣, 松尾 恭子, 宮山 友紀, 黒田 暁洋, 内川 喜盛, 河上 智美※ 

Ryo Kameoka, Toshiomi Shirase, Kyoko Matsuo, Yuki Miyayama,  
Akihiro Kuroda, Yoshimori Uchikawa, Tomomi Kawakami※ 

（日歯大病院・小児歯, ※日歯大・生歯・小児歯） 
Department of Pediatric Dentistry, the Nippon Dental University Hospital,  

※The Nippon Dental University, School of Life Dentistry, Pediatric Dentistry 
 
【緒言】

白血病は小児がんで最も発生頻度が高い疾患で

ある 近年治療プロトコールが整備され 長期生

存率は上昇しており それに伴い治療後の後発的

な影響にも注目が集まってきている 歯の形成期

でのがん治療による歯科晩期合併症としては 歯

の欠如 矮小歯 歯根の短根化などが知られてい

る その多くは 永久歯にあらわれた晩期合併症

であり ） 乳歯にあらわれた晩期合併症やその治

療報告は少ない 今回は 生後２か月に急性巨核

芽球性白血病を発症し 乳歯の歯根形成不全がみ

られた患児に対し 全顎的な齲蝕治療を行った一

例を報告する なお 本発表にあたり保護者より

同意を得ている

【症例】

患 児：初診時年齢３歳５か月 男児

主 訴：むし歯を治したい

既往歴：急性巨核芽球性白血病（ ）

生後２ヵ月に発症し の治療プロトコール

に沿って化学療法が開始され 生後８か月で非血

縁臍帯血移植を施行した

現病歴：１歳頃 歯科医院で齲蝕を指摘されたが

低年齢で治療困難として経過観察となり その後

歯科医院には通院しなかった 齲蝕が進行した為

精査 加療目的で小児科より紹介され本院に来院

した

生活習慣：間食はプリン ヨーグルトが好きで

患児が欲しがるときに与えていた 歯磨きは母親

が１日１回朝のみ行っていた 今まで歯磨き指導

や 生活習慣指導を受けたことはなかった

口腔内所見：乳歯に先天欠如はなく 下顎前歯を

除いて齲蝕を認めた

口腔清掃状況は不良であり 歯肉辺縁に発赤を認

めた 疼痛を認める部位はなかった

エックス線所見：多数の乳歯歯根に短根を認め

特に乳臼歯は顕著なⅤ字型を呈していた ～

歯根周囲には透過像を認めた

歯胚を認めた

診 断： ：慢性化膿性根尖性歯周炎 ：

慢性潰瘍性歯髄炎 ：齲蝕症第２度

治療計画：多数歯に齲蝕を認め 患児が外国籍者

で日本語でのコミュニケーションが困難であった

ことから 患児への負担も考慮し 全身麻酔下で

齲蝕治療を行うこととした

経 過：処置終了後歯肉腫脹 疼痛は認めず 良

好な経過を辿っている 食事内容については 歯

の動揺を認める部位もあり硬い食品は食べられな

いが 以前より食べられる食品は増えたとのこと

であった

【考察】

本症例は 乳児期に化学療法と移植療法を受け

ており 乳歯歯根の形成不全は小児がん治療の影

響と考えられた また患児は早期に齲蝕を指摘さ

れていたにもかかわらず 歯科治療の遅れから

全顎的な齲蝕治療が必要となった

歯の形成不全を伴った重度齲蝕の治療は困難で

あることが多く 予後も不安定になりやすい 小

児がんの長期生存率が上昇している現在 低年齢

時発症のがん患者やその保護者に対して 予防処

置をはじめとした歯科医療の必要性の周知は重要

である また 後発的に起こりうる歯科合併症の

情報提供を行うことは 小児がん治癒後の患児の

向上に寄与すると考えられる

【文献】

1）河上 智美：小児がん経験者の歯根はなぜＶ字

型となるのか－抗腫瘍薬によるマウス臼歯の歯根

抑制－, 小児歯誌, 55: 345–351, 2017． 
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当センターでの小児がん治療における周術期口腔機能管理中の歯科治療の実態 
Dental treatment during the perioperative oral management for childhood cancer in our center 

 
○小川 綾野，成瀬 正啓，小棚木 順子，横山 恭子，田淵 由希，佐々木 康成 

Ayano Ogawa, Masahiro Naruse, Junko Odanagi, Kyoko Yokoyama, Yuki Tabuchi, Yasunori Sasaki 
 

（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】 

2012 年度歯科診療報酬改定において「周術期口

腔機能管理」が収載され，周術期における口腔機

能管理は，口腔粘膜炎や歯性感染等に対するがん

治療の影響の点からの注目度が大きい．その中で，

小児がん患児は化学療法・放射線療法による口腔

粘膜炎発症に加えて，晩期残存乳歯，萌出性歯肉

炎，口腔清掃状態不良等，交換期の一般的なトラ

ブルが生じる 1)．しかし，化学療法・放射線治療

中は骨髄抑制や倦怠感等により歯科治療が制限さ

れることが多いため，歯科治療計画は医科と連携

しての慎重な配慮が必要であると考えられる． 
そこで本研究では，当センターにおける小児が

ん患児の周術期口腔機能管理中に行った歯科治療

の実態を調査し，小児がん治療計画との関係を分

析したので報告する． 
【対象と方法】 

対象は，2015 年 4 月から 2017 年 9 月までに小

児がん治療の周術期口腔機能管理目的で歯科初診

となった 138（男児 77 名，女児 61 名）である．

初診時年齢･性別･疾患･治療方法･歯科治療（シー

ラント・スケーリング・PMTC を除く）の有無･

歯科治療内容と時期等について調査・集計した．  
【結果】 
1) 初診時年齢は，平均 6 歳 9 か月（0 歳 1 か月~15
歳 5 か月）であった．疾患は, 急性リンパ性白血

病，脳腫瘍，神経芽腫の順に多かった． 
2) 対象とした 138 名のうち，初診以降に歯科治療

が必要となった児は 43 名（うち 2 名は全身麻酔下

治療）だった．治療内容を表 1 に示した．低年齢

ではサホライド塗布が多かった．また，乳歯抜歯

は交換期である 5 歳−12 歳に集中しており，レジ

ン充填・根管治療等の齲蝕治療は年齢に関わらず

みられた． 
3) 初診時に齲蝕および交換期障害を認めた場合 

 
の治療時期としては，直後~11 か月と幅があった．

さらに，初診時に口腔内の異常所見を認めなかっ

たが，その後問題が生じ，手術後や寛解後に治療

を行った例が 8 例（晩期残存乳歯抜歯 5 例，レジ

ン充填 2 例，シーネ作製 1 例）あった． 
歯科治療内容 人数(人)
抜歯（晩期残存乳歯を含む） 19
レジン充填 18
根管治療 3
乳歯既製冠 1
サホライド塗布 3
シーネ作製 2
合計 46

※重複あり  
＜表 1＞周術期口腔機能管理中の歯科治療内訳 

【考察】 
1) 調査の結果，治療内容として乳歯抜歯が多かっ

たのは，化学療法による骨髄抑制前に根尖性歯周

炎と診断された乳歯や，交換期障害によりトラブ

ルとなり得る乳歯を積極的に抜歯したためであり，

周術期に必要な治療が行われていたと考えられた． 
2) 治療時期は直後~11 か月と幅があったが，これ

は全身状態を考慮して治療を行ったことが理由と

考えられた．また，初診時に認めていなかった齲

蝕の発生が 2 例にみられたが，これは化学療法中

の倦怠感や，手術後疼痛のために，口腔ケアを怠

ったことが原因と考えられた．  
現在，当センターでは，小児がん患児は定期検

診に加え，大量化学療法･放射線療法開始前や手術

前後に必ず口腔内診査・口腔衛生指導を行ってい

る．今後も，より厳密に口腔内診査を行い，粘膜

炎予防や齲蝕発生の予防に努めていきたいと考え

ている． 
【文献】 
1) 佐々木康成: 血液•悪性腫瘍を抱えた子どもた

ちの口腔内環境，小児保健研究，75(6) 740-744，
2016. 
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小児がん治療後の永久歯の晩期合併症調査 ～第一報：パノラマエックス線写真による調査～

Survey of late complications of childhood cancer treatment in permanent teeth 
～Investigation by the panoramic x-ray photo～ 

〇金沢英恵、工藤みふね、和田奏絵*、小美濃千鶴、世川晶子、髙橋奈津子、

五十川伸崇、金田一純子、宮新美智世*、馬場祥行

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

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

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

 
【目的】 

小児がんは集学的治療の進歩により、約 ％の

患児に長期生存が期待できるようになった。これ

に伴い、小児がん治療後の歯の晩期合併症（以下、

歯科合併症）が注目され、対策が課題となってい

る。歯科合併症として、歯の形態異常、先天欠如、

口腔乾燥が挙げられる。これらは小児がん治療が

乳歯列期に行われた場合、特に高頻度に発生する

とされている。歯科合併症を生じる主な小児がん

治療として、化学療法、放射線治療が知られてい

るが、近年、通常の化学療法では治癒率が低い難

治性の小児がんに対して行われている造血幹細胞

移植後の歯科合併症についての報告は少ない 。

この度、国立成育医療研究センター（以下、当

センター）における小児がん長期生存例の歯科合

併症を把握することを目的として、実態調査を行

ったので報告する。

【対象と方法】 
当センター小児がんセンターでの治療歴があり、

平成 年 月から平成 年 月までに歯科を受

診し、 歳 か月以降にパノラマエックス線写真

を撮影した 名 男児 名、女児 名 を対象と

した。疾患名の内訳は、神経芽腫 名、白血病

名、骨髄性白血病 横紋筋肉腫 再生不良性貧血

名、その他、慢性骨髄性白血病、髄芽腫、網膜芽

細胞腫、肝芽腫、精巣腫瘍、ランゲルハンス組織

球である。

小児がん治療開始年齢は、生後 か月～ 歳

か月であり、治療の内容は、化学療法 名、放射

線治療（局所照射あるいは全身照射） 名、造血

幹細胞移植 名であった。治療開始時期により

～ 歳を乳歯列群、 歳～ 歳を永久歯萌出群に

分類し、造血幹細胞移植の有無により移植群と非

移植群に分類した。

方法は、パノラマエックス線写真を用いて歯科

合併症の発生率を調べ、小児がん治療開始時期、

造血幹細胞移植の有無による比較検討を加えた。

【結果】 

 
歯根短縮 矮小歯 先天欠如

全症例 例

乳歯列群（ 例）

永久歯萌出群（ 例）

移植群（ 例）

非移植群（ 例）

【考察】 
本調査の結果、乳歯列期に小児がん治療が行わ

れた児では歯科合併症が高頻度に認められた。こ

れは従来の報告と同様であった。 
移植群では、非移植群に比べ歯科合併症の発生

率が高かった。これは、移植群はその前処置とし

て、がん細胞を減少させるために大量化学療法を

行うこと、移植する幹細胞が拒絶されないように

するために全身放射線照射を行うこと、が原因と

考えられた。 
今後、歯の形態異常や先天欠如以外の歯科合併

症についてさらなる調査を行い、治療対象を明確

にしていきたい。 
【参考文献】 三穂蓉子 他：小児移植療法後に

認められた歯の形成障害 障歯誌 （
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二世代にわたり当小児歯科医院を受診した親子の齲蝕とブラッシング指導の状況について 
On the circumstances of caries and tooth brushing instruction of parents and children who visited 
our pedodontic office for two generations 
 

○ 品川 光春,  品川	 兼一 
Mitsuharu Shinagawa, Kenichi Shinagawa 

 
(しながわ小児歯科医院) 

Shinagawa Pedodontic Office 
 

【目的】 
	 当院で子どものとき齲蝕治療やブラッシング指

導を受け、その後親になり、自分の子どもの齲蝕

やブラッシングの状況に自分の体験がどのように

反映され、また影響を与えているのかを調査し検

討することにより、今後の診療および指導内容を

向上させることが目的である。 
【対象と方法】 
	 1986年 6月から 2016年 12月までの 30年 6か
月間に初診で来院した患児のうち、二世代にわた

って受診した男親 10 名、女親 48 名の計 58 名と
兄弟姉妹を含む子ども男児 35名、女児 38名の計
73名の親子で来院した症例について検討した。 
	 来院した子どもは兄弟姉妹も含まれるため、親

の実数は 58名であるが、それぞれの子どもの親で
もあるため、親も男親 13 名、女親 60 名の計 73
名として検討した。 
	 対照群として、親世代と同時期の当院に 1988
年 6月に初診で来院した男児 22名、女児 28 名、
計 50名を対照 1群とした。 
	 また子ども世代と同時期の当院に 2014年 12月
から2015年1月までに初診で来院した男児28名、
女児 22	 名、計 50名を対照 2群として合計 100
名を対照群として検討した。 
	 調査方法は、被験者の診療録、エックス線写真、

口腔内写真、口腔衛生指導用紙、歯科衛生士実地

指導業務記録簿などを用いて、齲蝕の状況、治療

の協力度、ブラッシング指導等について検討した。 
【結果】 
	 初診時の平均年齢は、親は平均 4歳 6か月、子
は 3歳 4か月、対照 1群は 4歳 1か月、対照 2群
は 4歳 0か月であった。 
	 初診時の齲蝕の有無は、親の有り 86.3%、無し
13.7%、子の有り 53.4%、無し 46.6%、対照 1 の

有り 94%、無し 6%、対照 2の有り 60%、無し 40%
であった。 
	 また初診時の齲蝕有りの一人平均齲蝕数は、親

10.5 本、子 6.2 本、対照 1 群では 9.1 本、対照 2

群では 4.34 本であった。	 

	 親の齲蝕の有無と子どもの齲蝕の有無との関係

をみると、親の齲蝕有りの場合は、子の齲蝕有り

は 57.1%、無しが 42.9%に対して、親の齲蝕無しの

子では、齲蝕有りは 30%、無しが 70%であった。	 

	 初診時の協力度は親では良好 49.3%、不良
50.7%で、子どもは良好 28.8%、不良 71.2%、対
照 1 では良好 44%、不良 56%、対照 2 では良好
38%、不良 62%であった。 
	 ブラッシング指導の実施については、親では有

りが 68.5%、無しが 31.5%、子では、有りが 83.6%、
無しが 16.4%、対照 1群では有りが 36%、無しが
64%、対照 2群では有りが 60%、無しが 40%であ
った。 
【考察】 
	 初診時に親に齲蝕が有った場合でも、対照 1群、
2 群よりも子の齲蝕有りが少なかった。また、親
に齲蝕無しの場合では、子の齲蝕無しが 70%と多
かったが、30%に齲蝕が見られたことは、齲蝕予
防の難しさと同時に齲蝕の無い親に対する齲蝕予

防の方法を上手く伝えていくことが必要と考えら

れる。 
	 また、親でブラッシング指導を実施した場合は、

その子どもに対しては指導有りが 87.8%と多く、
親が無しの場合でも子どもに対しては 75%が指導
有りとなっており、いずれも親の子どもに対する

予防意識は高いことが推測された。 
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仕上げ磨き用歯ブラシの認知度―選択時の視認性 第２報―

Awareness of the toothbrush for finishing ―Ease of finding (ReportⅡ)― 
 

○中山 聡，内山盛嗣＊，近藤光昭＊＊

Akira Nakayama, Moritugu Utiyama＊, Mituaki Kondo＊＊ 
 

（松歯大・歯・小児歯，*うちやま歯科クリニック，＊＊近藤歯科医院） 
Matsumoto Dental Univ. Dept. Pediatric Dent. Utiyama Dental Clinic. Kondo Dental Clinic. 

 
【目的】 
仕上げ磨き指導時に，仕上げ磨き用歯ブラシを使

用せずに対象年齢別の小児用歯ブラシで代用して

いる保護者を多く見受ける。また，保護者が仕上

げ磨き用歯ブラシの存在自体を認知していないこ

とも多い。本報では，仕上げ磨き用歯ブラシの認

知度が低い要因を究明するにあたり，保護者が歯

ブラシの購入先として近隣小売店を選択すること

が多いため，歯ブラシ購入時における仕上げ磨き

用歯ブラシの選択時における視認性について調査

したので報告する。 
【対象と方法】 

長野県塩尻市，福井県福井市，東京都立川市の

３地域周辺で，スーパーマーケット，ドラッグス

トア，ホームセンター，子供用品店を調査対象と

した。対象店舗数は，塩尻市周辺１１店，福井市

周辺１１店，立川市周辺２１店とした。視認性調

査は，歯ブラシ陳列状態を床面より垂直方向４５

未満（以下Ａ），４５～７５ 未満（以下Ｂ），

７５～１３５ 未満（以下Ｃ），１３５～１８０

未満（以下Ｄ），１８０ 以上（以下Ｅ）の５

区画とし、Ｃを最も視認性が良い区画とした。

また、水平方向は右左端付近と中央付近の区画

とし、中央付近を最も視認性が良い区画とした（図

１）。

 
＜図１＞歯ブラシ陳列状態の区分 

 

 
【結果】 

塩尻市周辺はＢに最も多く，Ｃは９．１％であ

った。福井市周辺はＡが最も多く，Ｃは９．１％

であった 。また，立川市周辺ではＢ区画に最も多

く，Ｃは９．５％であった 。３地区合計では，Ｃ

は９．３％で，下部より７５ｃｍまでの低いＡＢ

区画に最も多くみられ７６．６％を占めていた。

さらに，Ｃ区画のうち水平的位置が中央であった

のは，塩尻市周辺は０％，福井市周辺で９．１％，

立川市周辺では４．８％であった。 
【考察】 

一般的に，陳列状態が床面より垂直方向７５～

１３５ 未満であると成人の胸から肩の高さで手

に取りやすい位置となり，最も視認性と販売力が

高い区画である１）といわれている。一方，高い場

所や低い場所は商品を眺めることはできても手に

取ることが難しいとされている。また，水平方向

でも中央と左右端での視認性の差があるといわれ

ている。

したがって，今回の調査結果より，仕上げ磨き

用歯ブラシは保護者が購入選択時に意図的に探さ

ないと視認するのは困難であると思われ，仕上げ

磨き用歯ブラシの認知度が低い要因の一因である

ことが示唆された。今後，他地域の調査，歯ブラ

シのパッケージングおよび仕上げ磨きの被指導経

験についてのアンケート調査などをおこなってい

く予定である。

【文献】 
1）独立行政法人中小企業基盤整備機構 経営ハ

ンドブック． 
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電動歯ブラシ・アプリケーションを用いた歯磨きへの動機付け効果とその継続性について 
Motivational effect on tooth brushing using electric toothbrush/application and its contiuity 

 
○園延妙子，稲垣香奈， 

Taeko Sonobe,Kana Inagaki 
 

白金こどものはいしゃさん（東京都） 
Shirokane kids Dental Clinic 

 
【目的】 
	 一般的に、子供が自発的に歯磨きを行うよう動

機付けする事は困難である事が多い。そこで、ア

プリケーション連動型電動歯ブラシを使用し、動

機付けの原因と結果を変えるアプローチを行う事

で、自発的に歯磨きを行う機会の増加・その継続

が見込めるのではないかという予測を立て、検証

した。電動歯ブラシと連動アプリケーションによ

るモチベーションの変化と歯垢除去効率を測る為、

アンケートの実施と電動歯ブラシの使用前後での

Plaque Control Record (PCR) を測定し、動機付
け効果と歯垢除去効率を評価した 。 
【対象と方法】 
	 対象は 4 歳〜9 歳の電動歯ブラシを使用した経
験が無い患児９名。まず、全患児に対し電動歯ブ

ラシ体験会を開催し、使用方法の説明を行った。

その後、患児自身による手磨き２分間および電動

歯ブラシ２分間使用後に PCR、口腔内写真撮影、
アンケートを実施し、自宅での使用を促した。３

ヶ月後、電動歯ブラシ２分間使用後に PCR、口腔
内写真撮影、アンケートを実施し、初回説明時の

成績と比較した。その際、来院前に歯磨きは行わ

ないよう指導した。また、自宅での使用頻度は患

児本人に任せた。 
【結果】 
	 ３ヶ月後の評価時、9 名の患児全員が電動歯ブ
ラシを継続使用していた。その内訳は、朝・夜２

回使用者が６名、夜のみの使用は 2 名、日によっ
て手用と使い分けて使用している患児は 1 名だっ
た。また、９名中５名が３ヶ月後もアプリケーシ

ョンを使用していた。PCR平均値は、初回手磨き
時が 61.9%に対し、電動歯ブラシ使用後が 27.1%
で、改善率は手磨き後に比べ 56.2%だった。 
	 ３ヶ月後の評価時、電動歯ブラシ使用後の PCR
平均値は 48.2%で、初回手磨き後と比較して改善

率は 22.6%だった。特に、アンケート調査におい
て電動歯ブラシ・アプリケーションに対する満足

度は初回説明時の平均が 8.9、３ヶ月使用後の平均
が 9.0、歯磨きに対する姿勢の変化は 8.3と高い評
価を得た (10 段階評価）。９名中７名が保護者の
声かけが無くても自ら進んで歯磨きを行うように

なった。 

 
＜図１＞対象者９名平均PCR比較 

【考察】 
	 原因は、電動歯ブラシ・アプリケーションとい

う新しい道具に対する好奇心で歯磨きに対する先

入観を変え、さらに、歯磨き後アプリケーション

のキャラクターが進化するという報酬を得る事で、

動機付けの原因と結果が変化した事である。その

結果、自ら歯磨きする患児が増えた。また、PCR
の成績により、歯垢除去力は電動歯ブラシの方が

高いことがわかった。動機付け効果と、実際の歯

垢除去効率の高さにより、楽しみながら継続出来

た事で自発的な歯磨きが習慣化し、３ヶ月間に渡

り電動歯ブラシを使用し続ける事が出来たと考え

られる。 
【文献】 
	 1）木村道浩，他：内発的動機づけに及ぼす報酬

の効果，Hirosaki University Repository，
2008	  

  2)上淵寿：動機づけに関する研究	 評価と測定
の視点から~特に興味似ついて〜東京学芸大
学研究活動報告書 p21~30 2005. 
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唇顎口蓋裂を合併する重症心身障害児への小児歯科的支援 
Pediatric dental assistance for children with severe physical and mental disorders complicating  

cleft lip and palate 
 

○高橋紗耶，梅津糸由子，白瀬敏臣，鈴木淳子，大出リエ子，内川喜盛 
Saya Takahashi, Umezu Yuko, Toshiomi Shirase, Suzuki Atsuko, Oode Rieko, Yoshimori Uchikawa 

 
（日歯大病院・小児歯） 

Department of Pediatric Dentistry, The Nippon Dental University Hospital
 
【目的】 
 我々小児歯科は在宅に移行した唇顎口蓋裂を合

併する重症心身障害児に，口腔リハビリテーショ

ン科と連携し，口腔管理および摂食嚥下機能評価・

指導を行っている。重症心身障害児らは周術期の

リスクが高いため，口唇形成術，口蓋形成術が困難

とされている。今回，形成術期未決定な唇顎口蓋裂

を合併する重症心身障害児に対し Hotz 床の製作
や歯科治療等の小児歯科的支援を行っている症例

のうち，保護者の同意が得られた一例を報告する。 
【症例】 
患児：１歳３か月，男児（68.5cm，7080g） 
出生状況：在胎 38週１日，2900g，重症新生児仮
死にて出生 
既往歴：13 トリソミー症候群，両側唇顎口蓋裂，
全前脳胞症，気管軟化症，多指症ほか 
呼吸管理方法：気管切開，人工呼吸器 
栄養管理方法：経鼻経管栄養 
口腔内所見：両側性唇顎口蓋裂であり，中間歯槽堤

萌出し、白濁・粗造感を認めた。上顎両側歯

槽堤および下顎歯槽堤に歯の萌出は認めない。 
現病歴：生後８か月に経口摂食と口腔衛生指導を

希望し小児科より紹介，口腔リハビリテーション

科が訪問診療を行っていた。直接訓練を行うにあ

たり，2016年４月Hotz床製作のため当科を受診。 
治療経過： 
Hotz床製作にあたり患児の呼吸状態について小児
科主治医へ対診を行い，装置製作の承諾を得た。 
・１歳３か月：歯科麻酔・全身管理科と連携し生体

情報モニター監視下で Hotz床印象採得，口腔衛生
指導を行った。口唇未閉鎖による乾燥により

灰を認めたため，歯質表面をセメントにて被覆し，

自宅でのフッ化物応用を指導した。 
・１歳４か月：Hotz床調整，装着 

 
口腔内装着時の適合は良好で，その際患児の呼吸

やバイタルは安定していた。口腔管理と Hotz床調
整のため定期的な外来受診が望ましいが，感染症

のリスクを考慮し在宅で支援を行こととした。 
・２歳５か月（歯式； ）：歯の萌

出に伴い Hotz床再製作依頼を受け新製した。装置
設計は，頬側歯肉辺縁を覆うマウスピース型とし，

口蓋の高さは嚥下時に舌が接触する位置とした。 
その後定期的に訪問診療をすることで，歯科疾

患管理と Hotz床の調整，摂食訓練を継続している。
口腔清掃状況は良好で，新生齲蝕や歯石は認めな

い。 
【考察】 
 唇顎口蓋裂児は，成長とともに口唇形成術，口蓋

形成術を行うが，合併症が多い場合など手術困難

な症例がある。未手術の場合，顎骨の成長とともに

顎裂部の拡大や顎裂部残存による摂食の困難性な

どが問題となり，早期の装置装着は重要な役割を

果たす。合併症を有しない唇顎口蓋裂児と異なり，

長期にわたり Hotz床の使用が必要となるため，歯
の萌出や顎骨の成長に伴う Hotz床の形態の検討・
調整が必要であり，低年齢からの患児の成長・発育

の観察や口腔衛生指導を行うことが重要である。 
 一方，医科において未手術唇顎口蓋裂児に対す

る Hotz 床の重要性の認知度は低い現状にある。
Hotz床装着により摂食嚥下機能の回復支援や適性
な顎顔面領域の成長発育のためには，歯科の早期

介入は必要と言える。また，保護者の口腔機能に関

する心理的不安の共有や，経口摂取開始前の患児

に対する予防管理の意識も高まる。 
 今後未手術の患児に対し，小児歯科が早期に介

入することで，口腔機能の向上，歯科疾患予防，お

よび，保護者への心理的支援をはかることができ，

多職種にわたり周知していく必要があると考える。 
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兄弟で舌小帯強直が見られた３例  

Three cases of Ankyloglossia in Sibs 
 

○茂木智子*,**，岡村有紀子*,**，志村菜摘*,**，佐伯彩*,**，須藤早紀*， 
藤田茉衣子**，菊地 暁美**,***，浅里 仁**，木本 茂成**  

Tomoko Mogi*,**,Yukiko Okamura*,**, Natsumi Shimura*,**, Aya Saeki*,**, Saki Sudo*,  
Maiko Fujita**, Akemi Kikuchi**,***, Jin Assari **, Shigenari Kimoto** 

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

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

Hana Pediatric Dental clinic  
 

【目的】舌小帯切除術前後の口腔筋機能療法（Oral 
Myofunctional Therapy：以下MFT）は、舌の機
能の改善および切除後の瘢痕による後戻り防止に

は欠かせないものとなっている。MFTを効果的に
行うためには、舌小帯の付着状況・口腔周囲筋の

不調和の程度・患児の性格などを的確に把握する

ことが重要である。今回演者らは、兄弟３名が同

時期に舌小帯切除術を行なう機会を得たので報告

する。 
【対象と方法】神奈川歯科大学小児歯科に近医か

ら紹介状を持って来院した兄弟【症例１：兄 10
歳 11か月、症例２・３：双子の弟（Ａ・Ｂ）８歳
６か月】の３名を対象とした。主訴は「舌小帯が

気になる」であったが、舌癖については患児、保

護者共に認識していなかった。術前の資料を作成

するため印象採得、口腔内写真、舌の随意運動機

能検査、例文音読による構音検査、舌圧・口唇圧

測定を行った。舌小帯切除術の術前と術後、抜糸

日から月１回の MFT を継続し、並行して舌圧お
よび口唇圧を測定した。MFTは３名同時に集団で
指導した。なお、今回の発表について保護者から

の文書による同意を得ている。利益相反はない。 
【結果および考察】 
 症例１（兄）：兄弟の中で比較して舌小帯が細く

運動障害も軽度であった。しかし、舌小帯伸展時

に小帯が引き攣れる状態が改善するまで時間を要

した。これは、舌小帯付着位置が舌尖に近かった

ことが原因と考えられた。１番最初に形成術を受

けたが、弟たちに「最初ちょっとだけ痛かったけ

どあとは平気だった」と言うにとどめ、無用に不

安がらないよう気遣っていた。 
症例２（弟 A）：兄弟の中で２番目に舌小帯が太く、
舌突出癖・低位舌が顕著だった。しかし、まじめ

に訓練に取り組んでおり、兄弟の中で一番早く上

手に舌の拳上ができるようになった。 
症例３（弟 B）：兄弟の中で一番舌小帯が太く短か
った。術後の MFT の際、兄弟の中で一番舌の拳
上ができていないことにショックを受けていたが、

練習を指示通り行えばできるようになると励まし、

MFTを継続した。 
 ３症例のすべてで、術後の舌の運動機能が向上

したが、舌小帯の形態と患児の性格の違いでレッ

スンの進み方に差を生じた。 

 兄弟が同時期に MFT と舌小帯切除術を行うこ
とのメリットとして、予約日や練習内容を同一に

することで保護者の負担が減ること、兄弟間で手

術の不安をお互い気遣って乗り越えたこと、お互

い競い合って同じ課題に取り組むことでモチベー

ションを維持できたことが考えられた。 

 今回、兄弟３名に対して全く同一の訓練を行っ

たが、MFTの課題をクリアするだけでなく、運動
機能や舌圧・口唇圧の客観的評価を参考にしなが

ら、患児の性格や術前の形態や筋力の差に留意し

て個別に配慮する必要性が示唆された。 

【文献】 

1）石野由美子,他：舌小帯短縮症の重症度と機能 
障害について,口科誌,50(1):26~34,2001 
2）山口秀晴,他：口腔筋機能療法（ＭＦＴ）の臨
床,(株)わかば出版 
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早期に智歯抜歯を検討する価値がある 3例 
Three cases report: Early extraction the wisdom tooth is worth considering. 

   
○邉見蓉子，原田桂子，田中結子，枡富由佳子 

Yoko Henmi, Keiko Harada, Yuiko Tanaka, Yukako Masutomi 
 

（枡富歯科医院） 
Masutomi Dental Clinic

 

【目的】 

智歯に対し萌出するまでに積極的に介入する

ことは稀であるが、その萌出前後から臨床上口腔

への様々な関与が疑えることも多い。今後かかり

つけ小児歯科医が智歯の管理をどうするべきか

を考察するために、定期管理中に遭遇した智歯に

よる弊害を報告する。尚、報告に際し、保護者の

同意は得ている。 

【症例】 

症例 1：初診時年齢 9歳 6か月女児  

初診時主訴：齲蝕 既往歴：なし 習癖：口呼吸、

低位舌。 

【経過と結果】9 歳 6 か月時、パノラマエックス

線にて上下顎両側智歯歯胚形成確認。12 歳 2 か

月時、智歯の歯冠形成完了を確認。┌7 は┌6 の

遠心縁下に引っ掛かるように近心傾斜して異所

萌出した。智歯による┌7の萌出不全の悪化防止

のためと近接した歯槽骨内に存在する内骨症部

位への清掃不良部位からの感染波及を予防する

ため、┌8の早期抜歯をすすめ、12歳 6か月時に

抜去した。抜歯より 3か月後には、┌7の近心傾

斜が自然改善し咬合平面に達した。 

症例 2：初診時年齢 8歳 4か月男児 

初診時主訴：検診希望 既往歴：喘息(4歳まで) 

家族歴：妹 2人共開咬。 

【経過と結果】11 歳 2 か月時、パノラマエック

ス線写真から 8┘以外形成確認。12 歳 8 か月時、

8┘形成開始を確認。14歳 1か月時、永久歯 28歯

萌出し咬合完了。┌8の歯根形成が始まった 15歳

1 か月時には┌7 の挺出が認められた。患児は同

時期より左側顎関節症状を認めた。症状悪化は今

のところ認められないが症状によっては┌8を早

期に抜歯することを視野に入れて注意深い定期

管理を継続している。 

症例 3：初診時年齢 15歳 1か月男児 

 

初診時主訴：検診とフッ素塗布希望 既往歴：アレ

ルギー性鼻炎 習癖：口呼吸。 

【経過と結果】15 歳 1 か月時、パノラマエックス

線写真にて上下顎両側智歯歯胚確認。16 歳 1 か月

時、8┐水平方向に半萌出。右下腫れと痛みを訴え、

8┐歯冠周囲に骨吸収を認めた。智歯周囲炎と診断

し、将来的な 7┐の良好な保存状態のためと抜歯術

による下顎管損傷リスクや骨削合量増加などによ

る偶発症を軽減させるためにも、歯根形成がすす

む前で時間的余裕のある高校１年生(16 歳 4 か月)

時に早期に抜歯を行った。その後のパノラマエッ

クス線写真で 7┐遠心歯槽骨の添加と歯周組織検

査よりポケットの改善を確認した。 

【考察】 

今回の症例にもみられるように、智歯の萌出初

期には炎症が繰り返されたり、埋伏智歯の形成時

期や、萌出時期には咬みあわせや他の歯や骨に影

響を及ぼすことも多い。すなわち智歯により引き

起こされる臨床症状は萌出前から始まっており、

小児歯科医が、形成時期から継続した管理を行う

ことが、その後の永久歯列の健康な保全につなが

ると考える。 

よって開業小児歯科医院受診の初診時主訴は齲

蝕や検診が多いが、主訴のみの確認だけではなく、

初診時のパノラマエックス線写真から得られる多

様な情報を十二分に活用し、経過を追っていくこ

とが肝要であると思われる。 

智歯抜歯のガイドラインは確立しておらず、保

存するか抜歯するかの診断は様々な資料や知識を

もとに時間軸を考えた管理の下慎重に行うべきで

あると考える。 

【文献】 

１)吉野浩一：保存するべき第三大臼歯の提案.ヘ

ルスケアサイエンス・ヘルスケア，10(2):96-99，

2010. 
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上顎正中埋伏過剰歯が短期間で巨大嚢胞化した１例 

A case of dentigerous cyst associated with impacted supernumerary tooth 
which was formed in a short term  

 
○羽里	 麻夏，郡	 由紀子*，板東	 伸幸	 

Asaka Hari, Yukiko Kori *, Nobuyuki Bando  
 

板東歯科医院南昭和オフィス（徳島市），*板東歯科医院八万オフィス（徳島市） 
Bando Dental Clinic Minamisyowa Office,  *Bando Dental Clinic Hachiman Office     

 
【目的】 
	 上顎正中埋伏過剰歯は，永久歯の萌出障害や歯

列不正を引き起こし，早期に抜歯の適応となるこ

とが多いが，歯列に影響を及ぼさない場合や深い

位置に埋伏して抜歯のリスクが大きい場合などは

経過観察となることもある１）． 
	 今回，上顎埋伏過剰歯を抜去せず，定期口腔管理

を行いながら経過観察していたところ，短期間で

巨大嚢胞化した症例を経験したので報告する． 
	 なお，本症例の報告については本人および保護

者の了承を得ている. 
【症例】 
	 患児：13歳 10か月，男児 
	 現病歴：８歳 0 か月時，齲蝕治療を主訴に来院
した．初診時パノラマエックス線写真にて上顎右

側中切歯根尖部に逆生の埋伏過剰歯を認めた．上

顎切歯の萌出は完了し，歯列不正も認めなかった

ため抜歯は行わず，年１回のパノラマエックス線

診査により経過観察を行っていた． 
	 現症：口腔内所見：上顎右側側切歯および犬歯の

根尖相当部に膨隆を認めた．自覚症状は認めなか

った． 
	 エックス線写真所見：パノラマエックス線写真

（図１）では上顎右側中切歯および側切歯根尖部

に歯冠を遠心に向けて水平に埋伏する過剰歯と，

過剰歯の歯冠を含み第二小臼歯根尖部から鼻腔底

にまで及ぶ境界明瞭な嚢胞様透過像を認めた．約

１年前のパノラマエックス線写真（図２）と比較す

ると，上顎右側犬歯は近心に傾斜し，鼻腔底の挙上

を起こしていた． 
【処置および経過】 
	 局所麻酔下にて，過剰歯抜歯および嚢胞摘出術 
を施行した． 
	 病理組織学的所見：数層の扁平上皮あるいは立 

 
方上皮による裏層が観察され，上皮下は線維性組

織が認められた．埋伏歯周囲に発生した含歯性嚢

胞と考えるとの病理診断を得た． 

 
＜図 1＞13歳 10か月時 パノラマエックス線写真 

 
＜図２＞12歳 9か月時 パノラマエックス線写真 

【考察】 
	 本症例では，埋伏過剰歯の発見時にはすでに上

顎右側中切歯根尖部の深い位置に埋伏し，歯列へ

の影響も認めなかったことから経過観察としてい

たが，初診時より４年経過後に急速に巨大嚢胞化

した．過剰歯由来の嚢胞についての報告はいくつ

かみられ，埋伏歯には嚢胞化のリスクは消せない

と考えられる．埋伏過剰歯の早期発見，早期抜歯の

必要性が示唆された． 
【文献】 
	 	 1）伊藤綾子，他：埋伏過剰歯に由来した上顎

正中部の含歯性嚢胞の１例，小児歯誌，44：591

−597，2006．	 
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埋伏過剰歯由来の含歯性嚢胞により上顎中切歯の歯根形成が障害された１例 
A case that root formation of the maxillary central incisor was affected by dentigerous cyst 

associated with impacted supernumerary tooth 
 

○郡由紀子，四宮明香里，八木加奈子，峰美圭，板東秀宜 
Yukiko Kori, Akari Shinomiya, Kanako Yagi, Mika Mine, Hidetaka Bando 

 
板東歯科医院八万オフィス（徳島市） 
Bando Dental Clinic Hachiman Office 

 
【目的】 
	 上顎正中埋伏過剰歯は，小児歯科臨床において

は日常的に遭遇する症例である．埋伏過剰歯の影

響として，歯列不正，永久歯の萌出障害，嚢胞化

のリスク等が報告されている１）２）が，永久歯歯根

の形成障害を起こした報告は見当たらない. 
	 今回，埋伏過剰歯に起因する大きな含歯性嚢胞

が，近接する永久中切歯の歯根形成を障害したと

考えられる症例を経験したので報告する．なお，

本症例の報告については本人および保護者の了承

を得ている. 
【症例】 
	 患児：８歳５か月，男児 
	 主訴：上顎正中埋伏過剰歯の精査 
	 現病歴：幼少時より近歯科医院にて定期口腔管

理を受けており，埋伏過剰歯の存在は認識されて

いたが経過観察となっていた．上顎左側中切歯の

萌出位置異常を認めたため，過剰歯の抜歯を勧め

られ当院受診した． 
	 現症：口腔内所見：上顎左側中切歯は唇側，や

や低位に半萌出していた．右側中切歯には軽度の

近心捻転が認められた． 
	 エックス線写真所見：デンタルエックス線写真

では上顎左側中切歯の歯頸部付近に横たわるよう

にして埋伏する過剰歯と歯冠周囲のエックス線透

過像を認めた．左側中切歯歯根は歯冠長の半分程

度の長さまでしか形成されておらず，右側中切歯

歯根も側切歯の３分の２程度の歯根長であった．

CT画像診断では，埋伏過剰歯歯冠を含む境界明瞭
な嚢胞様透過像が認められた．歯冠は両側中切歯

の歯根間に存在し，嚢胞が切歯管に繋がるように

鼻腔底にまで達していた（図）． 
【処置および経過】 
	 局所麻酔下に埋伏過剰歯を抜去し，嚢胞壁を骨 

 
より剥離，嚢胞を摘出した． 
病理組織学的所見：嚢胞壁は線維性組織よりなり，

数層の立方上皮により裏層されていた．歯原上皮

が目立つことから埋伏歯周囲に発生した含歯性嚢

胞と考えるとの病理診断を得た． 

	  

                         

		

	

                            

	 	 	 	 	 ＜図＞	 初診時エックス線写真 

	 術後の経過は良好で，摘出３か月後には骨増生

が確認された．左側中切歯の萌出の進行と歯軸の

改善が認められたが，術後 1 年以上の経過を経て

も，これ以上の歯根形成は認められなかった．	

【考察】 

	 本症例では過剰歯の埋伏位置から考察すると，

永久中切歯の歯根形成が障害された原因は，埋伏

過剰歯自体よりも過剰歯に由来した含歯性嚢胞に

よる影響ではないかと推察された．嚢胞化による

周囲組織への影響を考慮しても，埋伏過剰歯の抜

歯は可能な限り早期に行うべきであると考える． 
【文献】 
	 1）北村尚正，他：鼻腔底に近接した上顎正中埋

伏過剰歯由来の含歯性嚢胞の１例，小児歯誌，

52：306，2014． 
	 2）高橋昌司，他：上顎正中埋伏過剰歯に起因す

る含歯性嚢胞の１例，小児口外，18：85-90，
2008． 
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上顎前歯部の歯列の発育に及ぼす埋伏過剰歯位置の検討 

―歯科用 CT画像による三次元的観察― 

Investigation of the position of impacted mesiodens on the development of  
Anterior Maxillary Region  ― Observation with Cone Beam Computed Tomography ― 

 
○溝口泰史，船山ひろみ，鈴木冴沙，守安克也，朝田芳信 

Yasushi Mizoguchi, Hiromi Funayama, Saesa Suzuki, Katsuya Moriyasu, Yoshinobu Asada 
(鶴見大・歯・小児歯) 

Department of Pediatric Dentistry, Tsurumi University School of Dental Medicine 
 

【目的】 
上顎前歯部の埋伏過剰歯が中切歯に近接した場

合に起こり得る歯列不正について，埋伏過剰歯の

位置との関連性を明らかにすることを目的に本研

究を行った。上顎前歯部に埋伏過剰歯が認められ

CBCT（以下 CT とする）画像検査を行った症例
を対象として，過剰歯に近接する上顎中切歯が正

常な発育を示した症例と歯列不正がみられた症例

に対して，埋伏過剰歯の位置を比較検討したので，

その結果について報告する。 
【対象と方法】 
 2010年から 2015年に上顎前歯部に埋伏した過
剰歯を有する小児に CT を撮影した症例のうち１
歯のみの埋伏過剰歯が認められた 101 名(男児 77
名，女児 24名)を対象とした。CT撮影時平均年齢
は７歳２か月(４歳４か月～13 歳２か月)であった。 
 過剰歯と近接する上顎中切歯について２名の診

査者が CT 画像による三次元的観察を行い，上顎
中切歯の正中離開，萌出遅延，捻転，唇舌側傾斜

の有無を調査した。これらの症例を上顎中切歯が

未萌出の群(未萌出群)と萌出している群(萌出群)
に分けて，歯列不正がみられた症例と歯列不正が

みられなかった症例の埋伏過剰歯の位置を比較検

討した。埋伏過剰歯の位置については，CT画像正
面観における過剰歯と上顎中切歯の歯冠あるいは

歯根の水平的な重なり状態(重なりなし，1/2以下，
1/2以上)で評価した。 
なお，本研究は鶴見大学歯学部倫理審査委員会

の承認(1314)を得て実施している。 
【結果】 
 歯列不正の内訳は，未萌出群，萌出群合せて，

正中離開が37例(36.6%)，萌出遅延が30例(29.7%)，
捻転が 23例(22.8%)，唇舌側傾斜が 27例(26.7%)

であり，正常な発育を示してしていたのが 32 例
(31.7%)であった(症例数はのべ数を示す)。 
未萌出群における歯列不正の有無と埋伏過剰歯

の位置の関係では(図１)，正常な歯列を有していた
症例と歯列不正がみられた症例には水平的重なり

に大きな違いがみられなかった。一方，萌出群に

おける歯列不正の有無と埋伏過剰歯の位置の関係

では(図２)，正中離開の症例を除き，重なりが多く
なる傾向がみられた。特に，萌出遅延の症例では

その重なりが多くなる傾向があった。 

 

 
【考察】 
 埋伏過剰歯１歯と上顎中切歯の位置関係からみ

た歯列不正の発現は，正中離開が最も多く，次い

で萌出遅延，唇舌側傾斜，捻転の順であった。特

に歯列不正がみられた症例において，埋伏過剰歯

の位置を三次元的に観察したところ，上顎中切歯

萌出前では中切歯と過剰歯の水平的な重なり状態

から歯列不正の発現を予測することは困難であっ

たが，中切歯萌出後では重なりが多ければ萌出遅

延を生じる可能性が高いことが示唆された。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

正 常

n=16

正中離開

n=18

萌出遅延

n=10

唇舌側傾斜

n=10

捻 転

n=13
重なりなし

1/2以下

1/2以上

図１ 上顎中切歯と過剰歯の水平的重なり(未萌出群)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

正 常

n=16

正中離開

n=19

萌出遅延

n=20

唇舌側傾斜

n=17

捻 転

n=11
重なりなし

1/2以下

1/2以上

図２ 上顎中切歯と過剰歯の水平的重なり(萌出群)
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下顎左側乳臼歯部歯牙腫と上顎左側乳臼歯部歯根嚢胞を併発した 1 例 
Maxillary radicular cyst and mandibular odontoma concomitantly found by dental panoramic 

radiograph in a 7-year-old child 
〇高山扶美子, 増田啓次, 山座治義*, 小笠原貴子, 廣藤雄太*, 廣藤早紀, 野中和明* 

 
Fumiko Takayama, Keiji Masuda, Haruyoshi Yamaza*, Takako Ogasawara,  

Yuta Hirofuji*, Saki Hirofuji, Kazuaki Nonaka* 
 

（九大病院・小児歯科・スペシャルニーズ歯科, *九大・院・小児歯） 
Department of Pediatric Dentistry and Special Needs Dentistry, Kyushu University Hospital and 

*Section of Pediatric Dentistry, Faculty of Dental Science, Kyushu University  
 
【目的】 

乳歯と後継永久歯に近接するエックス線不透過

性ならびに透過性病変は、小児歯科臨床でしばし

ば遭遇するが、診断と治療方針の決定は必ずしも

容易ではない。今回我々は下顎左側乳臼歯部エッ

クス線不透過物の精査加療目的に来院した 7 歳男

児に、上顎左側第二小臼歯の位置異常を伴う嚢胞

性病変の併発を認めた１例を経験した。本症例の

治療経過の概要について報告する。 
【症例】 
患児：初診時年齢 歳 か月 男児

主訴：下顎左側乳臼歯部の精査加療希望

現病歴：下顎左側第一乳臼歯の齲蝕治療目的に

近医を受診し、同部のデンタルエックス線写真で

下顎左側第二乳臼歯の根分岐部に不透過像を認め

たため精査加療目的に当科初診となった。

既往歴、家族歴：特記事項なし。

現症：

全身所見；身長 、体重 、 指

数 であった。

口腔内所見；歯年齢は Ⅱ 期で、下顎左

側乳臼歯に動揺、打診痛および歯肉の腫脹は認め

なかった。パノラマエックス線写真で下顎左側第

一乳臼歯遠心根から第二乳臼歯根分岐部にかけて

不透過像を認め、後継永久歯である第二小臼歯は

遠心側へ圧排されていた。また、上顎左側第二小臼

歯に位置異常を認め、上顎左側第二乳臼歯歯根部

に透過像を認めた。 画像では上顎左側第二小臼

歯歯胚を含む透過性病変は上顎左側第一小臼歯歯

胚ならびに口蓋側方向にまで達し、同歯胚の頬側

への圧排を認めた。

臨床診断： ．下顎左側乳臼歯部歯牙腫

．上顎左側乳臼歯部歯根嚢胞

【治療方針、処置および経過】 
全身麻酔下に上下顎左側乳臼歯抜歯術、歯牙腫摘

出術、生検と開窓術を施行した。下顎は閉鎖創とし、

保隙目的に術後 5 週目にリンガルアーチを装着し

た。上顎は術後 2 週目に開窓部からガーゼを除去

しオブチュレーターを装着した。病理の結果、#1 は

集合性歯牙腫、#2 は嚢胞との診断を得た。 
【考察】 

今回我々が遭遇した症例には明らかな臨床所見

がなく、齲蝕治療目的に撮影したエックス線写真

がもとで診断に至った。さらに上顎の嚢胞病変は、

下顎の精査目的に行ったパノラマエックス線にて

後継永久歯の位置異常を認めたことで診断に至っ

たと考えられる。上顎左側第二乳臼歯は 2 年前に

近医で根管充填が施行されていたが、その後画像

検査による確認が行われておらず、歯根嚢胞を生

じたことで後継永久歯の位置異常を伴ったと考え

られる。このことから、小児における齲蝕予防管理

の際には乳歯と後継永久歯が近接していることを

念頭におき、定期的な画像検査が重要であること

が示唆された。 
【文献】 
久芳陽一他：乳歯根尖性歯周炎により炎症性濾胞

性知嚢胞が発生した 2症例．小児歯科学雑誌，29(3），
619－625，1991 
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上顎左側前歯部に認められた	Regional odontodysplasia	の１例	
Regional odontodysplasia identified in maxillary left anterior region  

 
○中瀬悠太朗、大継將寿、仲	 周平、大川玲奈、野村良太、仲野和彦	

Yutaro Nakase, Masatoshi Otsugu, Shuhei Naka, Rena Okawa, Ryota Nomura, Kazuhiko Nakano 
 

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

 
【緒言】	

	 Regional odontodysplasia	は、乳歯あるいは永
久歯のエナメル質と象牙質に著しい形成不全が非

対称性および局所性に認められる稀な疾患である。

当該歯はエックス線写真にて特有の幻影像を呈す

ることから、ghost teethとも呼ばれている。今回、
上顎左側前歯部の乳歯および永久歯に Regional 
odontodysplasia を認める症例に遭遇したので報
告する。なお、今回の症例報告を行うにあたって

患児および保護者からの同意を得ている。	

【症例】 
	 患児は初診時年齢 7歳 11か月の女児であり、近
医にて上顎前歯部の歯胚の形成異常を指摘され、

精査加療のため本院当科受診に至った。患児の全

身状態に関して特記事項はなく、妊娠中にも異常

は認められなかったとのことであった。また、親

族に同様の症状を認める者はいないとのことであ

った。	

	 初診時の口腔内所見では、上顎左側乳中切歯お

よび上顎左側乳側切歯が脱落しておらず残根状態

であった。デンタルエックス線、パノラマエック

ス線およびコーンビームCTによる精査において、
上顎前歯部顎骨内に ghost teeth 様の像が 4 歯認
められた。上顎左側乳犬歯に関してはこれまでに

萌出の既往がないとのことであり、4 歯の ghost 
teeth様の像はそれぞれ上顎左側中切歯、上顎左側
側切歯、上顎左側犬歯および上顎左側乳犬歯に相

当するものであると考えられた。また、残根状態

であった上顎左側乳中切歯の歯根部にも形成不全

が認められたが、上顎左側乳側切歯には認められ

なかった。	

	 パノラマエックス線およびコーンビーム CT に
よる精査において、下顎右側第一乳臼歯および下

顎右側第二乳臼歯に著しい歯根吸収および歯槽骨

吸収が認められたため本院口腔外科に紹介したと	

	

ころ、歯原性腫瘍の疑いのもと局所麻酔下にて下

顎右側第一乳臼歯および下顎右側第二乳臼歯の抜

歯および当該組織の摘出術が施行され、病変部の

組織検査から口腔粘膜由来の炎症性肉芽組織と診

断された。	

【処置および経過】 
	 まず、定期的にパノラマエックス線写真撮影を

行いながら、上顎左側乳中切歯および上顎左側乳

側切歯の交換に関して経過観察を行うこととした。

下顎右側臼歯部に関しては抜歯窩の治癒後、	8歳
7 か月の時点でリンガルアーチを装着し保隙を行
った。	9歳 2か月の時点でも、上顎左側乳中切歯
および上顎左側乳側切歯の脱落が認められず根吸

収も進まないことから、再度コーンビーム CT に
よる精査を行ったところ、埋伏している上顎前歯

部の歯胚に関しても大きな変化が認められなかっ

た。そこで、上顎前歯部の自然な交換は困難と判

断し、上顎左側乳中切歯および上顎左側乳側切歯

の抜歯を行うこととした。	

	 今後は、上顎左側中切歯、上顎左側側切歯、上

顎左側犬歯および上顎左側乳犬歯の萌出に関して

経過観察を行い、長期的に管理を行っていくつも

りである。	

【考察】 
	 Regional odontodysplasia	は乳歯と永久歯の
両方に発症するとされており、本症例においても

永久歯胚に形成不全が認められた。上顎左側中切

歯、上顎左側側切歯、上顎左側犬歯および上顎左

側乳犬歯については萌出が困難である可能性が考

えられ、萌出した場合でも予後が不良であること

が予測される。そこで、今後も注意深く萌出を観

察し、その後の治療計画を立てる必要があると考

えている。また、下顎右側臼歯部に認められた著

しい歯根吸収および歯槽骨吸収に関しては本疾患

との関連性は低いと考えられる。	
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セメント質骨性異形成症が疑われた１例 
One case of suspected cemento-osseous dysplasia in mandible 

 
○長澤由真, 髙森一乗，外木守雄*，白川哲夫 

Yuumi Nagasawa, Kazunori Takamori, Morio Tonogi*, Testuo Shirakawa 
 

（日大・歯・小児歯，*日大・歯・口腔外科） 
Dept. Pediatric Dent. and Dept. Oral and Maxillo-facial Surgery, Nihon Univ. Sch. Dent. 
 
【緒言】 
 骨性異形成症は, WHO 分類の変遷によりその

病名が変わってきたが, 最新の 2017 年ではセメ

ント質骨性異形成症（cemento-osseous dysplasia: 
以下 COD とする）とされた。その臨床的特徴と

して, 根尖周囲に生じる線維骨性ならびに骨軟骨

様の病変とされる。通常, 中年以降の女性に多い

と報告されており, 思春期に見られる症例は非常

に稀である。今回 14 歳の患者に COD が疑われた

稀な症例を経験したので報告する。なお, 本発表

にあたり患者ならびに保護者に文書にて同意を得

ている。 
【症例】 
 初診時年齢 14 歳 8 か月の男子。近医にて 5 の

根尖性歯周炎と顎骨の多発的な石灰化像を指摘さ

れ来院した。1 歳頃に転倒し後頭部の骨折の既往

を認めた。歯科的既往歴ならびに家族歴に特記す

べき事項は認められなかった。 
【検査ならびに経過】 

Hellmannの歯齢では IVA期であり口腔内では, 
5 5 に中心結節の破折を認めた。パノラマエックス

線にて 43 根尖部に境界明瞭な球状のエックス線

不透過像が見られ, 34 間に境界明瞭な透過性病変

内に不透過性像が観察された。CBCT にて同部位

に境界明瞭な骨の濃度とは異なる病変が認められ

た。なおパノラマ, CBCT において 5 の根尖病巣

が見られた。 
全身的な要因も考えられため近大学病院に精査

を依頼した。血液検査では生理的と考えられる

ALP の上昇が見られるのみで, 他はほぼ基準値内

であった。全身の精査のため 99mTc-MDP 骨シン

チグラフィ検査が実施され, 下顎骨の右側病変相

当部に結節状に, 左側は腫瘤状に集積像が観察さ

れ, 顎骨腫瘍と診断された。 他に全身的な問題は

見られなかった。 

 
病変の現状, 患者の年齢, 保護者・患者の希望等

を考慮し, 病変部の経過観察を行うことを説明し

同意を得て現在定期管理中である。 

 
＜図１＞CBCT画像 

【まとめならびに考察】 
 COD では初期は根尖病巣様のエックス線透過

性病変から, 病期が進行すると不透過性病変へと

変化する症例が多く報告され, 本症例の場合, 根
尖性歯周炎と COD を疑う病変の混在が見られた

ことより慎重な診断が必要であった。CBCT によ

る顎骨内病巣の詳細な観察は, 適切な臨床診断と

病変の変化の把握に関してその有用性が示された。

一方で, 患者の年齢等を考慮し, 臨床所見, エッ

クス線画像所見のみで臨床診断を行っている状況

であり, 確定診断には至っていない。34 間の病変

においては増大傾向が見られたことより病変の確

定診断を行う意味でも生検等を行ってく必要があ

るものと考えられた。 
【文献】 
 Senia ES, Sarao MS: Periapical 
cemento-osseous dysplasia: a case report with 
twelve-year follow-up and review of literature, 
Int Endod J, 48: 1086-99, 2015.  
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下顎左側部に限局した永久歯胚の過成長が認められた 1 例	

Regional Overgrowth of Permanent Tooth Germ on Left Mandibular Region: A Case Report. 
 

○船山ひろみ，守安克也，朝田芳信	

Hiromi Funayama, Katsuya Moriyasu, Yoshinobu Asada 
 

（鶴見大・歯・小児歯） 
Department of Pediatric Dentistry, Tsurumi University School of Dental Medicine 

 
【緒言】顎顔面領域に非対称な成長が認められる

疾患には，第1・第2鰓弓症候群や片側性肥大症

(hemihypertrophy)または萎縮症などが挙げられ

る。今回，演者らは前述の疾患との関連が薄く，

しかも下顎左側部に限局した永久歯胚の過成長が

認められた女児の１例を経験したので報告する。	

	 本症例の発表にあたり患児と保護者の同意を得

ている。	

【症例】初診時年齢：3歳7か月の女児	

主訴：左下の歯茎の厚みが違うことが気になる。	

現病歴：	3歳を過ぎた頃に歯科検診のため近医を

受診したところ，左下臼歯部の歯肉肥厚を指摘さ

れた。経過を見ていたが著変無いため，当院口腔

外科を紹介され，当科を受診することとなった。	

既往歴・家族歴：特記事項無し。	

現症：咬合は正常であるが，左下乳犬歯から後方

にかけての歯槽堤が右側に比べて肥厚していた。

乳犬歯部は特に舌側，乳臼歯部は頬舌側ともに膨

隆を認め、パノラマエックス線写真より，	 	

3	4	5	6	7	 の歯胚の過成長が認められた。特に	6	

の歯根は乳臼歯の様に開大した形態であった（図

1）。歯科用CT検査より，6	 咬合面直上に粒状の

石灰化物が認められた。	

図1	初診時パノラマエックス線写真（3歳7か月）	

【治療および経過】3歳10か月時の口腔内写真（図

2）と歯列模型からも，明らかな下顎左側の歯槽堤

の肥厚を認めた。表1に下顎の各々の歯種の歯冠中

央部における歯槽基底幅を示す。左側頬粘膜の肥	

厚も認められた。	

図2	下顎の口腔内写真（3歳10か月）	

表1	下顎の歯槽基底幅（mm）（3歳10か月）	

	4歳7か月時には		D	が自然脱落し，4歳10か月時

には		4	が約90°近心に捻転して萌出開始してい

た。5歳4か月時，左側頬粘膜の肥厚が咀嚼にも影

響してきているため，口腔外科にて頬粘膜の腫瘤

と	6		咬合面直上にある石灰化物の摘出が全身麻

酔下で行われた。6歳0か月時に		6		が，6歳3か月

時には		5	 が近心に約45°に捻転して萌出を開

始した。6歳10か月現在，左側上下の第一大臼歯は

咬合を開始し，下顎前歯部に明らかな萌出余地不

足が生じている。	

【 考 察 】 本 症 例 と 類 似 の 症 状 を 示 す

hemihypertrophyの主な口腔所見としては，歯列不

正，歯の早期萌出，歯の肥大がある。本症例は，

乳歯列期の咬合は正常で，反対同名歯の歯冠幅径

には著しい差は認めなかったが，下顎左側に限局

した永久歯胚の過成長と早期萌出が認められた。

また，保護者への問診から，下顎左側の乳臼歯も

早期萌出した疑いがある。今後，歯列のみならず，

顎口腔機能にも障害が生じる可能性が高いため１），

専門科と連携した長期の対応が重要と思われる。	

【文献】山崎要一,他：Hemifacial	Hypertrophyを

有する一症例の顎口腔機能の観察―下顎運動所見

を中心として―，小児歯誌,	29:	186-195,	1991.	

	 C	 D	 E	

右下	 7.6	 8.4	 10.1	

左下	 10.1	 13.9	 13.8	
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エナメル上皮腫の初期病変を見逃し急速な増大を認めた一例 
－ 第二報 腫瘍摘出後の口腔・咬合の管理 － 

One case of Ameloblastoma which Enlarged Rapidly  
After the Initial Radiographic Change was Overlooked 

- Part II: Management of Mouth and Occlusion After Tumor Extraction - 
 

○今村基尊 1) 2)，今村綾 1)，今村節子 1) 

Mototaka Imamura1) 2), Aya Imamura1), Setsuko Imamura1) 
 

1) 愛知県 浅井小児歯科医院，2) 藤保衛大 医 形成外科 小児歯科矯正歯科部門 
1) Asai Dental Office for Children & Adolescents,  

2) Fujita Health Univ., Medicine, Plastic Surgery, Division of Pediatric Dent. & Orthodontics 
 

【目的】 エナメル上皮腫は，歯原性腫瘍のなか

では発生頻度の高い腫瘍である．無痛性に発育す

るため，パノラマエックス線写真で偶然発見され

ることも多い。我々は，初期病変を看過し，その

後急速に増大したエナメル上皮腫の症例を，第 35
回小児歯科学会中部地方会にて報告した 1)． 
 腫瘍摘出に伴い，右下顎大臼歯群が喪失となっ

た．このまま放置すれば，咬合が崩壊していくこ

とが予想された．今回は，腫瘍摘出後，咬合の崩

壊を防ぐ目的で行った口腔・咬合の管理について

報告する． 
【症例と方法】 2 歳 3 ヶ月に，口腔管理を主訴
として当院来院，定期的な口腔内管理・指導・治

療を行っていた．9歳 10ヶ月のパノラマエックス
線写真で，右下顎第 2大臼歯を中心とした巨大な
嚢胞様エックス線透過像を認めた．エナメル上皮

腫などを疑い，愛知医科大学付属病院歯科口腔外

科へ紹介した． 
 同病院にて，腫瘍摘出術が施行された．手術に

伴い，右下顎第 2大臼歯胚・第 3大臼歯胚摘出，
第 1大臼歯抜歯された．病理組織所見は，良性 充
実性/多嚢胞型 エナメル上皮腫であった． 
 11歳 6ヶ月（手術後 1年 6ヶ月）に，当院へ再
来院した．今後長期的には，右上顎大臼歯の挺出，

右下顎側方歯群の遠心傾斜などが起き，咬合が崩

壊していくことが予想された．これらの咬合の崩

壊を防ぐ目的で，歯科矯正治療を行った．右下顎

第 1・第 2小臼歯を遠心に移動し，第 1大臼歯近
心に咬合させた．また上顎保定装置に右上顎第

1・第 2大臼歯部には，ワイヤーレストを付与した．

下顎保定装置は，ワイヤーを右第 2小臼歯遠心に
添わせ，さらに犬歯と第 1小臼歯間のスペースに
は人工歯を配列した．矯正治療は，14歳 2ヶ月（手
術後 4年 3ヶ月）で終了し，保定装置を装着し経
過観察を行った． 
【結果】 17歳 2ヶ月（手術後 7年 3ヶ月，矯正
治療終了後 3年），保定装置の適合・使用良好で，
上顎の咬合平面はほぼ水平であり，咬合の崩壊は

防げていた．顔面の非対称も軽度であった． 
【考察】 エナメル上皮腫は，良性歯原性腫瘍で

あるが，局所的には浸潤性に増殖するため，再発

も多く，稀に悪性化することも知られている．こ

のため，腫瘍摘出に伴い多数の歯を失うことも多

い．また腫瘍摘出後かなり期間が経過してから再

発することも多く，10年以上の経過観察が必要と
の報告もある．この経過観察中に，咬合が崩壊し

ていくことが予想される．我々は，矯正治療と保

定装置の工夫で咬合の崩壊を防ぎながら，経過観

察をしている症例を報告した． 
 右側大臼歯部の咬合を再建すべきと考えられる

が，それには，骨移植やインプラントなどが必要

である．このような外科的処置が，腫瘍再発の誘

発因子となる可能性もあるため，現在はこのまま

経過観察を行っている． 
【謝辞】 愛知医科大学歯科口腔外科風岡宜暁教

授，古橋明文先生に深謝いたします 
【文献】 1）今村綾, 今村節子, 今村基尊：エナ
メル上皮腫の初期病変を見逃し急速な増大を認め

た一例 －第一報 腫瘍摘出までの経緯－，小児歯
誌, 55(1) : 107-108, 2017. 

＜和文 A＞ 
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角化嚢胞性歯原性腫瘍の再発から基底細胞母斑症候群が疑われた 1例 
A case of basal cell nevus syndrome was doubted by a keratocystic  

odontogenic tumor recurrence. 
 

○小野真理子，新垣真紀子，日野綾子，小山田 優，福本	 敏，山田亜矢 
	 	 ◯Mariko Ono, Makiko Arakaki, Ryoko Hino, Yu Oyamada, Satoshi Fukumoto, Aya Yamada 

 
（東北大・歯・小児歯） 

Tohoku Univ. Dept. Pediatric Dent.  
 
【目的】 
	 基 底細胞母斑症候群（ Basal cell nevus 
syndrome）は、Gorin-Goltz 症候群とも呼ばれ、
PTCH1 遺伝子の異常により発症する常染色体優
性遺伝疾患である。基底細胞癌、角化嚢胞性歯原

性腫瘍（以下 KCOT と略す）、骨格異常、大脳鎌
石灰化などを主徴とし、7〜8 割以上に KCOT が
認められる。KCOT は特に 10 代での発症が多く
多発性、続発性にみられる。今回、我々は続発性

の KCOT および患児の顔貌所見から基底細胞母
斑症候群が疑われた症例を経験したので報告する。 
発表に際して、本人および保護者からの同意を得

た。 
【症例】 
	 患者：初診時年齢 10歳 5か月 
	 主訴：右下の永久歯が生えてこれない可能性が 
	 あると言われた。 
	 現病歴：下顎右側臼歯部に疼痛、違和感があっ 
	 たため近医を受診、パノラマエックス線写真よ 
	 り、下顎右側第二小臼歯の歯胚位置異常および 
	 萌出障害の可能性を指摘され、紹介により当科 
	 受診した。 
	 口腔内所見：Hellmanの歯齢ⅢＢ期。下顎右側 
	 乳臼歯部の歯肉頬移行部に膨隆を認める。 
	 エックス線写真所見：下顎右側第二乳臼歯歯根 
	 周囲から第二小臼歯歯冠部にかけて境界明瞭な 
	 透過像を認め、第二小臼歯歯胚は下方に位置し 
	 ている。 
	 全身的既往歴：1歳 6か月健診で足の骨の経過 
	 観察が必要と言われたが、その後は問題なし。 
	 家族歴：兄—てんかん（コントロール良好）、 
	 アレルギー性鼻炎。 
【処置および経過】 
	 	 CT撮影後、当院口腔外科に紹介。摘出した 

 
嚢胞は病理組織検査の結果、KCOTと診断され 
た。 
	 嚢胞摘出後当科にて下顎にリンガルアーチを装

着し、経過観察を行っていた。摘出から８か月後

の来院時に、左側頬部の腫脹および下顎左側第二

乳臼歯部の歯肉頬移行部の膨隆を認めた。パノラ

マエックス線写真上で同部に嚢胞様病変を認めた

ため、口腔外科で摘出、再度 KCOTの診断を受け
た。短期間での KCOTの再発、また患児は頭囲が
大きく、両眼隔離傾向の顔貌所見を呈していたこ

とから、基底細胞母斑症候群を疑い当院小児科に

対診を行った。巨頭症、顔面および頸部に複数の

茶褐色斑、頭部エックス線検査で大脳鎌の石灰化

が疑われる所見が認められた。遺伝子検査の結果、

PTCH1 遺伝子のヘテロ変異が同定され、基底細
胞母斑症候群と確定診断された。 
【考察】 
  基底細胞母斑症候群における KCOT は再発率
が高く、特に 10〜20 代での発症が多い。腫瘍の
大きさによっては近接する歯の抜去や顎骨切除術

が必要になる場合もある。また、基底細胞癌は年

齢とともに発症率が増加し、放射線・紫外線への

感受性が高いため二次がん予防のためにも早期診

断が重要となる。KCOT単発例でも若年の患者の
場合は基底細胞母斑症候群である可能性を考慮し、

全身的な既往歴や所見から必要があれば医科への

対診を行うべきであると考える。当患児は今後も

KCOTの再発の可能性は十分にあるが、基底細胞
癌予防のためにエックス線検査を最小限にしなが

ら注意深く口腔内の経過観察を継続していく必要

がある。 
【文献】 
	 1）横林敏夫，他：母斑性基底細胞癌症候群，	  
	 	 小口外誌，22：1-13，2012． 
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先天性魚鱗癬を有する患児の長期管理を行った１例 
A case of long-term management of child with congenital ichthyosis 

 
○日野綾子，小野真理子，新垣真紀子，齋藤	 幹，福本	 敏，山田亜矢 

Ryoko Hino, Mariko Ono, Makiko Arakaki, Kan Saito, Satoshi Fukumoto, Aya Yamada 
 

（東北大・院・小児歯） 
Tohoku Univ. Dept. Pediatric Dent. 

 
【緒言】 
	 先天性魚鱗癬は、胎児の時から皮膚表面の角層

が非常に厚くなり、さまざまな厚さの鱗屑、魚鱗

癬を伴う遺伝性角化異常症である。本疾患は、症

状により水疱型先天性魚鱗癬様紅皮症、非水疱型

先天性魚鱗癬様紅皮症、葉状魚鱗癬、道化師様魚

鱗癬等に分類され、有病者数は国内で100~300人
とされている非常に稀な疾患である。今回、我々

は重度先天性魚鱗癬を有する患児に対して全身麻

酔下で歯科治療を行った後、長期にわたり管理を

継続したので報告する。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：初診時年齢	 2歳 9か月。男児。 
主訴：虫歯の治療をして欲しい。 
現病歴：双子の弟が 2歳 6か月児健診にて、歯の
先天性欠如を指摘された。本患児は健診を受診で

きなかったため、歯数の精査を希望し、平成 27
年 6月(2歳 8か月)に全身疾患の管理を受けている
療育センターの歯科を受診した。全顎的な白濁及

び実質欠損が認められたため、全身麻酔下での治

療を勧められ、同年7月30日に当科初診となった。 
全身的既往歴：37週 3日、2562gで出生した。徐々
に皮膚の痒みがひどくなり、血液検査の結果、各

種アレルギー(卵、牛乳、乳製品、小麦、大豆、魚
卵、そば、犬の毛)が判明した。皮膚は魚鱗癬であ
り、重度の発赤状態が継続していたが、精神運動

発達遅延は認められなかった。1 歳 7 か月時にロ
タウイルスに感染し、その後遺症として精神運動

発達遅延、てんかん、嚥下障害及び四肢麻痺を発

症した。MRI所見の障害部位より皮質盲を示唆さ
れている。全身麻酔既往歴あり(生後 2か月時に鼠
径ヘルニア手術、2歳 8か月時に停留精巣手術)。 
 

 
家族歴：弟(二卵生双生児) 卵アレルギー。 
全身所見：初診時身長  78cm(<-3SD)、体重 
9.08kg(<-3SD)。全身の皮膚が発赤し、鱗屑、重度
の乾燥及び爪の黄色変性を認めた。 
口腔内所見：口腔清掃状態は不良で、全顎的な歯

肉発赤と腫脹、歯面の白濁及び実質欠損を認めた。 
デンタルエックス線所見：全顎的に歯髄腔に近接

する齲蝕様透過像を認めたが、歯周組織の異常は

認めなかった。撮影時、照射筒が患児の車椅子や

下肢と干渉し、また、患児が不協力で抑制が困難

だったため、下顎乳臼部は撮影不可であった。 
【処置および経過】 
	 患児は、多数歯にわたる重度齲蝕を有していた

ため、早急に治療を行う必要があった。しかし、

低年齢であり、さらに先天性魚鱗癬の皮膚症状に

より身体抑制下での頻回の齲蝕治療は困難である

と判断し、3 度の全身麻酔で全顎的な治療を行っ
た。その後、自宅でのブラッシングが困難である

ため、毎月来院し、口腔清掃及びフッ化物歯面塗

布を行いながら管理を継続している。齲蝕治療後

は、歯肉炎の改善も認められ、経過は良好である。 
【考察】 
	 先天性魚鱗癬は、発汗機能が非常に低下してお

り、体温調整が困難である。また、皮膚のバリア

機能が障害されるため、皮膚からの脱水や乾燥が

生じ、細菌やウイルスに感染しやすく、全身状態

が重篤化しやすい。そのため、点滴や清涼飲料水、

栄養剤等による水分補給を十分に行う必要がある。

患児も清涼飲料水で頻回に水分摂取を行っていた

ことが齲蝕の原因の 1 つであると考えられる。ま
た、本疾患の生命予後は、比較的良好であり、多

くの症例で生涯にわたり症状が持続するため、医

科との連携、早期の歯科的介入及び、定期的な口

腔ケアと齲蝕予防管理を行うことが重要である。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
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OFCD症候群患者の 1例 
A case of a girl with oculofaciocardiodental (OFCD) syndrome 

 
〇Miyuki Nishiguchi, Keigo Imamura, Haruka Nishimata, Kyoko Satoh,  

Yasunori Sasaki*, Taku Fujiwara 
 

Department of Pediatric Dentistry, Nagasaki University Graduate School of Biomedical  
Sciences And * Department of Dentistry, Kanagawa Children’s Medical Center 
 
【目的】 
 OFCD 症候群は先天性白内障，顔貌の異常，先
天性心疾患と歯の異常を特徴とする X 連鎖性優性
遺伝疾患である．我々が 2歳時より 10年超管理し
ている OFCD症候群女児では過剰歯，癒合歯，歯
の形態異常，乳前歯の長根，乳前歯歯根吸収不全を
認めた．今回，本疾患において認められた歯の異常
と，長根と乳歯歯根吸収不全について報告する． 
【症例】 
患児：14歳女子(2017年 12月時)  
主訴：永久歯萌出遅延（審美障害）  
既往歴：先天性白内障（術後）, ファロー四徴症（術
後），先天性右耳真珠腫（術後），先天性両側足趾（第
二趾）異形成（術後） 
現症：軽度精神発達遅滞，真珠腫性中耳炎，緑内障 
口腔内所見： 
永久歯交換不全，交叉咬合，叢生  
エックス線および CT所見： 
未萌出永久歯：，および正
中過剰歯の癒合歯，水平埋伏歯，部過剰歯 
タウロドント，前歯部歯根長根(図) 
歯科的経過 
1Y4M：萌出開始，4Y2M：乳歯列完成    
8Y9M：萌出  
8Y10M：抜歯，9Y3M~：萌出開始 
9Y5M：抜歯   
11Y2M：抜歯，11Y2M~：萌出開始 
11Y10 M：抜歯，12Y1M：萌出開始 
12Y10 M：抜歯 
破骨細胞および骨芽細胞分化の解析 
患児抜去歯（C：歯根尖があり，歯根未吸収）から
歯髄細胞を分離した．その細胞を 1)破骨細胞分化
培地あるいは，骨芽細胞分化培地で培養後 TRAP
染色で破骨細胞分化を， ALP染色で骨芽細胞分化
を観察した．健常児の交換期抜去乳歯（D：歯根吸 

 
収 2/3），便宜抜去永久歯(４：ほぼ歯根完成)から分
離した歯髄細胞をコントロールとして用いた． 

＜図＞パノラマエックス線写真（13Y10M） 

【結果】 
抜歯を行った下顎乳歯は全て根尖が残存し，歯根
長は長く吸収が見られなかった，抜歯後，後継永久
歯の萌出が促進された．  
OFCD症候群患児の歯髄細胞では，破骨細胞分化お
よび骨芽細胞分化を認めなかった． 

【考察】 
1)コントロールの健常児歯髄細胞では破骨細胞分
化を認めたが，患児の乳歯歯髄細胞からは破骨細
胞分化を認めなかった．このことから OFCD症候
群における永久歯交換遅延は，通常の乳歯脱落期
に破骨細胞が分化されず歯根吸収不全が原因であ
ることが示唆された． 
2)患児歯髄細胞では骨芽細胞分化が起こらなかっ
たことから，歯根形成が終了した本患児の乳歯歯
髄中では間葉系幹細胞の骨形性能は低い，もしく
は無かったと考えられた．しかし,永久前歯では未
だ歯根形成が継続している．OFCD 患者の永久歯
歯根では間葉系幹細胞の骨形成能が強化されたと
の報告 1）があることから間葉系幹細胞の骨形成能
は歯の形成時期においても異なると考えられた． 
【文献】1)Fan Z., Yamaza et al. BCOR regulates 
mesenchymal stem cell function by epigenetic 
mechanisms. Nat Cell Biol 11(8): 1002-1009, 
2009. 
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Cherubism と診断された女児の口腔管理 
A case of oral cavity management for Cherubism Pediatric Patients 

 
○加川千鶴世，関野貴大，国崎晋子*，国崎幸史*，神庭優衣，渡部由子，永山道代，島村和宏 

,Chiduyo Kagawa , Takahiro Sekino，Shinko Kunisaki*，Yukio Kunisaki*, Yuui Kanba，Yuko 
Watanabe，Michiyo Nagayama，Kazuhiro Shimamura* 

（奥羽大・歯・小児歯，くにさき小児歯科*） 
Ohu Univ. School of Dent. Dept. Oral Growth Pediatric Dent. Kunisaki Pediatric dentistry

 
【はじめに】 
ケルビズム（Cherubism）は、自己炎症性骨疾患

に含まれ、上顎および下顎の進行性 無痛性両側

性 拡大を来す疾患である。頬部の膨らみや眼球が

上方編位する特徴的な顔貌を呈し、「cherubic(天
使のような)」顔貌と例えられる。2～5 歳頃に発

症し、顎骨の膨隆は成長とともに進行するが、思

春期以降には縮小傾向にある。今回は本症例の口

腔管理を経験したので報告する。 
【症例】 
主訴：上顎両側第二乳臼歯の早期脱落および 

永久歯歯胚位置異常 
初診時年齢：６歳８ゕ月 女児 
家族歴：弟(２歳)－不明 近医にて観察中 
既往歴：上顎洞炎の診断を受ける。 

 抗菌薬投与中 
現病歴：４歳頃より顔貌に変化がみられる。 
６歳３ゕ月に上顎左側第二乳臼歯が動揺したため

近医を受診、 複数の永久歯歯胚の位置異常が見ら

れたため紹介にて当科受診となる。 
顔貌所見： 左側眼窩部に紅斑 両側頬部は対称性

に丸く腫大 眼球の上方編位がみられ、鼻根部は

平低化する。 
口腔内所見：上下顎乳側切歯、上顎両側第二乳臼

歯・上顎右側第一乳臼歯早期脱落 
上下顎歯槽堤の頬舌側方向への膨隆と口蓋の平坦

化。歯列弓幅径増大と長径の短縮化。(図 1） 
エックス線所見：上下顎骨に多房性の境界明瞭な

透過像 上顎両側側切歯の形態異常 永久歯歯胚

の骨内位置異常 下顎両側第一大臼歯の歯根以上

吸収がみられる。(図 2） 
【経過】 
初診時のパノラマエックス線写真により多房性の 

 
 

 
 
顎骨嚢胞が確認されたため本学口腔外科に精査を

依頼し Cherubism と診断される。口腔外科と連携

し、当科における診療内容は口腔衛生ならびに永

久歯の萌出に伴う歯列咬合育成の管理とした。 
〈7 歳６ゕ月〉口唇癖による下顎両側中切歯の動

揺がみられ、両側側切歯の負担を考慮し直径 0,7
㎜の歯科用鋼線こう用ワイヤー1,0 ㎜厚の義歯床

用可塑性レジンによるシーネを装着する。 
〈７歳７ゕ月〉 ワイヤーと床の連結が弱く破損。

頻繁な通院が困難なため２㎜のシーネを装着する。

口唇癖が緩和され下顎中切歯の傾斜に改善が見ら

れる。 
初診時より１年２ゕ月後、下顎角部に腫脹の膨大

傾向が認められ、パノラマエックス線写真では正

中部の嚢胞と思われる透過像の増大が見られた。 

   
＜図１＞初診時の顔貌写真と口腔内写真 

  
＜図２＞パノラマエックス線写真とセファロ写真 

【考察】 
本症患児は、成長期であるため骨の膨隆が進行し、

また下顎正中部の嚢胞も拡大しつつある。今後は

中切歯の動揺のみならず、萌出遅延や萌出位置異

常が予想される。小児歯科のみならず、矯正歯科

および口腔外科科との連携と、歯科衛生士を含め

たチーム医療の必要性が改めて示唆された。 
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重度の精神運動発達遅滞を伴う 症候群の児へ口腔衛生指導を行った一例

A case of tooth brushing instruction to Noonan syndrome patient with severe mental and motor 
retardation 

 
○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） 
Department of Dentistry and Orthodontics, Kurashiki Central Hospital

 
【目的】 

Noonan 症候群（NS）は低身長、眼瞼下垂、眼

間解離、内眼角贅皮、耳介低位などを呈する特異的

な顔貌、翼状頸、外反肘、胸郭異常、などの骨格異

常、先天性心疾患を主症状とする先天異常症候群

であり、知的障害や乳幼児期の摂食困難を認める

こともある。RAS/MAPK の遺伝子異常が原因で、

PTPN1 が責任遺伝子として報告されて以降、

SOS1、RAF1、などの遺伝子変異が同定されてき

た。家族例では常染色体性優性遺伝を示している

が、ほとんどは弧発例である。海外の論文では 1000
～2000 人に 1 人の発生頻度と報告されているが、

本邦においては 10000 人に 1 人程度と考えられて

いるものの、実際の発生頻度は不明である。 
今回我々は、口腔内衛生状態が不良な精神運動

発達遅滞を伴う NS の児に対し乳歯列期から永久

歯萌出開始期まで定期的な口腔ケアを行い、口腔

内環境の改善を図った 1 例に対し若干の考察を加

え報告する。 
【症例】 
初診時年齢 4 才 9 か月の男児。胎生 34 週、2222g

の低出生体重児として出生し、耳介低位、高口蓋、

小下顎、翼状頸、血小板減少、高ビリルビン血症、

低 ca 血症を認めた。歯科初診時、乳歯は全て残根

で著明な歯肉炎を認めた。栄養摂取は 3 時間毎の

人工乳のみであった。また重度の精神運動発達遅

滞のため、自身で歯ブラシを握り、口腔内へ挿入す

ることは困難であった。 
【結果】 
ADL は全介助が必要であるため、主に母親に口腔

衛生指導を行い歯肉炎の改善に取り組んだ。受診 
直後、まずはスポンジブラシを用いて口腔内清掃

を行うよう指導した。当初患児は号泣していたが、 
 

 
指導開始 3 か月後には問題なく口腔ケアを行うこ

とが可能となり歯肉の腫脹も軽減し乳歯の破折片

が口腔内に露出してきた。その後 1 年間受診が途

絶え、再受診した際には歯肉炎は再発し、児も口腔

内清掃を嫌がるようになっていた。以降は月に 1回

の頻度で定期的な口腔ケアおよび口腔衛生指導を

行い、徐々に児も口腔ケアを受け入れるようにな

った。現在下顎両側中側切歯、および上下顎両側第

1 大臼歯が萌出中である。摂食状況も徐々に改善し、

わずかながら固形物の摂取も可能になった。 
【考察および結論】 

保護者に対し口腔衛生指導を行うことにより、

ADL が著しく低い NS の児の口腔内環境の改善を

図ることが可能であった。NS は乳幼児期に触角や

味覚の過敏性がしばしば見られ養育上の問題とな

ることが少なくないとの報告もあり、NS の児に口

腔ケアを行う際は十分に留意し、無理強いするこ

となく受け入れ可能な手段を模索することが重要

であると考えられた。 
【文献】 
1） Opitz JM. The Noonan syndrome. Am J Med 

Genet 1985; 21: 515 – 518 
2） Tartaglia M, Mehler EL, et al. Mutation in 

PTPN11, encoding the protein tyrosin 
phosphatase SHP-2, cause Noonan 
syndrome. Nat. Genet 2001; 29: 465 – 468 

3)  水野誠二：先天異常症候群に見られる行動発達

の特徴－遺伝と行動とその理解－，神眼

2016; 33: 222 - 228． 
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多数歯に交換期障害を生じた Gardner 症候群の一例 
A case of Gardner syndrome with a plurality of errors in exchange of the deciduous and 

permanent teeth  
 

○釜崎陽子＊，今村圭吾，西俣はるか，藤原	 卓 
Yoko Kamasaki, Keigo Imamura, Haruka Nishimata, Taku Fujiwara 

 
（長大病・小児歯＊、長大院・歯・小児歯） 

Pediatric Dent. Nagasaki Univ. Hospital*, Nagasaki Univ. Dept. Pediatric Dent. 
 

【目的】	

	 Gardner症候群は、骨腫、皮下の軟部腫瘍等を伴う

家 族 性 大 腸 腺 腫 症 （ familial	 adenomatous	

polyposis:FAP）である。APC 遺伝子を責任遺伝子と

することが判明し、FAPと同一疾患とされるが、本症

候群は FAP の約 10％であるとされている。常染色体

優性遺伝疾患である。口腔領域では、骨腫以外に歯牙

腫、過剰歯、埋伏歯、セメント腫、含歯性のう胞など

が30-75％に報告されている。	

	 成長発育期小児の顎骨に生じた歯牙腫、過剰歯など

は、乳歯から永久歯への交換に障害を引き起こすこと

があるが、同一個体の顎骨で多発することは稀である。

本症例では、上下顎骨の複数箇所に歯牙腫及び過剰歯

を生じており、家族歴、既往歴からGardner症候群で

あると考えられた。治療に携わる機会を得たため報告

する。報告に関しては、本人と父親の同意を得た。	

【症例】	

患者：初診時年齢10歳9か月	 男児	

主訴：上顎前歯部乳歯残存、永久歯萠出遅延	

現病歴：学校歯科健診で齲蝕を指摘され近医受診した

際、上顎乳前歯残存を指摘され、当科紹介となった。	

既往歴：1歳2か月時、肝芽腫のため肝左葉切除術及

び化学療法を受けた。6 歳時に左側頭下皮下、8 歳時

には腰部皮下の類表皮のう胞摘出術を受けた。これら

の既往歴のため当院小児科で定期管理中である。	

家族歴：母親と母方の祖母、叔母はFAPの診断を受け、

すでに死亡している。	

現症：	

全身所見：特記事項なし	

口腔内所見：Hellmanの歯齢	 IIIB期	

	 	 	 現在歯	 	 6EDCBA	ABC4E6	

	 	 	 	 	 	 	 	 65	321	12CD56	

左右とも第一大臼歯は正常に咬合しているものの、上

顎は左上D以外の乳歯が全て残存しており、右上Dに

軽度の動揺を認める以外乳前歯には動揺を認めなか

った。下顎では、右下3は萠出開始し、Dは脱落後,	

後継永久歯はなく、歯槽部歯肉に膨隆を認めた。左下

は	C,Dが残存していたが、5が萠出完了していた。	

パノラマX線所見：複数箇所に歯牙腫または過剰歯様

の不透過像を認め、これらが、上顎乳前歯と左下 C
の歯根吸収を阻害しており、さらに後継永久歯歯胚の

形成遅延または位置異常を引き起こしている所見が

得られた。また、下顎両側６の歯根部に境界明瞭、不

正型な不透過像、左下Dの歯根形態の異常を認めた。	

コーンビームCT所見：上顎左右のAそれぞれの歯根

部に集合性歯牙腫、未萌出右下4の歯胚の咬頭部に集

合性歯牙腫、左下乳犬歯歯根部の舌側で矮小過剰歯と

して矛盾しない所見を得られた。 
臨床診断： 
＃１：上顎左右A歯根部口蓋側	 集合性歯牙腫 

＃２：右下4歯胚近傍	 集合性歯牙腫 

＃３：左下C歯根部舌側	 矮小過剰歯埋伏 

＃４：下顎両側６歯根尖部：骨腫疑い 

＃５：Gardner症候群 
処置および経過：上下顎の印象採得と下顎の保隙後、

口腔外科紹介とし、全身麻酔下で上顎乳前歯抜歯、歯

牙腫摘出、左下 CD 抜歯、左下 C 歯根部埋伏過剰歯

摘出、右下４部歯牙腫摘出が行われた。術後、上顎前

歯部には永久前歯を配列した可撤性保隙装置を装着

した。 
【考察】 

	 本症例は、APC遺伝子の変異は同定されていないもの

の、既往歴、家族歴、複数の顎骨病変よりGardner症候群

であると考えられた。小児外科による大腸の内視鏡検査

も予定されている。 

	 本症例では、年齢に不相応な、また上下顎でアンバラ

ンスな歯列以外に外表症状はなかった。歯列の異常に対

する気付きが顎骨病変の発見につながった。変化の大き

い混合歯列期では、顎骨内で異常が生じていれば早期に

気づく機会が多いとも言える一方、変化に応じた対応も

要求される。また、今後は骨腫などの病変のリスクも高

いと考えられ、長期的な歯科管理が必要な疾患群である。 

【文献】 

	 OPHIR D.K., et al. American J Med Gen Part C 313-332, 2013. 
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多数歯に歯根の形成不全が疑われた患者の口腔支援の 1 例	

A case of dental management for a child with multiple root formation anomalies 
 

○宮本茂広，宮本理恵	

Shigehiro	Miyamoto，Rie	Miyamoto	

（医療法人	 みやもと子ども歯科(松山市)	

Miyamoto Dental Clinic for Children 
 
【目的】	

	 歯根の形成不全は、無症状で経過するため看過

されることが多い。また、エックス線写真にて偶

然発見されることがほとんどで、短根歯や歯根吸

収との鑑別が難しいとされ、その報告も少ない。

今回多数歯に歯根の形成不全を認めた、初診時年

齢8歳10か月男児の口腔支援を経験したので報告

する。	

【症例】	

初診日：2014 年 9 月 16 日	

初診時年齢：8 歳 10 か月	 男児	

主訴：上顎の突出が気になる	

既往歴：特記事項なし	

家族歴：特記事項なし	

現病歴：近医を定期受診していたものの、母親が

患児の上顎の突出感が気になり当院を受診した。	

現症：Hellman の dental	age	ⅢA	

	 	 	 Sassouni の分類	 ClassⅡ	Long	

その他：舌癖、指しゃぶりの既往		

【経過】	

	 初診時の 2014 年 9 月(8 歳 10 か月)より、複数

歯に歯根の形成不全を認めた(図 1)。	

2016 年 1 月(10 歳 2 か月):不正咬合治療のための

検査。	

	 検査結果:叢生を伴った上顎前突症例と診断。	

		長期治療計画:上顎前突の改善後に叢生への対

応を行うプランを立案。	

2016 年 3月〜12 月:ネジ付き噛み締め型 FKO	を使

用。	

2017 年 1 月(11 歳２か月):再評価のための検査。	

	 上顎前突は改善(ANB6.5°→3.5°)した。	

	 検査時のパノラマエックス線写真を示す(図２)。 

【考察】	

本症例では歯根の完成する年齢にもかかわらず、

また、他の健全に成長した歯の根尖が閉鎖してい

るのにもかかわらず、当該歯には根尖の閉鎖を認

めなかったため単なる単根歯ではなく、歯根の形

成不全と判断した。ヘルトウィッヒ上皮鞘は歯根

の発達に先だって生じ歯根の大きさ、形、長さな

らびに湾曲を規定する。そして、ヘルトウィッヒ

上皮鞘の形成が妨害されると歯根に奇形が生じる

恐れがある 1)と報告されており、本症例において

もヘルトウィッヒ上皮鞘の発育が阻害されたと推

察した。しかしながら某大学病院小児科にて各種

検査を行ったものの、原因は特定できなかった。	

今後の不正咬合への対応は、主訴である上顎前突

様顔貌は改善されたので、叢生の対応を行う予定

である。しかしながら多数歯に歯根の形成不全を

認めるため、歯根の完成後に患児及び家族との話

し合いの上で対応方法を決定する予定である。	

	

〈図 1:	:初診時のパノラマエックス線写真〉	

	

〈図 2:	2017 年 1 月のパノラマエックス線写真〉	

【文献】	

1)James	K.	Avery,寺木良己,加賀山学,相山誉

夫.Avery 口腔組織・発生学第 2 版.医歯薬出版株

式会社,1999;81-85.	
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病を併発した

先天性両側性傍シルビウス裂症候群の１例

伊藤 香織、村本 周子、三輪 全三

（亀田クリニック歯科センター）

【緒言】

病は、乳幼児の舌下面に生じる褥瘡性

潰瘍、あるいはそれに基づく線維性肉芽組織の増

生を伴う疾患である。

今回、我々は先天性両側性傍シルビウス症候群の

患児に本疾患の発生を認め、治療経過について若

干の知見を得たので報告する。

【症例】

患者：女児、平成 年 月 日生

初診日：平成 年 月 日

主訴：授乳中に舌を切った

家族歴：双生児の同胞（男児）および、姉 名、

両親に特記事項を認めない。

既往歴および現病歴：生後 ヵ月時、脳 にて

先天性両側性傍シルビウス裂症候群と当院小児科

にて診断され、現在通院中。

現症：両側下顎乳中切歯が約 萌出、周囲歯肉

に異常所見を認めない。下顎乳中切歯切端に一致

して、舌下部に 12×10mm の楕円形の潰瘍を認める。

辺縁部は白く膨隆し、中央部は陥凹している。

臨床診断：下顎乳中切歯による 病

【処置と経過】

初診時：下顎乳中切歯切端を約 ｍｍ削合した。

日後：出血しているとの訴えで来院。潰瘍は縮

小傾向にあった。下顎乳中切歯切端をエッチング

後、あらかじめ楕円状にした光重合型コンポジッ

トレジン（ ）で被覆した。

日後：舌下部潰瘍は縮小し、白斑のみとなった。

基礎疾患に口腔機能障害が合併するため、 を除

去せず経過観察とした。

日後：他院にて 除去。

日後：舌裂傷が再発し、他院にて を再度接

着した。

日後：当院受診（前述の経過を聴取）。舌下部

に白斑を残し、潰瘍はほぼ治癒していた。

日後：授乳困難を訴えて来院。下顎右側乳中

切歯の が破折脱離していたため、全て除去して

低粘度の で切端を被覆した。上顎右側乳中切歯

の萌出を認めた。

日後： がとがっていると訴えあり。楕円状

にした を追加して被覆した。舌下部に線維性の

瘢痕を認めた。

その後、 破折と再被覆を二回行っている。

体重増加不良のため、当院小児科にて経管栄養を

計画している。

【考察】

先天性両側性傍シルビウス裂症候群は、大脳外側

に位置するシルビウス裂周辺の構造異常もしくは

機能異常により、痙性麻痺、知能障害、高次脳機

能障害を併発する難治性疾患である。偽性球麻痺

症状として、摂食・嚥下・会話・唾液コントロー

ルが障害される。

本症例では、下顎乳中切歯切端部を で被覆した

ことで 病の改善をみたが、 を除去し

たところ再発した。基礎疾患に伴う舌機能障害が

改善されていなかったためと考えられる。

裂傷の瘢痕化後にも体重増加不良が見られたが、

基礎疾患に起因する摂食困難が本態と考え、歯科

的には舌裂傷の再発を防ぐことを目標とした。今

後、舌裂傷の再発もありえるが、その場合は保護

床を作製する等の対応が必要と考えられる。

病の処置経過を追うにあたり、基礎疾

患の病態を把握して対応することが重要である。
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閉塞性睡眠時無呼吸症候群の１例 
A case of Obstructive Sleep Apnea Syndrome 

 
○金子末子，石橋あさこ 

Sueko Kaneko, Asako Ishibashi 
 

（かねこ歯科クリニック） 
Kaneko Dental Clinic 

 
【緒言】 

小児の閉塞性睡眠時無呼吸症候群は発達の遅れ

や成長障害の原因になりうる。 
今回、当院来院時に睡眠時無呼吸症候群が疑わ

れたことを機に、重症の閉塞性睡眠時無呼吸と診

断され、口蓋扁桃摘出術、アデノイド切除術を行っ

た結果、生活・行動・発育状況が変化、改善したと

考えられる患児について術前・術後の変化を、睡眠

時の動画と保護者からのレポートとともに報告す

る。なお、報告については保護者の承諾を得ている。 
【症例】 
初診時年齢：1 歳 0 か月、男児 
既往歴：言葉が遅く言葉の教室に通っている  
検診希望で当院を受診。定期的な検診を行ってい

た患児が、平成 29 年 2 月 3 日、2 歳 9 か月時、母

親の歯科治療中、当院のベビーベットで寝ていた。

あまりに大きないびきが聞こえてくるため、様子

を見に行ったところ睡眠障害を認めた。母親に承

諾を得てその様子を動画に記録し、治療後見ても

らい、小児科や耳鼻科受診を勧めた。母親も日常の

様子やいびきが気になり、医師に相談したが、まだ

小さいし鼻づまりもあるため様子をみましょう。

と言われたとのことだった。睡眠外来への受診を

勧め、希望時に紹介状を準備することを説明した。 
【経過】 

その後、母親は患児が自宅で寝ている様子を動

画で記録し、かかりつけの小児科受診時に見せ、睡

眠外来を紹介され検査入院した。平成 29 年 2 月 28
日、終夜睡眠ポリグラフ検査を行った。その結果、

無呼吸低呼吸指数(AHI)：40.9 と重症の閉塞性睡眠

時無呼吸と診断され、5 月 12 日、口蓋扁桃摘出術、

アデノイド切除術を行った。8 月 30 日、術後評価

の終夜睡眠ポリグラフ検査より無呼吸低呼吸指数

(AHI)：2.7 と軽症の閉塞性睡眠時無呼吸と診断さ

れたが、術前と比較しかなりの改善を認めた。また、 

 
母親による術前・術後のレポートでは、術後は驚く

くらい静かに寝ており、言葉の数が増え、日中の活

動量も多く活発に活動する時間が増えた。とのこ

とであった。実際に私達も、来院時の患児は、術前

は動作がゆっくりしている。という印象だったが、

術後は、動作も速くなり、明らかに活発になったと

感じた。 
【考察】 

今回、患児が、たまたま当院で寝ていた様子から

睡眠障害を確認できたが、低年齢の小児は、自らが

その症状を訴えることはない。また、患児は、1 歳

から 3 回、定期健診にて当院受診があったが、い

びきや生活の様子について詳しい問診ができてい

なかったことは小児歯科医として反省すべきこと

である。 
小児の場合、小児科や耳鼻科などでもまだ小さ

いので様子をみましょう。と言われる場合も少な

くない。中山は 3 歳以下の小児は手術しない施設

が多く、それは正しい選択肢ではない。睡眠時呼吸

障害が小児に与えるリスクが高いことを認識する

ことができたら、症例に応じてハイリスクでも手

術を行うべきだと提案したい。と述べている 1)。睡

眠時無呼吸症候群による発育・発達途上の小児へ

の影響を考えると、小児の生活をみつめることが

できる我々小児歯科医の問診や気づき、睡眠外来

への橋渡しなど、役割は非常に重要である。 
また、スマートフォンの普及した現在、睡眠時無

呼吸症候群が疑われた場合は動画で記録すること

は診断の一助となると考える。 
【文献】 

1）中山明峰：耳鼻咽喉科医が学ぶ睡眠医療の基

礎，口咽科 2013：26(1)：47～52. 
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当大学臨床実習における基礎疾患を有する小児患者の保護者に対する医療面接 
The simulation advanced medical interview 

for the protector of the child with the basic disease in our hospital 
 

○高橋万莉，新田雅一，川島翼，志賀正康，松島瞳，杉山智美，浅川剛吉，島田幸恵 
Mari Takahashi，Masakazu Nitta，Tsubasa Kawashima，Masayasu Shiga， 

Hitomi Matsushima，Tomomi Sugiyama，Takeyoshi Asakawa，Yukie Shimada 
 

（昭和大・歯・小児歯） 
Showa Univ. Dept. Pediatric Dent.  

 
【緒言】 
基礎疾患を有する患者は近医からの紹介で大学

病院に来院することが多い。我々歯科医師は安

心・安全な医療を提供するために，地域連携と医

療連携を念頭に入れ初診時の医療面接を行うこと

が重要である。 
当科では，医療面接のスキルと疾患への理解度

を確認するために，歯学部 5年生の小児歯科臨床
実習時に初診時医療面接シミュレーション実習

（以下各科 OSCE）を実施し，課題実施後，学生
に自己評価と課題に対するアンケート調査を行っ

ている。今回我々は課題の評価とアンケート調査

の結果をまとめたので報告する。 
【対象と方法】 
対象は平成28年度の歯学部5年生89名とした。 
方法は，基礎疾患（心室中隔欠損症）を有する

患者が，「口の中に白いものが出てきた」という主

訴でかかりつけ医からの紹介で来院するというシ

ナリオを想定した。資料は予診票と下顎右側中切

歯が舌側に萌出し，下顎両側乳中切歯が残存して

いた口腔内写真とエックス線写真を用いた。 
初診時の医療面接を患者の保護者に対して行い

（課題 1），その後，基礎疾患に対する病状照会状
作成（課題 2），紹介元医院への返信書作成（課題
3）の 3課題を評価した。さらに模擬患者の保護者
評価，概略評定も評価した。また，それぞれの課

題の自己評価・難易度・理解度などのアンケート

調査を実施した。 
【結果】 
結果は，課題 1，2，3とも基本的面接スキルや
予診票に記載されている項目に関しては情報収集

が概ねできていた。しかし，予診票に記載されて

いる基礎疾患と歯科治療に関連する情報収集が不 

 
十分であった。 
課題 1の医療面接では「共感的態度」，「当日の体
調確認」，基礎疾患に関しては「疾患の治療状況」，

「家族歴」を聴取することが困難であった。 
課題 2の病状照会状作成では「次回の予約日」，
「抗菌薬の予防投与と抗菌薬の必要性」，「緊急時

の対応」の記載が不十分であった。 
課題 3の紹介元医院への返信書作成では「紹介

元の医療機関の情報」，「下顎両側乳中切歯の抜歯

の必要性」が明記できていない者が多かった。 
アンケート調査では，医療面接の「態度，身だ

しなみ」，「歯科疾患についての理解度」に関して

は高く自己評価をしていた。しかし，「基礎疾患に

ついての理解度」，「病状照会状の作成」に関して

は理解度が低いと感じている学生の割合が多い傾

向を示した。課題の難易度は 62％の学生が適切で
あると回答しており，すべての学生が病状照会の

必要性を認識することができたと回答した。 
【考察】 
今回我々は，本学学生の医療面接のスキルと疾

患への理解度を確認するために各科OSCEを実施
した。基本的医療面接スキルは当科のみではなく，

2 年時より教育を行っているため評価が高かった
と考えられる。しかし，基礎疾患を有する患者へ

の歯科治療に関連する情報収集が不十分であった

のは，疾患の知識はあるが臨床の経験がないこと

が要因と考えられる。また各科 OSCE実施後，基
礎疾患の正しい知識の必要性や病状照会の重要性

を再認識した学生が多く，意識の向上に寄与でき

たと考えられる。 
我々は患者にとってより安全な医療を提供する

ため，スムーズな地域連携と医療連携ができる歯

科医師を育成していく責務を再確認した。 
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Objective evaluation of preformed metal crown preparation using a three-dimensional laser system. 
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Asahi Univ. Dept. Pediatric Dent. 
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 Correlation between BMI and Dental Age in Korean Children and Adolescents 
 

Byurira Kim1, Ik-Hwan Kim1, Sungshil Lim2, Yowon Jeon1, Je Seon Song1* 
 

1Yonsei Univ. Dept. Pediatric Dent. 
2Yonsei Univ. Graduate School of Public Health. 

 
【Objects】 

Childhood obesity is the most prevalent 
chronic health condition in pediatric population 
and many recent study suggested interesting 
correlation between child obesity and dental 
caries or maturity. The purpose of this 
investigation was to determine relationships 
between body mass index (BMI) and dental 
maturity in Korean children and adolescents.  

 
【Material & Methods】 

This study was performed on a sample of 
panoramic radiographs taken from 600 healthy 
Korean children (300 girls and 300 boys) aged 5 
to 10 years who were randomly selected among 
patients who visited Department of pediatric 
dentistry, Yonsei University Dental Hospital 
between Jan 1st, 2010 and Mar 14th, 2017.  

The BMI was calculated according to the 
standard equation from the Centers for Disease 
Control and a BMI percentile according to sex 
and age was obtained. The index of Demirjian 
was used to evaluate the panoramic 
radiographs and determine dental maturity. 
Analysis of variance (ANOVA) was performed to 
test the correlation between weight status and 
dental age, followed by Tukey post hoc test. The 
relationship between BMI and dental maturity 
was also analyzed with linear regression 
analysis. 

 
【Results & Discussion】 

This study showed significant differences 
between weight status and dental age (ANOVA, 
P=0.015). There was statistically significant 
correlation between normal and obesity (Tukey 
post hoc test, P=0.002), however, no significant 

interactions were found between normal and 
overweight (P=0.119), overweight and obesity 
(P=0.629). The linear regression showed that 
the dental age was associated with BMI 
percentile (P<0.001). The linear regression 
coefficient [B] was higher in girls than boys 
(boys [B]=1.674, P<0.001; girls [B]=1.96, 
P<0.001).  

 
Fig.1 Linear regression analysis of BMI(%) and dental 

maturity for each gender 

 
【Conclusion】 

The results showed statistically significant 
correlation between body mass index and tooth 
development in Korean children and 
adolescents.  
【References】 
 1）DuPlessis, Elizabeth., et al. “Relationship 

between body mass and dental and skeletal 
development in children and adolescents.” Am 
J Orthod Dentofacial Orthop 150:268-273, 
2016 

  2）Hilgers, Kelly K., et al. “Childhood obesity 
and dental development.” Pediatric dentistry: 
18-22, 2006 

  3) Demirjian A, Goldstein H, Tanner J.” A 
new system of dental age assessment.” 
Human biology:211-227, 1973 
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Anterior Spacing and Crowding in the Primary Dentition in Hwaseong City  
: A Preliminary Study  

 
Ji-Yea Han, Dong hwan Hwang, Hyung-Jun Choi, Byungjai Choi, Je Seon Song, Seong-Oh Kim * 

 
Yonsei Univ. Dept. Pediatric Dent.  

 
【Objects】 
  The aim of this study was to investigate the 

prevalence of anterior spacing or contact/crowding 

in the primary dentition in Hwaseong city, a satellite 

town of Seoul. Understanding of the frequency of 

physiologic interdental spaces is important to 

pediatric dentists. Moreover, this can be the basis 

for long-term research on anterior spacing in the 

primary dentition, in Korea. 

 

【Material & Methods】 
  This study was approved by the institutional 

review board of Yonsei University Dental Hospital 

(2-2016-0019). Photographs of the anterior 

segment of 237 children satisfied the criteria. 

The presence of primate spaces and 

developmental spaces was assessed by the 

proximal contacts. 

 

【Results & Discussion】 
  Physiologic spacing was observed in 47.3% 

and 38.0% of the cases in the upper and lower 

arches, respectively. 43.5% showed the presence 

of two-segment contact or crowded dentition. 

Physiologic spacing was observed more in boys 

than in girls. In the maxilla, primate space was more 

frequent than developmental space; however, in 

the mandible, the difference was low. In the maxilla, 

the space between the central incisor and the 

lateral incisor was more frequent than the space 

between both central incisors. In contrast, in the 

mandible, the space between both central incisors 

was more common than the space between the 

central and lateral incisors or between the lateral 

incisors and canine. 

 

 

Table 1. Frequency of spacing or contact/crowding 

 

 
【Conclusion】 
 The present study describes the tendency for 

anterior spacing and crowding in the primary 

dentition. Further longitudinal studies with a larger 

sample are needed. Dentists should consider these 

concepts of spacing or contact/crowding when 

performing full coronal restorations of primary 

anterior teeth.  

 
【References】 

1 Korean Academy of Pediatric Dentistry : 

Pediatric adolescent dentistry, 5th ed. 

YENANG INC., 566-569, 2014. 

2  Im DH, Kim TW, Nahm DS, Chang YI: Spacing 

and crowding of the primary dentition in 

Korean children-relationship to tooth sizes and 

dental arch dimension. Korean J Orthod, 

36:84-90, 2006. 

3  Funatsu T, Matsumoto H, Tanaka M: The 

correlation between deciduous tooth crown 

size and interdental space in japanese 

children. A comparison of the present status 

with that of 20 years ago. Jpn J Pediatr Dent, 

40:843-850, 2002. 

 Arches Boys Girls Total 

N % N % N % 

Spacing Upper 68 29 44 19 112 47 

Lower 57 24 33 14 90 38 

Both 45 19 23 10 68 29 

Contact 

/crowding 

Upper 57 24 68 97 125 52 

Lower 68 29 79 33 147 62 

Both 46 19 57 24 103 44 
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Effect of RAMPA Treatments on the Pharyngeal Airway Volume and Facial Pattern Changes 
 

○Hyeong-un Kim1, Yasushi Mitani2, Dae-woo Lee1, Jae-gon Kim1, Yeon-mi Yang1 
1Department of Pediatric Dentistry, Chonbuk National University, Jeonju, Korea, 

2RAMPA Educational Institute, Tokyo, Japan 
 
 

【Objects】 
The purpose of this study was to assess the 

changes of upper airway volume and facial 
pattern by using cone-beam computed 
tomography and lateral cephalogram in 
patients who were treated with RAMPA system. 
 
【Material & Methods】 
Subjects were 16 orthodontic patients with 

mean age of 8.7 years (range, 4~13 years). 
Patients were treated with RAMPA system 
(treatment time; mean: 7.9m, range: 4~14m). 
CBCT and lateral cephalogram images were 
taken before(T0) and after(T1) the treatments.  
Pharyngeal airway volume was measured using 
InVivo 5(Anatomage) software with CBCT 
images. Cephalometric analysis was performed 
to analyze the changes of facial pattern and 
hyoid bone position. The data of before and after 
the treatment were statistically analyzed with 
Wilcoxon signed rank test. 
 
【Results & Discussion】 
After RAMPA treatments, there was 

statistically significant increase of retropalatal 
and retroglossal airway volume(p < 0.05). 
Midfacial length and A-SN7⊥, which represent 
anterior growth of midface, increased(p < 0.05). 
The position of the hyoid bone was not 
statistically significant, showing no vertical 
growth of the face. 
 
 
Table 1. Pharyngeal airway volume changes 
after RAMPA treatment 

 T0 T1 p-value 
RPV (cc) 5.52 6.68 0.001 *** 

RGV( cc) 6.42 8.84 0.003 ** 
Total (cc) 11.59 15.56 < 0.001 *** 

Pd-2 (mm) 36.48 38.00 0.008 * 
Wilcoxon signed rank test  
T0 : before treatment, T1 : after treatment 
RPV : retropalatal airway volume 
RGV : retroglossal airway volume 
Pd-2 : linear measurement from PNS to 
bisecting point between Sella and Basion 
【Conclusion】 
RAMPA treatments can increase airway 

patency in the patients with airway space 
deficiency problem and redirect jaw facial 
growth anteriorly, in a more horizontal direction, 
resulting in development of better facial profile. 
 
【References】 
(1) Mitani,Y, Banabilh SM, Singh GD : 

Craniofacial changes in patients with class 
Ⅲ malocclusion treated with the RAMPA 
system. Int J Orthod Milwaukee, 21:19-25, 
2010. 

(2) Weissheimer A, Menezes LM, Sameshima G, 
Enciso R, Pham J, Grauer D : Imaging 
software accuracy for 3-dimensional 
analysis of the upper airway. Am J Orthod 
Dentofacial Orthop, 142:801-813, 2012. 
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 Anterior Tooth Alignment Using Mini-Tube Appliance (MTA) 

 
○Yun Yeong Jeong, Woo Bum Jung, Ok Hyung Nam, Hyo-Seol Lee, Sung Chul Choi 

Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Kyung Hee University, Seoul, Korea  

 

【Objects】 

  As orthodontic techniques progress, patients 

are more likely to be esthetically and simply 

treated. Mini-Tube Appliance (MTA) is 

developed for rapid anterior alignment, 

including minor crowding, rotations and 

We present clinical cases using MTA for 

alignment. 

 

【Material & Methods】 

MTA technique use a round tube with length of 

3mm, outer diameter of 0.71mm and inner 

diameter of 0.46mm. To orthodontic bonding, 

use a conventional acid etching and bonding 

technique. Applying small resin on tooth, place 

MTA tube following the principle of bracket 

bonding. After light curing, add the resin 

around MTA tube being careful not to block the 

tube inside. Commonly 0.12/0.14 inch NiTi wire 

was used. The treatment time usually is within 

6 month. The present report reviews four 

patients treated with MTA at our Department. 

 

【Results & Discussion】 

Each patient used MTA to treat spacing, 

diastema, rotation, and aligning of the anterior 

maxillary teeth. MTA was attached to six teeth 

from the maxillary right canine to the left 

canine of all patients. Treatment with MTA 

terminated within 3 months, including the 

retention period.  

 

【Conclusion】 

MTA has been developed especially for rapid 

anterior teeth alignment. The use of MTA is 

increasing because of the satisfaction of 

patients, as well as the convenience in dentist. 

We present successful cases using MTA 

technique and showed short term treatment of 

anterior teeth alignment.  

 

【References】 

 1）Hwang HS, Jeon HR, Lee GH, et al.  A 

new orthodontic appliance for rapid 
anterior alignment in adults; Mini Tube 
Appliance(MTA), J Korea Dent Assoc. 
49:334-45, 2011. 

 2）Easy entire orthodontic treatment with 

I-Tube, myungmoon, 2016, Nam JS, Park 
SG 
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 Wear of CAD/CAM Polymeric Materials against Primary Teeth: in vitro study 
 

○Eunjeong Jang 1, Eunju Song 1, Heejung Lim 1, Eungyung Lee1, Jaewon Choi 2, Jungbo Huh 2 and 

Taesung Jeong* 1 

 

1  Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Pusan National University, Korea(Rep.). 

2 Department of Prosthodontics, Dental Research Institute, Institute of Translational Dental 

Sciences, BK21 PLUS Project, School of Dentistry, Pusan National University, Korea(Rep.). 

 
 
【Objects】 
  The aim of the study was to evaluate the 
effects of polymeric CAD/CAM materials on 
antagonistic primary tooth wear.  
【Material & Methods】 
 Five CAD/CAM polymeric materials were 
examined: Vipi Block Monocolor (VBM), 
Yamahachi PMMA (YAP), Mazic Duro (MZD), 
Vita Enamic (ENA), and Pekkton (PEK). All 
specimens were tested in a thermomechanical 
loading machine with primary canine as 
antagonist (50 N, 1.2 × 105 cycles, 1.7 Hz, 
5/55ºC). Wear losses of antagonist tooth and 
restorative materials were calculated using 
reverse modelling software and electronic scale. 
【Results & Discussion】 
  VBM and ENA showed significantly higher 
antagonist tooth wear than PEK (p < 0.05), but 
there was no significant difference was observed 
among the VBM, YAP, MZD, and ENA (p > 0.05). 
PEK showed largest value in the material 
volumetric and weight losses, but no significant 
difference was found in the volume losses 
among all materials (p > 0.05). In terms of 
material weight losses, PEK was significantly 
larger than ENA (p < 0.05), but there was no 
significant difference between VBM, YAP, MZD, 
and ENA (p > 0.05)(Fig. 1). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fig.1. Bar diagram of weight losses of material 
specimens (VBM: Vipi Block Monocolor; YAP: 
Yamahachi PMMA; MZD: Mazic Duro; ENA: 

Vita Enamic; and PEK: Pekkton). 
 
【Conclusion】 
  Volumetric and weight losses of materials 
showed similar wear behaviour. However, the 
wear patterns of antagonists and materials 
were different, especially in PEK. 
【References】 
 1) Choi, J.W.; Bae, I.H.; Noh, T.H.; Ju, S.W.; 

Lee, T.K.; Ahn, J.S.; Jeong, T.S.; Huh, J.B. 
Wear of primary teeth caused by opposed 
all-ceramic or stainless steel crowns. J. Adv. 
Prosthodont., 8, 43-52, 2016. 

 2) Lazaridou, D.; Belli, R.; Krämer, N.; 
Petschelt, A.; Lohbauer, U. occlusal 
restorations? A two-body wear study. Eur. 
Arch. Paediatr. Dent, 16, 165-172, 2015. 
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Extracellular DNA Levels Depends on the Number of Streptococcus mutans in Biofilms 
 

○Il-yong Jeong, Dae-woo Lee, Yeon-mi Yang, Jae-gon Kim 
 

Department of pediatric dentistry, Chonbuk National University, Jeonju, Korea 
 
 

【Objects】 
There is no concrete study that proved how S. 

mutans in biofilms had more eDNA than the 
bacterium in planktonic culture and what factor 
is associated with the levels of the eDNA within 
biofilms. Thus, in the present study, we 
investigated whether eDNA in S. mutans 
biofilms is: (i) from outside of the cells, which is 
secreted by the bacterium and exists in the 
media, (ii) the one that locates around and on 
the surface of the bacterium, or (iii) there are 
any factors that affect the levels of eDNA in 
biofilms. 
【Material & Methods】 
 Streptococcus mutans UA159 biofilms were 
formed for 52 h on hydroxyapatie (HA) discs in 
addition of 0% (w/v) sucrose + 0% glucose, 0.5% 
sucrose, 1% sucrose, 0.5% glucose, 1% glucose, 
or 0.5% sucrose + 0.5% glucose. Acidogenicity of 
S. mutans in the biofilms was measured after 
biofilm formation (22 h) up to 52 h. 
【Results & Discussion】 

After overnight culture, the biofilms grown in 
0.5% sucrose had more acidogenicity than those 
grown in 1% sucrose and the same pattern was 
shown by the biofilms formed in glucose. 
Biofilms cultured in 0.5% sucrose or glucose had 
more eDNA and CFUs and less extracellular 
polysaccharide (EPS) than the biofilms cultured 
in 1% sucrose or glucose at 52 h, respectively. 

This suggests that acidogenicity of S. mutans 
may not be much related to biofilm formation 
but is closely associated with the presence of 
sugar and number of the bacterium. 

 
Fig.1 pH of media after biofilm formation. pH of the 6 
different media were checked after change at 22 h, 31 
h, 46 h, and 52 h. Data represent the mean ± standard 

deviation of over 6 independent experiments. 
【Conclusion】 
 The results of this study show that the 
number of S. mutans in biofilms affects the 
concentrations of eDNA as well as the 
acidogenicity of S. mutans in the biofilms and 
the thickness of EPS is irrelevant with eDNA 
aggregation within biofilms. 
【References】 
1) Kuramitsu HK : Virulence factors of mutans 

streptococci: role of molecular genetics. Crit 
Rev Oral Biol Med, 4:159–176, 1993. 

2) Das T, Sharma PK, Krom BP, et al. : Role of 
Extracellular DNA in Initial Bacterial 
Adhesion and Surface Aggregation. Appl 
Environ Microbiol, 76:3405–3408, 2010. 

3) Koo H, Falsetta ML, Klein MI : The 
exopolysaccharide matrix: A virulence 
determinant of cariogenic biofilm. J Dent 
Res, 92: 1065-1073, 2013. 
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Comparison of Cariogenicity of Bovine Milk and Low-fat Milk on Streptococcus mutans 
Biofilm 

 
○Howon Park,  Minseon Hwang, Myunghwan Kim, Yeowon Kim 

 

Department of Pediatric Dentistry, Oral Science Research Center, 
College of Dentistry, Gangneung-Wonju National University 

 
 

【Objects】 
The purpose of this study was to compare 

the cariogenicity of commercially available 
bovine milk and low-fat milk in a biofilm model 
using the CDC Biofilm Reactor. 

 
【Material & Methods】 

Streptococcus mutans ATCC 25175 biofilms 
were formed on saliva coated bovine enamel 
slabs in a CDC Biofilm Reactor. Biofilms were 
exposed three times per day to one of the 
following materials: commercial whole milk 
(fat content: 3.4%), low-fat milk (fat content: 
1%), or 0.9% NaCl. Medium pH was measured 
at different time points. After 5 days, biofilms 
were separated from slabs to evaluate the 
CFUs. The biofilm thickness was observed by 
confocal laser-scanning microscopy (CLSM). 
Enamel slab’s demineralization was assessed 
by measuring surface microhardness before 
and after the experiment. 

 
【Results & Discussion】 

 

 
Fig.1 Medium pH of biofilms, according to 
treatment and time of biofilm formation. Each 
point represents the pH of medium. 

 
 
 

Fig.2 Streptococcus mutans cell count in biofilm    
assay 

For microhardness and CFUs assessment, 
no significant difference was found among the 
three groups. All groups showed similar 
pattern of medium pH change and biofilm 
thickness. 

 
【Conclusion】 

Our results showed that there was no 
difference in the cariogenicity between whole 
milk and low-fat milk. Both milks were 
relatively non-cariogenic compared to the 
control group. 
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【Objects】 

The aim of this study was to evaluate the 
proximal caries detecting ability and identify 
the optimal cut-off values of two types of laser 
fluorescence (LF) devices; DIAGNOdent® and 
DIAGNOdent®pen (KaVo, Biberach, Germany) 
【Material & Methods】 
 The number of proximal surfaces participated 
in this study were 164 surfaces in primary 
dentition and 438 surfaces in permanent 
dentition. Each tooth surface was sequentially 
assessed by two types of LF devices, and 
bitewing radiograph. The radiographs were 
classified into 3 groups in primary dentition 
(pR0, pR1, pR2), and 4 groups in permanent 
dentition (PR0, PR1, PR2, PR3) according to the 
depth of caries, and used as gold standard. 
【Results & Discussion】 

In primary dentition, the Area Under the 
Curve (AUC) values of DIAGNOdent® were 
0.851 and 0.890, and those of DIAGNOdent®pen 
were 0.883 and 0.917, respectively in enamel 
caries and dentin caries. In permanent 
dentition, the AUC values of DIAGNOdent® 
were 0.762 and 0.886, and those of 
DIAGNOdent®pen were 0.828 and 0.958, 
respectively in enamel caries and dentin caries. 

 
 

 
 
 
 
 

Fig.1.  Receiver operating characteristics curves of 
DIAGNOdent® (DD, broken line) and DIAGNOdent® 
pen (DDpen, solid line) at pR1 threshold (A, enamel 

caries), and pR2 threshold (B, dentin caries) in 
primary dentition.  

【Conclusion】 
When detecting proximal caries in posterior 
teeth with LF devices, DIAGNOdent®pen is 
more useful than DIAGNOdent® in both 
primary and permanent dentition. However, in 
primary dentition, DIAGNOdent® can also be 
useful to detect proximal caries. 
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【Background】 
Duchenne muscular dystrophy (DMD) is a severe 
type of muscular dystrophy. The symptom of 
muscle weakness begins around the age of 4 in 
boys and worsens quickly. Most patients are 
unable to walk at the age of 12 and scoliosis is 
also common for them. Some may have 
intellectual disability. 
Decreasing muscle function is associated with 
increased plaque and calculus accumulation, 
leading to gingival inflammation in the oral 
cavity. 
The purpose of this report is to present a case 
about caries treatment of a 5-year-old male 
patient with DMD under general anesthesia 
 
【Case】 
A 5-year-old, 22.6 kg boy with DMD was referred 
to Seoul National University Dental Hospital, 
Seoul, South Korea, for caries treatment. A 
number of dental caries in primary dentition 
were identified during clinical oral examination. 
Due to dental anxiety and underlying systemic 
disease, general anesthesia was considered. 
General anesthesia was induced and maintained 
with intravenous anesthetics. Caries treatments 
– resin restoration, pulpotomy, stainless steel 
crown restoration – were performed. Under 
general anesthesia, successful dental procedure 
was done. 
General anesthesia was induced and maintained 
by target controlled infusion of propofol, 
remifentanil, and oxygen. Inhalational 
anesthetics were not administered, because it 
has been suggested that DMD patients develop 
significant complications such as malignant 

hyperthermia and rhabdomyolysis with 
inhalational anesthetics. 
Since propofol does not activate the ryanodine 
Ca2+ receptor in contrast to inhalational 
anesthetics, propofol is more appropriate than 
sevoflurane for patients with progressive 
muscular dystrophy to prevent complications. 

 
Fig.1 panoramic radiography of the patient before the 

treatment 

 
【Conclusion】 
In conclusion, this case report suggests that 
target controlled infusion of propofol is a safe 
component as anesthetic strategy for the 
patients with DMD. 
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【Introduction】 
Rhabdomyosarcoma (RMS) is a rare 

malignant neoplasm comprising less than 1% of 
all head and neck cancer but is the most 
common soft tissue sarcoma in pediatric 
population. This study reports the diagnosis, 
histopathology, and treatment of a child with 
RMS and demonstrates the importance of early 
diagnosis and multidisciplinary approach in the 
treatment of RMS.  

 
【Case Report】 

A 12-year-old girl was referred to the 
Department of Pediatric Dentistry at Kyung 
Hee University from a local clinic for the 
treatment of her right facial swelling and pain. 
Two weeks prior to visit, she was treated 
endodontic therapy on her right maxillary first 
molar in the local clinic for the management of 
her right facial swelling. The clinical 
examination revealed right facial swelling and 
trismus. The intraoral examination was not 
possible due to trismus. She was prescribed 
antibiotics and analgesics and decided to 
continue root canal therapy after facial swelling 
subsides. 
  After 1 week, however, her facial swelling 
didn’t resolve with antibiotics so she was 
consulted to Department of Otolaryngology and 
was decided to be admitted for further 
evaluation. Following surgical biopsy under 
general anesthesia, she was finally diagnosed 
with embryonal rhabdomyosarcoma spindle cell 
type. Treatment consisted of chemotherapy and 
radiation therapy. 

Fourth cycle of ICE protocol was planned but  

tumor mass showed a progressive increase in 
size after third ICE protocol. Its dimensions 
were approximately 88 x 60 x 74 cm. Therefore, 
palliative operation has been scheduled in 
Department of Otolaryngology under general 
anesthesia. Her therapy related to the tumor is 
still continued with repeated chemotherapy and 
radiation therapy 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Results of CT scan showed that a large low attenuated 

mass-like lesion was located in nasopharynx, and its 

dimensions were approximately 66 x 50 x 45 cm. (A & B) 

MRI results showed the large 67 x 53 x 54 cm highly 

suggested malignant tumor at right masticator-parapharyngeal 

space-infratemporal fossa. (C & D) 

 
【Conclusion】 

Early diagnosis is critical to institute a timely 
multidisciplinary approach for the favorable 
prognosis. The dental professional should have 
time-limited plan for antibiotic therapy from 
onset of treatment of a child for suspected 
infection. Appropriate radiographic and prompt 
biopsy for suspected or diagnosed malignancies 
is essential. Immediate referral to the 
appropriate specialties is also important.  
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【Background】 

Lupus erythematosus is an autoimmune disease in 

which the body's immune system mistakenly attacks 

healthy tissue in many parts of the body. A person 

with lupus, depending on the type of disease, may 

face a variety of different dental problems. Because 

lupus is an autoimmune disease that affects the 

collagen tissue in the entire body, the collagen 

component of the mucosa of the mouth, including 

the gingival tissue and salivary glands also present 

the symptoms seen elsewhere in the body. A 

person with lupus demonstrates increased levels of 

dry mouth leading to increased levels of caries, 

periodontitis and candidiasis. 

The purpose of this poster is to describe the 

considerations for dental care for an uncooperative 

child with lupus erythematosus under general 

anesthesia. 

【Case】 

A 5 year old boy with Lupus erythematosus visited 

Seoul National University Dental Hospital 

complaining dental caries and frequent stomatitis. 

The patient had multiple dental caries requiring 

dental caries treatment and was scheduled for 

dental treatment under general anesthesia. Because 

of the uncooperative behavior and severe gag 

reflex, general anesthesia was planned for dental 

treatment.  

He was taking Piroxicam(nonsteroidal anti-

inflammatory drug) , Metotraxate(immune system 

suppressant), Troxipide(non-antisecretory gastric 

cytoprotective agent), Folic acid.  

As a result of medical consultation before treatment, 

there was no special dental cautions, but Piroxicam 

(nonsteroidal anti-inflammatory drug) should be 

stopped to prevent bleeding from 5 days before 

treatment to 5 days after treatment. And 

prophylactic antibiotics can be taken when needed. 

Dental treatment was successfully performed and 

no complications were observed during and after 

the operation.  

【Conclusions】 

Lupus erythematosus is an autoimmune disease 

which affects systemic collagen tissue. Oral 

symptom and signs include ulcerations of the 

mucous membranes and dental caries due to dry 

mouth. Depending on the type of medication the 

person is on, such as steroids, cyclosporin, 

methotrexate, their side effects may have an 

influence in the healing capability of the individual. 

Also, for an accurate assessment of progression of 

disease and systemic condition, blood test and 

consultation with the physician must be needed 

before dental treatment. And prophylactic 

antibiotics can be taken when needed.  
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Introduction 
  Patients with severe gag reflex (SGR) have 
difficulty getting the treatment they require in 
local clinics, and many tend to postpone the 
start of their treatment.  
 Dentists have used behavioral techniques 
and/or pharmacological techniques for 
treatment. Among the pharmacological methods 
available, propofol IV sedation is preferred over 
general anesthesia because it is a simpler 
procedure.  
 Propofol in combination with remifentanil is 
characterized by stable sedative effects and 
quick recovery, leading to a deep sedation. 
Remifentanil acts to reduce the pain caused by 
lipid-soluble propofol on injection. The 
synergistic effects of propofol-remifentanil 
include reduction in the total amount of drug 
required to achieve a desired sedation level and 
anti-emetic effects.  
 In this case report, we outline how the use of 
propofol-remifentanil IV sedation enabled us to 
successfully complete a wide range of dental 
treatments in a patient with SGR 
Methods 

- Supplemental oxygen at 2 L/min via a nasal 
cannula 

- IV line 
   : Propofol-remifentanil administration  
Discussion 
IV sedation delivers quick onset time of 

sedation and allows control of sedative effects, 
rapid recovery, and safety. 
Propofol is highly lipid-soluble and provides 

quick redistribution, rapid onset of action, short 
duration of effect, and rapid recovery with 

minimal post anesthetic side effects. Low 
incidences of nausea or vomiting post 
anesthesia enable early discharge and, when an 
appropriate dose is used, anxiolytic effects like 
midazolam and amnesiatic effects are observed.  
However, propofol causes a 30% drop in 

arterial blood pressure and exhibits severe 
respiratory suppression. 
Remifentanil in combination with propofol 

reduces the total dose of propofol required to 
achieve deep sedation, resulting in reduced 
recovery time and reduced severe pain related 
to sedation.  
A study reported that remifentanil is more 

effective in suppressing GR when the patient 
can cooperate during the treatment process 
because propofol has stronger sedative effects 
than attenuating effects on GR.  
Prolonged use of propofol can cause propofol 

infusion syndrome, which induces lipidemia 
and metabolic acidosis, and reduced cardiac 
contraction.  
Conclusion 
This case confirms that patients with SGR can 
receive almost all dental treatments under IV 
sedation. 
In approximately 60 cases treated over the last 
4 years, there has been no situation in which 
severe gag reflex was not controlled and 
treatment had to be discontinued. 
In conclusion, propofol-remifentanil IV sedation 
is an effective method for reducing SGR, and 
enables almost all dental treatments to be 
completed successfully, along with positive 
effects on behavior management. 
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Introduction 
 Sevoflurane sedation in pediatric and disabled 
patients has the advantage of faster induction 
and recovery compared to general anesthesia, as 
well as minimum influence on the respiratory 
and cardiovascular functions, and airway 
protective reflexes. This study aimed to evaluate 
the clinical efficacy of sevoflurane sedation used 
in dental treatment at one provincial dental 
clinic center for the disabled. 
Material and Methods 
We investigated patients’ age, reasons for 

undergoing sedation, medication history prior to 
treatment, duration of anesthesia, treatment 
length, type of treatment, and yearly patterns, 
for 387 cases of dental treatments performed 
using sevoflurane sedation from January 2013 
to October 2016. 
Results 
We analyzed 387 cases (215 male patients, 172 

female patients). Male patients aged 20 year or 
older accounted for 39.0% of all patients, 
marking the highest proportion. Patient’s lack 
of cooperation was the most common reason for 
performing dental sedation. Prosthetic 
treatment was the most frequently practiced, 
accounting for 174 treatment cases. The mean 
lengths of the entire treatment and of the 
dental procedure were 55.2 min and 39.8 min, 
respectively. 
Conclusion 
Sevoflurane sedation has the advantage of fast 
anesthesia induction and recovery compared to 
general anesthesia; therefore, it can be used 
efficiently to induce anesthesia in pediatric and 
disabled patients during short dental 
procedures, enabling stable treatment of these 

patients.  
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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，
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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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