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　会員の皆様には、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

　この度、公益社団法人日本小児歯科学会の第56回大会の大会長を拝命し、大阪歯科大学歯学部小児歯科

学講座が担当させていただくことになりました。

　会期は、2018年5月10日（木）・11日（金）で、会場は大阪市北区中之島にある大阪府立国際会議場（通

称：大阪国際会議場、愛称：グランキューブ大阪）です。現在、準備委員会および運営事務局を中心に鋭意準

備を進めております。

　さて、わが国は、すでに超高齢・少子・人口減少社会に突入しており、近い将来、これまでと異質の社会

が到来すると予測されています。今日ほど、未来を担う子ども一人ひとりの育ちや育児支援を第一に考えな

ければならない時代はないと考えます。「自然は人間の苗床」と言われるように、子どもは自然と文化・文明

に影響され適応します。そして、近年の自然が急速に人工的に歪められ続けた結果として、子どもの「ここ

ろとからだ」に問題が生じてきていると報告されており、小児歯科学・医療においても、注視していかなけ

ればならない大問題です。そこで、今大会のメインテーマを「自然・進化・未来 ～子どもより大切なものは

ありますか～」とさせていただきました。

　このメインテーマに沿って、特別講演として大脳生理学の権威である久保田競先生（京都大学名誉教授）

とスポーツ医学の大家である武藤芳照先生（日体大総合研究所所長）のご講演を、また、教育講演として比較

認知発達科学の開拓者である明和政子先生（京都大学大学院教育学研究科教授）のご講演を企画いたしまし

た。一般市民に向けた公開講座には解剖学者で虫好きで知られる養老孟司先生（東京大学名誉教授）にお願

いいたしました。

　また、本大会において日本小児歯科学会（JSPD）と大韓小児歯科学会（KAPD）間の学術交流協定の更新

を行うことが決まっており、KAPD代表者による特別招聘講演を企画いたしました。

　さらに、各種委員会企画のシンポジウムやセミナー、JSPP企画講演、商業展示など充実した内容を用意

させていただきました。また、懇親会は若い会員の皆様も参加しやすいよう工夫を行っています。

　最も重要な一般講演（ポスター発表）は、164題（KAPD13題を含む）という予想を超えた多くの応募をい

ただきましたことを心より感謝申し上げます。

　参加された皆様が満足され思い出に残る大会となりますよう心をこめて企画・準備いたしておりますの

で、会員の皆様には多数のご参加をお願い申し上げます。また、市民公開講座には一般の方々が多数ご参加

されることを期待しております。

　最後に、今回大阪での開催の機会を与えていただき、また多大なご協力をいただきました理事長はじめ学

会役員の先生方、学会会員および関係各位の皆様に心より感謝申し上げます。

第56回 日本小児歯科学会大会の開催にあたって

ご  挨  拶

第 56 回日本小児歯科学会大会

大会長　有田　憲司
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大会日程表

前　日　2018 年 5 月 9 日（水）

会 議 室 1001-2

リーガロイヤル NCB

B 会 場

JSPP 会場

8：00 9：00 10：00 11：00 12：00 13：00 14：00 15：00 16：00 17：00 18：00 19：00 20：00

13：30～15：30
総　会

16：00～
受付開始

16：30～
JSPP総会
（淀の間）

17：30～
JSPP講演会
（淀の間）

11：00～13：30
JSPP理事会
（橘の間）

19：00～
JSPP懇親会
（松の間）

１日目　2018 年 5 月 10 日（木）

メ イ ン ホ ー ルA 会 場

8：00 9：00 10：00 11：00 12：00 13：00 14：00 15：00 16：00 17：00 18：00 19：00 20：00

10：10～11：10
招聘講演

11：20～12：20
特別講演Ⅰ

12：35～13：35
ランチョン
セミナー1

12：35～13：35
ランチョン
セミナー2

12：30～13：30
ランチョン
セミナー4

12：30～13：30
ランチョン
セミナー3

8：50～9：50
会員集会
記念撮影

開
会
式

13：50～15：20
全国小児歯科開業医会
（JSPP）企画講演

13：50～15：20
歯科衛生士委員会主催

認定歯科衛生士認定更新必修研修セミナー

9：50～11：20
歯科衛生士委員会企画

セミナー

12：35～13：35
自由集会1

12：35～13：35
自由集会2

18：30～20：30
懇親会

15：30～16：30
教育講演

15：30～16：30
研究倫理セミナー会 議 室 1001-2B 会 場

主催者控室 10-1

会 議 室 1010

自由集会会場

自由集会会場

会 議 室 1004-7ポスター会場

5 階 ホ ワ イ エ
会 議 室 1003展 示

中 之 島 プ ラ ザ懇 親 会

２日目　2018 年 5 月 11 日（金）

メ イ ン ホ ー ルA 会 場

8：00 9：00 10：00 11：00 12：00 13：00 14：00 15：00 16：00 17：00 18：00 19：00 20：00

会 議 室 1001-2B 会 場

会 議 室 1004-7ポスター会場

5 階 ホ ワ イ エ
会 議 室 1003展 示

8：40～9：30
学術賞・奨励賞
受賞者講演

14：20～15：20
専門医・新認定医制度
企画セミナー

9：00～13：30
ポスター展示

13：30～15：00
ポスター撤去

9：00～16：40
ポスター展示

8：00～17：30
商業展示・書籍展示

8：00～17：30
商業展示・書籍展示

8：30～15：00
商業展示・書籍展示

8：30～15：00
商業展示・書籍展示

8：00～9：00
ポスター貼付

9：00～16：40
ポスター展示

16：40～17：10
ポスター討論
（奇数）

17：10～17：40
ポスター討論
（偶数）

9：40～10：40
特別講演Ⅱ

10：50～12：20
障害児委員会企画
シンポジウム

10：50～12：20
社会保険委員会企画
シンポジウム

13：40～15：10
女性小児歯科医委員会企画

リレー講演

15：40～16：40
市民公開講座

表彰式
閉会式

16：40～17：00
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交通・会場のご案内

●大阪国際会議場
　〒530-0005 大阪市北区中之島 5-3-51　Tel： 06-4803-5555（代）　Fax： 06-4803-5620（代）

関西国際空港から
•JRで「大阪駅」まで約55分
•南海電鉄で「難波駅」まで約30分
•空港リムジンバスで「大阪駅」まで約60分

周辺アクセス
電車
•京阪電車中之島線「中之島（大阪国際会議場）駅」（2番出口）すぐ
•JR大阪環状線「福島駅」から、徒歩約10分
•JR東西線「新福島駅」（3番出口）から徒歩約10分
•阪神本線「福島駅」（3番出口）から徒歩約10分
•大阪市営地下鉄「阿波座駅」（中央線1号出口・千日前線9号出口）から徒歩約10分

バス
•JR「大阪駅」駅前バスターミナルから、大阪市営バス（53系統 船津橋行）または
　（55系統 鶴町四丁目行）で約15分、「堂島大橋」バス停下車すぐ
•リーガロイヤルホテルのシャトルバスが、「リーガロイヤルホテル」とJR「大阪駅」
　桜橋口の間で運行されており、ご利用いただけます。
　※乗降場所は、上図Bをご参照ください。

大阪国際空港（伊丹空港）から
•空港リムジンバスで「大阪駅」まで約30分

新幹線（新大阪駅）から
•JR在来線で「大阪駅」まで約5分
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学術大会に参加される皆様へ
１．参加手続き

1　 当日参加登録費は、13,000円（歯科医師）、7,000円（歯科衛生士、その他）、学生（大学院生は除く）

は無料です。学生の方は学生証が必要です。受付は5階ホワイエです。

2　本学会に参加される方は、学会会員・学会非会員を問わず参加登録を行ってください。

3　 事前参加登録をされた方には、事前にネームカード（参加証）を郵送しております。当日忘れた方は

事前登録問合せデスクへお問い合せください。

4　 ネームカードケースは受付付近にご用意いたします。事前参加登録（参加費入金済・参加証受取済）

の方はネームカードケースを受取りにお越しいただくだけで結構です。なお、事前参加登録に関する

お問い合せ等は、事前登録問合せデスクにお越しください。

5　 新規入会および年会費

　　 本学会への新規入会（入会金 1,000円）と年会費（正会員 10,000円・準会員 5,000円）は当日会場で

も受け付けますので「学会受付」までお越しください。

２．当日参加登録

【場　所】　5階ホワイエ

【日　時】　5月10日（木）　8：00 ～ 15：30　／　5月11日（金）　8：00 ～ 13：30

３．クローク

【場　所】　5階常設クローク

【日　時】　5月10日（木）　8：00 ～ 18：00　／　5月11日（金）　8：00 ～ 17：30

４．懇親会

【場　所】　中之島プラザ

【日　時】　5月10日（木）　18：30 ～ 20：30

【参加費】　一般懇親会9,000円、若手懇親会5,000円 

（1階ロビーの懇親会受付にて当日参加を受付けます。）

　　　　　※定員に限りがございます。お早めにお申し込みください。

５．商業展示・書籍展示

【場　所】　5階ホワイエ、会議室1003

【日　時】　5月10日（木）　8：00 ～ 17：30　／　5月11日（金）　8：30 ～ 15：00

６．会場での呼び出し

5階ホワイエに掲示板を設置しておりますので、ご利用ください。各会場内でのアナウンスおよびサイド

スクリーンによるお呼び出しは行いません。予めご了承ください。但し、緊急の場合は、総合案内までお

申し出ください。

学術大会のお知らせ
56th Annual Conference of the Japanese Society of Pediatric Dentistry 

第56回　日本小児歯科学会大会
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７．ランチョンセミナーについて

5月10日（木）、5月11日（金）の昼食時にランチョンセミナーを企画しました。各会場ともに数に限りが

ございます。予めご了承ください。

なお、混雑を避けるため、開催当日に共催セミナー受付にてセミナーチケットを発行いたします（お１人

１枚のみ：チケットが無くなり次第終了）。

【場　所】　5階ホワイエ

【日　時】　5月10日（木）　8：00 ～ 12：00　ランチョンセミナー 1 ～ 2

　　　　　5月11日（金）　8：00 ～ 12：00　ランチョンセミナー 3 ～ 4

８．ご来場について

当日は混雑が予想されます。環境に配慮いただき、なるべく公共の交通機関でお越しください。

９．ご注意

1　会場内では、携帯電話はマナーモードにしていただくか、電源をお切りください。

2　 講演にて質問をされる場合は、予めマイクの前に立って、座長の指示に従い所属・氏名を述べたのち

簡潔に発言してください。

3　講演会場内での写真撮影、録画、録音はご遠慮ください。

10．その他

本大会は日本歯科医師会の生涯研修事業として認定されております。ICカードを必ずご持参ください。

学術大会のお知らせ
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発表される皆様へ
＜ポスター発表＞

１．ポスターの掲示と撤去

本大会では参加者のみなさまに両日ともにすべてのポスター発表を閲覧していただけるようにするた

め、発表者にはポスターを2日間にわたり展示していただくことをお願いいたします。

1 日目（5 月 10 日（木））8：00 ～ 9：00 に指定の場所に掲示し、2 日目（5 月 11 日（金））13：30 ～ 

15：00に撤去をお願いいたします。

※ 掲示・撤去の指定時間にご都合が合わない場合は、こちらで対応しますので、大会事務局（大会期間中

は総合受付）へご連絡ください。

２．受付

発表者は展示会場のポスターパネルに設置している演者用リボンを参加者から見える位置につけてくだ

さい。また、発表後はリボンを返却してください。

３．質疑応答

奇数番号発表者は1日目（5月10日（木））16：40 ～ 17：10、偶数番号発表者は1日目（5月10日（木））

17：10 ～ 17：40に、必ずポスター前に待機してください。

４．ポスター発表の要領

1　 パネルの大きさは横90cm×縦210cmです。

2　 演題番号（横20cm×縦20cm）は大会主催者側でご用意い

たします。

3　 演題名・発表者名（発表者の前に〇印を記入）・所属は、演題

番号の右側の横70cm×縦20cmの範囲に記載してくださ

い。

4　 本文、図、写真、表などは横90cm×縦150cmの枠内に掲示

してください。枠内の掲示方法は自由です。

5　 パネル下部の余白部分（横90cm×縦40cm）は掲示不可と

いたします。

6　 パネル前のスペースは狭いため、机などを置くことはご遠慮

ください。

7　 パネルへの貼り付けは画鋲のみ使用可能です。掲示用の画鋲

は、事務局でご準備します。

演題
番号

20cm

90cm

70cm

演題名・氏名・所属
（W70×H20cm）

発表内容貼付スペース

（W90×H150cm）

※演題番号は主催者側にて
ご用意いたします。　　

この部分には貼らないでください。

20cm20cm

40cm40cm

150cm150cm
210cm210cm
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第57回 日本小児歯科学会大会

会　　　期：2019年6月10日（月）・11日（火）

会　　　場：札幌コンベンションセンター

　　　　　　〒003-0006　札幌市白石区東札幌6条1丁目1-1

大　会　長：八若　保孝（北海道大学大学院歯学研究科　小児・障害者歯科学教室）

専門医認定委員会からのご案内

　今後、専門医・認定医資格の申請・更新を希望される方は、IDカードをご持参のうえ、IDカード受付にて

ご提示いただきますようお願いいたします。

　その際、参加証もご掲示いただきますようお願いいたします。IDカードを忘れた方、ご入会直後でID

カードが届いていない方は、参加証を参加証明として保管していただきますようお願いいたします。

　なお、資格取得・更新直後で新しいIDカードが届いていない方は、お手元のIDカードをご提示いただき

ますようお願いいたします。

第30回 全国小児歯科開業医会（JSPP）全国集会及び総会

会　　　期：2018年5月9日（水）

会　　　場：リーガロイヤルNCB大阪　2階　淀の間

　　　　　　〒530-0005　大阪市北区中之島6-2-27　中之島センタービル内

　16：00 ～ 受付開始

　16：30 ～ JSPP総会

　17：30 ～ 記念講演

   「赤ちゃん歯科は何ができるの？」

   講師　石田　房枝（赤ちゃん歯科ネットワーク代表）

　19：00 ～ 懇親会

次期大会ほかお知らせ
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大会第１日目
5 月 10 日（木）

プログラム

1556th JSPD



大会第１日目　5月10日（木）プログラム

A 会場
分類 座長 開始

時刻 演　　題　　名 所　　属 発表者名

8：40 開会式

8：50 会員集会・記念撮影

9：50 休憩

招
聘
講
演

藤
原　
　
卓

10：10

招聘講演

Malocclusion and Risk for Sleep Disordered Breathing (SDB)/ 
Obstructive Sleep Apnea (OSA) in Children

全北大学小児歯科教室 
Yeon-Mi Yang

11：10 休憩

特
別
講
演
Ⅰ

木
本　
茂
成

11：20

特別講演Ⅰ

脳を育む子育て法
学校法人東洋学園　国際医学技術専門学校　久保田　競

12：20 休憩

ラ
ン
チ
ョ
ン
セ
ミ
ナ
ー
１

尾
花　
典
隆

12：35

ランチョンセミナー 1（協賛：株式会社ビーブランド・メディコーデンタル）

フッ化物洗口 50 年の歩み
NPO 日本フッ化物むし歯予防協会理事　　　　　　 

元日本大学松戸歯学部　小林　清吾

13：35 休憩

全
国
小
児
歯
科
開
業
医
会
（
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｐ
） 

企
画
講
演

石
谷　
徳
人

13：50

全国小児歯科開業医会（JSPP）企画講演「私の考える萌出障害の早期発見と治療」

上顎埋伏犬歯の臨床　— いつ、何をするべきか？ —
たけし矯正こども歯科　徳倉　　健

永久歯咬合完成まで管理を行った上顎犬歯埋伏症例を通して感じた小児歯科医・かかりつけ医の役割
田中こども歯科医院　田中　克明

埋伏歯を有する患児とどのように向き合っていくか
医療法人社団　はるき小児・矯正・歯科　春木　隆伸

15：20 休憩

教
育
講
演

仲
野　
和
彦

15：30

教育講演

ヒトの心の発達とその進化的基盤
京都大学大学院教育学研究科　明和　政子
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B 会場
分類 座長 開始

時刻 演　　題　　名 所　　属 発表者名

歯
科
衛
生
士
委
員
会

企
画
セ
ミ
ナ
ー

早
川　
　
龍

藤
井　
綾
希

9：50

歯科衛生士委員会企画セミナー

認定歯科衛生士への道Ⅱ
ちあーず歯科・小児歯科　野本　知佐

認定歯科衛生士への道Ⅲ
とき歯科　玉熊　幸子

（認定歯科衛生士に関する意見交換会）

11：20 休憩

ラ
ン
チ
ョ
ン
セ
ミ
ナ
ー
２

星
野　
倫
範

12：35

ランチョンセミナー２（協賛：株式会社モリタ）

障害者（児）のための新しい 1-day 補綴治療
長崎大学病院　特殊歯科総合治療部　田上　直美

13：35 休憩

歯
科
衛
生
士
委
員
会
主
催

認
定
歯
科
衛
生
士
認
定
更
新
必
須
研
修
セ
ミ
ナ
ー

井
上　
雄
温

13：50

歯科衛生士委員会主催　認定歯科衛生士認定更新必須研修セミナー

認定歯科衛生士のための「小児歯科臨床を科学する —カリエスコントロールを題材に—」
静岡県立大学短期大学部歯科衛生学科　仲井　雪絵

15：20 休憩

研
究
倫
理
セ
ミ
ナ
ー

香
西　
克
之

15：30

研究倫理セミナー

JSPD 会員のための人を対象とする医学系研究の倫理
広島大学大学院医歯薬保健学研究科　小児歯科学　香西　克之

倫理申請書ってどう書くの？
新潟大学大学院医歯学総合研究科　小児歯科学分野　齊藤　一誠

56th Annual Conference of the Japanese Society of Pediatric Dentistry 
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自由集会会場
分類 座長 開始

時刻 演　　題　　名 所　　属 発表者名

自
由
集
会

12：35

セクション１「これからの咬合誘導を考える」

子どもの未来の姿を想像する
とき歯科　土岐　志麻

口を育て、子どもを育てる
げんかい歯科医院　元開富士雄

セクション２「上顎前突（過蓋咬合）の早期からの対応を考える」

上顎前突（過蓋咬合）の早期からの対応
ありた小児・矯正歯科　有田　信一

過蓋咬合への介入時期とその方法　— 早期対応の決定は機能から？形態から？ —

豊橋キッズデンタルクリニック　中野　　崇
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大会第２日目
5 月 11 日（金）

プログラム
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大会第２日目　5月11日（金）プログラム

A 会場
分類 座長 開始

時刻 演　　題　　名 所　　属 発表者名

受
賞
者
講
演

仲
野　
和
彦
・
仲
野　
道
代
・
福
本　
　
敏

8：40

奨励賞
Streptococcus mutans の菌体表層構造と血液成分との反応による感染性心内膜炎病原メカニズムの解析

大阪大学大学院歯学研究科口腔科学専攻口腔分子感染制御学講座　小児歯科学教室 
大継　將寿

奨励賞
口腔バイオフィルム形成における Streptococcus mutans グルカン結合タンパク A の役割

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　小児歯科学分野　松三　友紀

学術賞 <Lion Award>
歯原性上皮細胞の分化メカニズムの解明及び上皮間葉転換 (EMT) を用いた硬組織再生への応用

東北大学病院口腔育成系診療科　小児歯科　齋藤　　幹

9：30 休憩

特
別
講
演
Ⅱ

山
崎　
要
一

9：40

特別講演Ⅱ

現代っ子の転倒予防　― 子どもの運動と運動器を大切に ―
東京健康リハビリテーション総合研究所　所長／東京大学名誉教授　武藤　芳照

10：40 休憩

障
害
児
委
員
会

白
川　
哲
夫

10：50

障害児委員会
「障害のある子どもたちへの民間からの支援～ＮＰＯ活動・地域歯科保健医療の実践例に学ぶ～」

特別支援学校生徒たちと共に未来を切り拓く！
ＮＰＯ法人ならチャレンジド　赤川　義之

新しい患者団体の在り方として NPO 法人として取り組んできた事
特定非営利活動法人レット症候群支援機構　谷岡　哲次

一開業歯科医が取り組んできた障がい児・者への院外活動
医療法人村内歯科医院　村内　光一

12：20 昼食休憩

ラ
ン
チ
ョ
ン
セ
ミ
ナ
ー
３

仲
野　
和
彦

12：30

ランチョンセミナー 3（協賛：アレクシオンファーマ合同会社）

医科歯科連携の重要性―低ホスファターゼ症診療の実践例から学ぶこと―
いのうえ小児歯科　井上浩一郎 

宮崎大学医学部看護学科基礎看護学講座　澤田　浩武

13：30 休憩
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分類 座長 開始
時刻 演　　題　　名 所　　属 発表者名

女
性
小
児
歯
科
医
委
員
会
企
画

リ
レ
ー
講
演

朝
田　
芳
信
・
髙
野　
博
子

13：40

202030 男女共同参画の推進 Part Ⅴ　～　臨床と私　～

臨床と私　～う蝕治療のガイドライン作成から学んだこと
鶴見大学歯学部　保存修復学講座　桃井　保子

臨床と私　～小児の放射線リスクと埋伏歯の画像診断～
東京歯科大学　歯科放射線学講座　後藤多津子

15：10

市
民
公
開
講
座

有
田　
憲
司

15：40

市民公開講座

子どもと昆虫採集と脳化社会～自然よりたいせつなものはありますか～
東京大学名誉教授　養老　孟司

16：40 表彰式・閉会式

B 会場
分類 座長 開始

時刻 演　　題　　名 所　　属 発表者名

社
会
保
険
委
員
会
企
画

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

鈴
木 

広
幸

10：50

社会保険診療報酬改定のしくみを検証する

診療報酬改定における日本歯科医学会の役割― とりわけ歯科医療協議会の活動について ―
日本歯科医学会歯科医療協議会　座長　　　　　　

日本歯科大学附属病院　口腔外科　小林隆太郎

診療報酬改定とその運用―診療報酬請求の実態について―
大原歯科医院　大原　　裕

12：20 休憩

ラ
ン
チ
ョ
ン

セ
ミ
ナ
ー
４

12：30

ランチョンセミナー４（協賛：株式会社　松風）

シーラントへの新たな提案～ PRG バリアコートの臨床的有用性と使い方のコツ～
東北大学大学院歯学研究科　小児発達歯科学分野　山田　亜矢

13：30 休憩

専
門
医
・
新
認
定
医
制
度 

企
画
セ
ミ
ナ
ー

嘉
ノ
海
龍
三

14：20

専門医・新認定医制度企画セミナー

小児歯科専門医取得・更新に向けて
朝日大学歯学部口腔構造機能発育学講座　小児歯科学分野　　　　　　

日本小児歯科学会専門医認定委員会　委員長　飯沼　光生

日本小児歯科学会認証医制度について
鶴見大学歯学部　小児歯科学講座　　　　　　

日本小児歯科学会新認定医制度検討委員会　委員長　朝田　芳信
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Memo
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ポスター会場
5 月 10 日（木）・5 月 11 日（金）

プログラム
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ポスター会場　5月10日（木）・5月11日（金）

ポスター会場
分　類 演題

番号 演　　題　　名 所　　属 発 表 者 名 掲載頁

1 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－

日本小児歯科
学会 193

口

腔

細

菌

・

バ

イ

オ

フ

ィ

ル

ム

O
ral Bacteria / Biofilm

2 グルコースの取り込みは Flavobacterium johnsoniae の滑走
運動に関与する 長大院・医歯薬・小児歯 今村　圭吾 194

3 Porphyromonas gulae LPS による歯肉上皮細胞の炎症性反
応の評価 岡大病院・小児歯 吉田　　翔 195

4 Examination of Porphyromonas gulae protease 岡大・医歯薬・小児歯 Urmi Saki Alam 196

5 乳酸菌由来のバクテリオシンが Streptococcus mutans のバ
イオフィルム形成に与える影響 岡大・医歯薬・小児歯 森本　節代 197

6 乳酸菌由来のバクテリオシンが Streptococcus mutans のバ
イオフィルム形成に与える影響 岡大・医歯薬・小児歯 吉田　衣里 198

7 Streptococcus mutans の バ イ オ フ ィ ル ム 形 成 に お け る
DnaK の影響と役割 神歯大・歯・小児歯 井上　吉登 199

8 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 阪大・院・小児歯 大畑　隼平 200

9 ラット齲蝕モデルにおける腎臓の免疫組織学的評価 阪大・院・小児歯 和唐　薫子 201

10 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 阪大・院・小児歯 又吉　紗綾 202

11 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 岡大・医歯薬・小児歯 仲　　周平 203

12 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 阪大・院・小児歯 門田　珠実 204

13 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 阪大・院・小児歯 後藤　花奈 205

14 次世代シークエンスによる Black stain の解析 北医療大・歯・小児歯 倉重　圭史 206

15 乳幼児の口腔内細菌叢の出生時からの経時的変化 東歯大・小児歯 新井　　敬 207

16 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 岩医大・小児障害歯 齊藤　桂子 208

再

生

医

療

Regenerative M
edicine  Research

17 iPS 細胞由来神経堤細胞を用いた頭蓋顔面骨再生 岩医大・歯・小児障害歯 菊池　和子 209

18 歯根膜修復における Notch シグナルの関与 松歯大・小児歯 松田　紗衣佳 210

19 Down 症候群乳歯歯根膜由来細胞の DYRK1A 発現解析 昭和大・歯・小児歯 浅川　剛吉 211

20 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 九大・院・小児歯 Xu Han 212

21 ヒト乳歯歯髄由来細胞に対する熱刺激の影響について 大歯大・歯・小児歯 青木　　翔 213

22 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 鹿大・院医歯・小児歯 稲田　絵美 214

23 乳歯歯髄細胞における Eotaxin-1 の発現調節機構の解析 徳大・医歯薬・小児歯 黒厚子　璃佳 215

24 乳歯歯髄由来幹細胞におけるビリルビンの可逆的影響 九大・院・小児歯 山座　治義 216

25 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 東北大・院・小児歯 千葉　雄太 217
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分　類 演題
番号 演　　題　　名 所　　属 発 表 者 名 掲載頁

そ

の

他

の

基

礎

研

究

O
ther Basic Researches

26 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 日大・松戸歯・小児歯 小川　京　 218

27 Involvement of ameloblastin in the regulation of RANKL-
induced osteoclast differentiation 九歯大・歯・小児歯 Wichida 

Chaweewannakorn 219

28 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 鶴見大・歯・小児歯 小林　冴子 220

29
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―

九歯大・小児歯 藤田　優子 221

30 成長期マウスの三叉神経節と咬筋における神経伝達物質の
発現について 日歯大・生命歯・小児歯 鎌田　弘明 222

31 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 日大・歯・小児歯 相馬　久実 223

32 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 朝日大・歯・小児歯 近藤　裕子 224

33 抑肝散による認知機能障害抑制効果の検討 朝日大・歯・小児歯 梶本　京子 225

34 単一細胞 RNA-seq 解析による骨芽細胞の多様性の検討 広大・院・小児歯 中野　将志 226

35 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 北大・院歯・小児障害 前田　彩子 227

36 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 福岡歯大・成育・小児歯 松尾　　聡 228

37 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 福岡歯大・歯・成育小児歯 石井　華子 229

38 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 岡大・医歯薬・小児歯 角田　陽子 230

39 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

神奈川県立こども医療センタ
ー・歯科 佐々木　康成 231

40 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 阪大・院・小児歯 古々本　一馬 232

41 乳臼歯咬合面の幾何学的形態測定について　第２報　ＴＰ
Ｓ解析による歯種差の検討 鶴見大・歯・小児歯 小山　香菜子 233

42 根尖性歯周炎の原因となった歯内歯の解剖学的研究 東歯大・小児歯 有泉　由紀子 234

歯

科

材

料

Dental M
aterials

43 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 岡大・医歯院・生体材料 入江　正郎 235

44 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 鶴見大・歯・小児歯 伊平　弥生 236

45 生体機能性材料 S-PRG フィラーが口腔バイオフィルム形成
に与える影響 岡大・医歯薬・小児歯 髙島　由紀子 237

46 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 阪大・院・小児歯 森田　有美子 238

47 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 ? 阪大・歯・小児歯 大川　玲奈 239

48
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

大歯大・歯・小児歯 竹村　美智子 240

49 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 福岡歯大・成育小児歯 柏村　晴子 241

50 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 愛院大・歯・小児歯 林　　勇輝 242

51 歯根外部吸収に対する N- アセチルシステインの効果 北大・院歯・小児障害 西見　光彦 243
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ポスター会場　5月10日（木）・5月11日（金）

分　類 演題
番号 演　　題　　名 所　　属 発 表 者 名 掲載頁

齲

蝕

の

予

防

・

治

療

Prevention and Treatm
ent of Caries

52 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 東歯大・小児歯 荒井　亮　 244

53 FC 断髄法をめぐる論争についてのレビュー きふね・小児歯 木舩　敏郎 245

54 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 もりぬし・小児歯 森主　宜延 246

55 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 アリオ倉敷デンタルオフィス 森　裕佳子 247

56 齲蝕と生活習慣に関する疫学的研究 2 あすなろ・小児歯 浅香　有希子 248

57 多因子唾液検査の小児の実測値について 広大・院・小児歯 岩本　優子 249

58 小児における Salivary Multi Test R の有用性に関する他検査
法との比較検討 広大・院・小児歯 達川　伸行 250

59 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 日歯大・新生歯・小児歯 下村－ 

黒木　淳子 251

歯
周
疾
患

Periodontal Disease

60 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

みやうちこどもデンタルクリ
ニック 宮内　康範 252

61 乳歯列にみられた歯肉退縮の一例 日歯大病院・小児歯 波多野　宏美 253

62 上顎前歯部歯肉に発生した結節性筋膜炎の一例 福岡歯大・成育小児歯 土橋　容子 254

対

応

法
Behavior M

anagem
ent

63 場面緘黙症患児へ歯科的対応の１例 愛院大・歯・小児歯 高橋　優貴 255

64 化学物質過敏症を訴える小児への対応 日歯大病院・小児歯 山井　綾子 256

65 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 愛院大・歯・小児歯 藤井　美樹 257

66 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

（公社）茨城県歯科医師会　口
腔センター水戸 関口　　浩 258

67 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

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 

嘉手納　未季 259

68 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

神奈川県立こども医療センタ
ー　歯科 横山　恭子 260

69 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 東医歯大・院・小児歯 橋本　吉明 261

70 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

（医）大道会森之宮病院歯科診
療部 旭　　吉直 262

71 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 鶴見大・歯・小児歯 小平　裕恵 263

72 小児歯科診療室での歯科用レーザーの安全管理 明海大・歯・口腔小児 池田　英史 264

発

育

／

咬

合

誘

導

Growth and Development / Occlusal Guidance

73 日本人幼児期・学童期における歯年齢に関する調査 阪大・院・小児歯 呉本　勝章 265

74 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

横浜ゆうみらい小児歯科・矯
正歯科 有田　浩一朗 266

75 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－ 鶴見大・小児歯 鈴木　冴沙 267

76 小児の咬合面の成長変化に関する研究 新潟大・院医歯・小児歯 齊藤　一誠 268

77 ダウン症小児の乳歯列状態の三次元解析 広大・院・口腔生物工学 土井　梨央奈 269

78 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 岡大・医歯薬・小児歯 平野　慶子 270

79 埋伏下顎右側中切歯を開窓・牽引・歯列誘導した１例 九歯大・小児歯 簑原　由希子 271
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分　類 演題
番号 演　　題　　名 所　　属 発 表 者 名 掲載頁

発

育

／

咬

合

誘

導

Grow
th and Developm

ent / O
cclusal Guidance

80 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 鶴見大・歯・小児歯 湯沢　真弓 272

81 頬小帯付着異常を伴う乳犬歯の萌出遅延の１例 東北大・院・小児歯 山口　知子 273

82 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 日大・歯・小児歯 中村　朋美 274

83 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　 九歯大・歯・小児歯 佐伯　　桂 275

84 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 アーバン歯科小児矯正クリニ
ック 高田　富博 276

85 混合歯列期における上顎前突を可撤式装置で管理した１例 瑞穂小児歯科診療所 鬼頭　秀明 277

86 Anterosuperior Protraction of Maxillae using RAMPA  (Right 
Angle Maxillary Protraction Appliance) Kichijoji Codomo Clinic 三谷　　寧 278

87 FR- Ⅱを応用し、Ⅱ級咬合異常および過蓋咬合を改善した 1
例 なかつじ矯正・小児歯 中逵　常吉 279

88 上顎前突患者における早期治療の有効性に関する検討 （医）イシタニ小児・矯正歯科
クリニック 前野　孝枝 280

89 乳歯列咬合からの過蓋咬合への対応 ありた小児・矯正歯科 有田　信一 281

90 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 - 明海大・歯・口腔小児 駒澤　大悟 282

91 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― 松歯大・小児歯 横井　由紀子 283

外

傷

Dental Traum
a

92 低年齢児における外傷についての調査～第 1 報～ 関西小児歯科研究会 松下　　標 284

93
J リーグ所属ユース・ジュニアユース選手におけるスポーツ
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

みはる矯正・歯科医院 関根　陽平 285

94 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 はるき小児・矯正・歯科 紀平　聡子 286

95 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　

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 

勝又　由紀 287

96 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 はるき小児・矯正・歯科 大曲　俊輔 288

97 重度な歯の外傷に対する本学式固定法の効果 日歯大病院・小児歯 林　陽佳 289

98 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 大歯大・歯・小児歯 三上　　優 290

99 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

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 中村　光宏 291

100 外傷による脱落歯再植後に置換性吸収を起こした 1 例 日歯大・新潟病院・小児歯 市川　智巳 292

101 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 東医歯大・院・小児歯 宮新　美智世 293

口

腔

機

能

O
ral Function

102 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 明海大・歯・摂食嚥下科 大岡　貴史 294

103 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 鹿大・院医歯・小児歯 山本　祐士 295

104 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 今泉歯科 今泉　三枝 296

105 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 モンゴル医学科学大・小児歯 岡崎　好秀 297
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ポスター会場　5月10日（木）・5月11日（金）

分　類 演題
番号 演　　題　　名 所　　属 発 表 者 名 掲載頁

口

腔

機

能

O
ral Function

106 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 NPO 法人ウェルビーイング 赤井　綾美 298

107 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・
栄養管理をする取り組みの報告 （医）湧泉会ひまわり歯科 樋山　めぐみ 299

108 食べる機能の気づきと支援を行った 2 例 枡富歯科医院 枡富　由佳子 300

109 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～

地域栄養ケアセンター　とよ
だ 豊田　綾子 301

110 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 今泉歯科 今泉　三枝 302

111 小児歯科と機能矯正 （医）橿の木会さわやか歯科 谷口　健一郎 303

112 健診希望者と矯正治療希望患者の口腔機能評価の比較 清水歯科医院 汐川　由依奈 304

113 側貌と口唇閉鎖力の関係 ～若年成人女性について～ 日歯大病院・小児歯 萩原　　岳 305

地

域

歯

科

医

療

Com
m

unity Dental Health Care

114 ネパール歯科医療協力会活動 30 周年 ～現地ネパール人の
自立と持続～ ネパール歯科医療協力会 麻生　　弘 306

115 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

日本小児歯科学会　歯科衛生
士委員会 中村　浩志 307

116 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 松原市歯科医師会 大土　　努 308

117 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 かわぐち歯科クリニック 根本　景子 309

118 長期在宅療養児への歯科医療 （医）橿の木会さわやか歯科 西田　綾美 310

119 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

日歯大口腔リハビリテーショ
ン多摩クリニック 山田　裕之 311

120 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 広大病院・小児歯 海原　康孝 312

121 児童養護施設と関わってきた 10 年を振り返って （医）橿の木会さわやか歯科 打谷　美香 313

122 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

大阪急性期・総合医療センタ
ー 障がい者歯科 樂木　正実 314

123 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 1 症例～

国立病院機構福山医療センタ
ー 黒川　真衣 315

124 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 日歯大病院・小児歯 亀岡　　亮 316

125 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

神奈川県立こども医療センタ
ー　歯科 小川　綾野 317

126 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～

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 

金沢　英恵 318

127 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 しながわ小児歯科医院 品川　光春 319

128 仕上げ磨き用歯ブラシの認知度―選択時の視認性　第２報
― 松歯大・歯・小児歯 中山　　聡 320

129 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 白金こどものはいしゃさん 園延　妙子 321
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分　類 演題
番号 演　　題　　名 所　　属 発 表 者 名 掲載頁

そ

の

他

の

臨

床

症

例

O
ther Clinical Case Reports

130 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 日歯大病院・小児歯 高橋　紗耶 322

131 兄弟で舌小帯強直が見られた 3 例 神歯大病院・歯科衛生士科 茂木　智子 323

132 早期に智歯抜歯を検討する価値がある３例 枡富歯科医院 邉見　蓉子 324

133 上顎正中埋伏過剰歯が短期間で巨大嚢胞化した１例 板東歯科医院南昭和オフィス 羽里　麻夏 325

134 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 板東歯科医院八万オフィス 郡　由紀子 326

135 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ー
歯科用 CT 画像による三次元的観察ー 鶴見大・歯・小児歯 溝口　泰史 327

136 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

九大病院・小児歯科・スペシ
ャルニーズ歯科 髙山　扶美子 328

137 上顎左側前歯部に認められた Regional odontodysplasia の
１例 阪大・院・小児歯 中瀬　悠太朗 329

138 セメント質骨性異形成症が疑われた１例 日大・歯・小児歯 長澤　由真 330

139 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 鶴見大・歯・小児歯 船山　ひろみ 331

140 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 － 浅井小児歯科医院 今村　基尊 332

141 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 東北大・歯・小児歯 小野　真理子 333

142 先天性魚鱗癬を有する患児の長期管理を行った 1 例 東北大・院・小児歯 日野　綾子 334

143 OFCD 症候群患者の 1 例について 長崎大・院・小児歯 西口　美由季 335

144 ケルビズムと診断された女児の口腔管理 奥羽大・歯・小児歯 加川　千鶴世 336

145 重度の精神運動発達遅滞を伴う Noonan 症候群の児へ口腔
衛生指導を行った一例

（公財）大原記念倉敷中央医療
機構倉敷中央病院　歯科　矯
正歯科 

岡田　由美子 337

146 多数歯に交換期障害を生じた Gardner 症候群の一例 長崎大学病院・小児歯 釜崎　陽子 338

147 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 ( 医 ) みやもと子ども歯科 宮本　茂広 339

148 Riga-Fede 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 亀田クリニック歯科センター 伊藤　香織 340

149 閉塞性睡眠時無呼吸症候群の１例  かねこ歯科クリニック 金子　末子 341

歯
科
医
学
教
育

Dental Education

150 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 昭和大・歯・小児歯 高橋　万莉 342

151 ３D レーザー形態評価システムを用いた乳歯用既製金属冠
支台歯形成の客観的評価 朝日大・歯・小児歯 岡野　　哲 343
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ポスター会場　5月10日（木）・5月11日（金）

分　類 演題
番号 演　　題　　名 所　　属 発 表 者 名 掲載頁

韓

国

KAPD

152 Correlation between BMI and Dental Age in Korean 
Children and Adolescents Yonsei University Byurira Kim 344

153 Anterior Spacing and Crowding in the Primary Dentition in  
Hwaseong City : A Preliminary Study Yonsei University Ji-Yea Han 345

154 Effect of RAMPA Treatments on the Pharyngeal Airway 
Volume and Facial Pattern Changes Chonbuk National University Hyeong-Un 

Kim 346

155 Anterior Tooth Alignment Using Mini-Tube Appliance 
(MTA) Kyung Hee University Yun yeong 

Jeong 347

156 Wear of CAD/CAM Polymeric Materials against Primary 
Teeth: in vitro study Pusan National University Eunjeong 

Jang 348

157 Extracellular DNA Levels Depends on the Number of 
Streptococcus mutans in Biofilms Chonbuk National University Il-Yong Jeong 349

158 Comparison of Cariogenicity of Bovine Milk and Low-fat 
Milk on Streptococcus mutans Biofilm

Gangneung-Wonju National 
University Howon Park 350

159 Performance of Laser Fluorescence Devices for Proximal 
Caries Detection Chonbuk National University Chang-keun 

Lee 351

160 Dental Treatment of a Patient with Duchenne Muscular 
Dystrophy under General Anesthesia: Case Report 

Seoul National University 
Dental Hospital Ji Won Lee 352

161 Importance of Early Diagnosis and Multidisciplinary 
Approach for the Treatment of Rhabdomyosarcoma Kyung Hee University Mi Sun Kim　 353

162 Dental Treatment of a Patient with Lupus Erythematosus 
under General Anesthesia: Case Report

Seoul National University 
Dental Hospital

Jeong-Hwa 
Han 354

163 Dental treatment in patients with severe gag reflex using 
propofol-remifentanil intravenous sedation Dankook University Hyewon Kim 355

164 Survey of the Sevoflurane Sedation Status in one Provincial 
Dental Clinic Center for the Disabled Dankook University Yoonsun Jung 356

認
定
歯
科
衛
生
士

Certified Dental Hygienist

DH-1 症例報告 松歯大・歯・小児歯 三井　恵理奈

DH-2 唾液検査によるカリエスリスク評価を用いた口腔衛生管理
の 1 例 

医療法人社団百瀬歯科医院　
歯列育成クリニック 吉田　範子

DH-3 カリエスリスクが高く多数歯齲蝕に罹患した患児の口腔管
理を行った 1 例

みやうちこどもデンタルクリ
ニック 山﨑　由美香

DH-4 舌突出癖を口腔筋機能療法で改善傾向へ持っていった症例
報告

医療法人愛進会ゆたに歯科ク
リニック 金久　奈央
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特別講演Ⅰ
2018（平成30）年５月10日（木）　11：20〜 12：20

A会場

脳を育む子育て法
学校法人東洋学園　国際医学技術専門学校

久保田　競
特別講演Ⅱ

2018（平成30）年５月11日（金）　9：40〜 10：40
A会場

現代っ子の転倒予防 
― 子どもの運動と運動器を大切に ―

東京健康リハビリテーション総合研究所　所長／東京大学名誉教授
武藤　芳照

特別講演

3156th JSPD



■略歴	
1957年	 3月	 東京大学医学部医学科　卒業	
1964年	 3月	 東京大学大学院生物系第一基礎医学専門課程（神経生理学）終了、医学博士	
1964年	 9月	 東京大学医学部講師　就任　最初の就職	
1967年	 9月	 京都大学霊長類研究所神経生理研究部門助教授	
1973年	 8月	 同、教授	
1996年	 1月	 日本福祉大学情報社会科学部教授	
2008年	 4月	 国際医学技術専門学校副校長	
2009年	11月	 瑞宝中綬章　受賞

　私が子育てに関わる図書を最初に発行したのは、「赤ちゃん教育」（1983年7月、リヨン社発行、二見書房

が発売）である。妻の「カヨ子」との共著だった。長男は、私が東京大学医学部の卒業試験中に生まれ、次男

は、米国の医科大学に留学中にオレゴン州ポートランド市で生まれた。「赤ちゃん教育」は、２児を育てた経

験を書いて、脳を育む訓練を「教育」として行うことを勧めた。

　脳を育む学習として、以下のことを奨励した。　①原始反射をさせて、随意運動に変えることをする。例

えば、出生直後の赤ちゃんは把握反射をしているが、反射が消失する前に、物を握ることが出来るようにす

る。②生後４か月からは、「いないいないバァ」の遊び（短期記憶（ワーキング・メモリー、前頭前野に保持さ

れる）の能力を高める。③あらゆる様相の感覚性刺激を、感覚の臨界期に与え、感覚生活を豊かにする。④歩

くことを奨励し、毎日歩く習慣を付けさせ、経験したことを記憶させる（エピソード記憶で、頭頂葉に保持さ

れる）。⑤数の知識を早くから教える（前頭前野に数を処理する数神経細胞があり、暗算の時に働く、数は抽

象概念である）。これらの訓練で、前頭前野の実行機能がたかまり、判断、計画、短期記憶の能力が高くなる

（A. Diamond, Annu. Rev. Psychol. 2013. 64:135–68.）。「赤ちゃん教育」は2015年に大幅に加筆・修

正され、ダイヤモンド社から刊行された。

　1991年頃、主婦の友社の月刊雑誌「私の赤ちゃん」の編集長（相場静子）から、赤ちゃん教育を集団の幼児

にできるようにしてはという提案があり、仕事場所の提供と複数の幼児を集めて下さった。そこで、1992

年から、週に１度、私と家内は、施設に通い、幼児と対決した。３年ほどの試行で、集団でやれると確信出来

たので、1996年から、商売として主婦の友リトルランドで「幼児開発教室」を始めた。そして、開発した赤

ちゃん・幼児の教育法はクボタメソッドとして、商標登録をした。同様の教育は、城南進学研究社「くぼたの

うけん」でも、2008年から行われている。教え方が独特で、先生がいて、子供が机の前に座っている時、子

供の保護者が傍に坐っている。先生が指示を出して、子供に何かをさせる時、保護者が子供ができるよう褒

めて助けたり、しかって余計なことさせないようにする。もう一人、副先生（インストラクター）が子供と保

護者を助けるよう机の周りを巡回している。この教育法は敏感期である就学前では海馬を大きくすること

が、2016年に報告された（PNAS ¦ May 17, 2016 ¦ vol. 113 ¦ no. 20 ¦ 5742–5747）。老人で記憶力の高

特別講演Ⅰ
 座長　木本　茂成

脳を育む子育て法
学校法人東洋学園　国際医学技術専門学校

久
く ぼ た

保田　競
き そ う
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いヒトの脳は、青年の脳と変わらないことも報告されている（2016年)。

 

　最近、計算のメカニズムが大人と子供で違うことが解明され、クボタメソッドに採用して成功している。

３歳で１桁計算が出来るようになる(参考：小学校前にみるみる算数力が付く１５の習慣（ダイヤモンド社、

2016年）。幼児が小学校入学時、学業成績が学年で第１位になる幼児が出てきている。

　脳を働かせる赤ちゃん教育が、クボタメソッドを生み、幼児の人間教育になっていっていること紹介す

る。
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■略歴	
1975年3月　名古屋大学医学部卒	
1980年4月　東京厚生年金病院整形外科医長	
1981年8月　東京大学教育学部助教授	
1993年4月　　　　同　　　　　教授	
1995年4月　東京大学大学院　教授	
2009年4月　東京大学大学院教育学研究科長･教育学部長	
2011年4月　東京大学理事・副学長	
2012年６月　東京大学名誉教授	
2013年4月　日体大総合研究所所長	
2014年4月　日本体育大学保健医療学部教授	
2018年4月　東京健康リハビリテーション総合研究所所長

１．究極の介護予防

　今や日本は、超高齢社会（総人口に占める高齢者の割合が21％を超える）となり、人口構造は、現在の「騎

馬戦型」（1人の高齢者を現役世代3人で支える1人／ 3人）から、40年後には「肩車型」「おんぶ型」（1人／

1人）に変化すると予測されている。

　したがって、高齢者の介護予防、寝たきり予防、転倒・骨折予防に対する社会的な取り組みが必要なこと

は言うまでもないが、いずれ現役世代、高齢世代となる現代っ子が元気に健やかに育つように対応すること

は、きわめて重要な学術的・社会的課題の一つである。

　とりわけ、学校保健、体育の立場からの学校を中心とした地域全体での取り組みは、喫緊の社会的要請で

あり「元気な子どもたちを沢山育てること」は、究極の介護予防と言うことができる。

２．子どもの身体の二極化現象

　現代っ子の身体は、運動不足状態の子どもと運動・スポーツ過多状態の子どもに二極化していると言って

も過言ではない。

　小児生活習慣病、からだの固い子（腕が完全に上がらない、体前屈で指先が床に届かない、しゃがむことが

できない／後ろに転ぶ、雑巾がけ時、両手で支えられないので転んで前歯を折る等のエピソード・事例）が

目立つ一方、幼い頃から特定のスポーツ種目のみに偏った訓練を長期間継続して、野球肘、オスグット・シュ

ラッター病、腰椎分離症、疲労骨折等のスポーツ障害をきたす事例も多くなっている。

　子どもの心身の健全な成長・発達のために、適切な質・量の運動、身体活動、スポーツは必要であり、一

人ひとりの個の条件に即した運動の質（種類）と量（時間、強度、頻度）を処方するのが基本である。少なけれ

ば効果はないが、多すぎたり与え方を誤ると害がある。この点、クスリ（逆に読むとリスク
3 3 3

）の処方と同様で

ある。

特別講演Ⅱ
 座長　山崎　要一

現代っ子の転倒予防 
― 子どもの運動と運動器を大切に ―

東京健康リハビリテーション総合研究所　所長／東京大学名誉教授

武
む と う

藤　芳
よ し て る

照
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３．予防に勝る治療はない

　この30年余りの間に、日本の児童生徒の数は約2 ／ 3に減少しているが、一方、学校での体育事故件数

は、約1.4倍に増加し、クロス現象がみられる。

　現代っ子は、体格は大きくなったが、それに見合った体力・運動能力が十分に発達していない状況がある

一方、幼い頃から特定のスポーツ種目に偏った専門的訓練が継続している状況とが相まって、バランスよく

身体機能が成長・発達できていない現代っ子の様相が推察される。

　こうした現状を背景にして、子どもの運動器疾患・障害の予防を図るために、平成28年度より、学校健診

の中に、運動器の検査が必須化された。（学校保健安全法施行規則第6条（検査の項目）3．脊柱及び胸郭の疾

病及び異常の有無、並びに四肢の状態）

　本規則が施行されて3年度目を迎えるが、運動器機能不全状態や運動器疾患・障害の早期発見と予防に資

するため、社会全体に運動器と運動の大切さを教育・啓発すると共に、学校保健・教育関係者に運動器検診

の意義と運動器疾患・障害の予防の重要性をさらに普及・啓発する必要がある。
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招聘講演
2018（平成30）年５月10日（木）　10：10〜 11：10

A会場

Malocclusion and Risk for Sleep Disordered Breathing (SDB)/
Obstructive Sleep Apnea (OSA) in Children

全北大学小児歯科教室
Yeon-Mi Yang

招聘講演

3756th JSPD



■ Education	
1997	 Graduated	from	School	of	Dentistry,	Chonbuk	national	university		
2003		 Acquired	Ph.D.	from	School	of	Dentistry,	Pediatric	Dentistry,		
	 Chonbuk	National	University	
	
■ Experience		
2004	 Lecturer,	School	of	Dentistry,	Pediatric	Dentistry,	
	 Chonbuk	National	University		
2006	 Assistant	Professor,	Pediatric	Dentistry,	Chonbuk	National	University	
2007	 Participated	in	a	year	program,	New	York	dental	school	(NYU),	U.S.		
2011	 Associate	Professor	of	Pediatric	Dentistry,	School	of	Dentistry,		
	 Chonbuk	National	University		
2016		 Professor	of	Pediatric	Dentistry,	School	of	Dentistry,		
	 Chonbuk	National	University

 Sleep disordered breathing (SDB) is characterized by breathing abnormalities resulting from 

increased collapsibility of the upper airway, ultimately affecting the quality of sleep. SDB can 

range from primary snoring (PS) to obstructive sleep apnea (OSA). Undiagnosed and/or 

untreated OSA is associated with cardiovascular complications, impaired growth, learning 

problems, and/or behavioral problems. Among children and adolescents, the reported 

prevalence of snoring and OSA is 3 ～ 27% and 1 ～ 10%, respectively.

 The high risk factors for pediatric OSAS(obstructive sleep apnea syndrome) include 

adenotonsillar hypertrophy, neuromuscular disease, obesity, Down and Pierre-Robin 

syndrome, laryngomalacia and cleft palate, and viral upper airway infections and allergic 

rhinitis may worsen symptoms. Snoring is a symptom of obstructive apnea, which can cause 

hypoventilation and sleep disturbance during sleep, but only grunting noises can be heard in 

children with OSAS. 

 The facial features associated with OSAS include relatively small maxilla and mandible, 

increased mandibular plane angle and anterior facial height, lowered position of hyoid bone, 

decreased mandibular length, narrowed posterior airway space, elongated soft palate, and so 

on. Mouth breathing due to adenotonsillar hypertrophy in children may persist during 

daytime as well as during sleep, which may result in facial deformations such as a prolonged 

face, maxillary protrusion, micrognathia, posterior crossbite of the maxilla, and dental 

crowding. 

Malocclusion and Risk for Sleep Disordered Breathing (SDB)/
Obstructive Sleep Apnea (OSA) in Children

全北大学小児歯科教室

Yeon-Mi Yang

招聘講演
 座長　藤原　　卓
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 In that sense, pediatric dentists should be aware of the clinical manifestations for the 

increasing OSAS of children and adolescents, and recognize the need for sleep polygraphy 

for accurate diagnosis. In addition, dental approaches should be considered  to induce 

normal nasal breathing and sleep through rapid maxillary expansion(RME) and/or orthopedic 

mandibular advancement to allow healthy growth of children and adolescents. 

 This lecture will present definitions, clinical manifestations, dental approaches and case 

reports of pediatric sleep and breathing dysfunctions. 

56th Annual Conference of the Japanese Society of Pediatric Dentistry 

第56回　日本小児歯科学会大会
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2018（平成30）年５月11日（金）　15：40〜 16：40
A会場

子どもと昆虫採集と脳化社会 
～自然よりたいせつなものはありますか～

東京大学名誉教授
養老　孟司

市民公開講座

4156th JSPD



■略歴
1937年（昭和12年）　神奈川県鎌倉市に生まれる
1962年（昭和	37年）	 東京大学医学部卒業
	 	 一年のインターンを経て、解剖学教室に入る
	 	 以後解剖学を専攻
1967年（昭和	42年）	 医学博士号取得
1981年（昭和	56年）	 東京大学医学部教授に就任
	 	 東京大学総合資料館長、東京大学出版会理事長を兼任
1995年（平成	 7年）	 東京大学を退官
1996年（平成	 8年）	 北里大学教授に就任（大学院医療人間科学）
1998年（平成	10年）	 東京大学名誉教授
2003年（平成	15年）	 北里大学を退職

1989年（平成	元年）	『からだの見方』（筑摩書房）でサントリー学芸賞を受賞
2003年（平成	15年）	『バカの壁』（新潮社）で毎日出版文化賞を受賞
2006年（平成	18年）	 京都国際マンガミュージアム館長就任
2015年（平成	27年）	 神奈川文化賞を受賞
2017年（平成	29年）	 京都国際マンガミュージアム館長退任
2017年（平成	29年）	 京都国際マンガミュージアム名誉館長就任

■主な著書
「身体の文学史」「バカの壁」「死の壁」「超バカの壁」「養老訓」「ほんとうの環境問題」
「かけがえのないもの」「養老孟司の大言論」「ほんとうの復興」
「身体巡礼」「『自分』の壁」（新潮社）
「ヒトの見方」「からだの見方」「解剖学教室へようこそ」
「考える人」「無思想の発見」（筑摩書房）
「養老孟司の“逆さメガネ”」「本質を見抜く力」（PHP研究所）
「耳で考える」（角川書店）、「唯脳論」（青土社）
「涼しい脳味噌、正続」「臨床読書日記」（文芸春秋社）、「脳に映る現代」（毎日新聞社）
「毒も薬にもなる話」「こまった人」「まともな人」（中央公論社）
「ミステリー中毒」（双葉社）、「虫眼とアニ眼」（徳間書店）
「記憶がウソをつく！」（扶桑社）「いちばん大事なこと－養老教授の環境論」（集英社）
「養老孟司のデジタル昆虫図鑑」（日経BP社）「虫捕る子だけが生き残る」（小学館）

市民公開講座
 司会　有田　憲司

子どもと昆虫採集と脳化社会
～自然よりたいせつなものはありますか～

東京大学名誉教授
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2018（平成30）年５月10日（木）　15：30〜 16：30
A会場

ヒトの心の発達とその進化的基盤
京都大学大学院教育学研究科

明和　政子

教育講演

4356th JSPD



■略歴	
1999年京都大学大学院教育学研究科博士後期課程修了．博士（教育学）．京都大学霊長類研究
所研究員，滋賀県立大学人間文化学部専任講師，京都大学大学院教育学研究科准教授をへて，
現在京都大学大学院教育学研究科教授．専門は，比較認知科学・発達科学．日本学術会議連携
会員，東京大学客員教授などを務めている．身体と環境の相互作用により，胎児期から獲得さ
れていくヒト特有の心のはたらきとその生物学的，進化的基盤の解明に取り組んでいる．日
本語で読める単著として，「まねが育むヒトの心（岩波書店	2012年）」，「心が芽ばえるとき
―コミュニケーションの誕生と進化（NTT出版	2006年）」，「「なぜ「まね」をするのか」（河出
書房新社	2004年）」など．そのほか関連する近刊学術解説書として，「発達初期の他者理解
―行為の理解から心的状態の理解へ」（『精神医学』2016年	医学書院）」「発達とミラーニュー
ロン（『BRAIN	and	NERVE』2014年	医学書院）」「新生児の発達―運動・感覚（『Journal	of	
Clinical	Rehabilitation』2013年	医歯薬出版）」など多数．

　手足などの形態的な特徴と同様，目には見えない心の働き（心的機能）も進化的淘汰の産物である．私たち

ヒト（Homo sapiens）は長い時間をかけて環境に適応しながら、20万年前に今あるような身体や心を獲得

してきた．では，私たちヒト特有の心の働きとはどのようなものなのだろうか（what）．それを知るには，そ

れが「いつ（when）・どのように（how）・なぜ（why）生まれてくるのか」を明らかにすることが必要である．

私は，ヒトとヒト以外の霊長類，とくにヒトにもっとも近縁な現生種であるチンパンジー（Pan 

troglodytes）の認知や行動とを比較する実証研究を行ってきた．その際，忘れてはならない重要な点は，

「発達」という個体内レベルでの時間変化である．霊長類は他の哺乳類に比べ，子ども期が相対的に長い．未

成熟な期間が長ければ長いほど食物や危険の回避などを親に依存せねばならず，生存上不利となるが，環境

の変化に応じて心的機能を可塑的に発達させることができる．多様な環境に適応することを可能にする心

的機能とその認知，神経系メカニズムを解明するには，その個体が育つ環境特性とセットで考えることが不

可欠である．こうした「比較認知発達科学（CCDS）」とよばれる新しい学問分野を開拓することで，ヒト特

有の心的機能の発達の基盤となる環境，社会，教育的側面を科学的に検証し，適切な養育環境，発達支援の

基本的指針を科学的根拠にもとづき提案することを目指してきた． 

　胎児期最後の２ヶ月間，ヒトの大脳構造は顕著な変化を遂げる．チンパンジーの場合，妊娠22週までは

ヒトと同じ速度で大脳の容積が大きくなるが，以降はその発達速度は低下する．さらに出生直前から生後１

年にかけては脳の容積だけでなく，神経細胞間をつなぐネットワークの発達も飛躍的に進む．妊娠後期から

生後数か月の間に，神経細胞の結合部にあたるシナプスが爆発的に形成され，その密度は生後２ヶ月を過ぎ

る頃にピークを迎える（視覚野・聴覚野）．その後，育つ環境に適応的なシナプスは残され，不要な結合は除

去されることで，より機能的な神経ネットワークが形成される（シナプス刈り込み）．このように，脳の発達

においては，環境の影響を受けやすい特別の時期が存在する．これを「敏感期（感受性期）」という．早期産児

は，脳の発達に顕著な変化が起こるこの時期に，胎内とは異なる環境にさらされて成長する．異質な環境が

教育講演
 座長　仲野　和彦

ヒトの心の発達とその進化的基盤
京都大学大学院教育学研究科
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早産児の脳と行動の発達に与える影響を実証的に明らかにするため，私たちは出生予定日に達したヒトの

早産児および満期産新生児を対象とした研究を行ってきた．現在まで，周産期の脳神経系の成熟が，とくに

社会的認知の発達と関連する可能性が示されつつある．周産期からの連続的な発達過程において，神経回路

の顕著な発達的変化が認められる時期と環境との因果関係が具体的に特定できれば，社会的認知機能の不

全を回復しうる効果的な介入，発達支援が可能となることが期待される．

56th Annual Conference of the Japanese Society of Pediatric Dentistry 

第56回　日本小児歯科学会大会

4556th JSPD
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「202030 男女共同参画の推進 Part Ⅴ　～ 臨床と私 ～」

2018（平成30）年５月11日（金）　13：40〜 15：10
A会場

臨床と私 
～う蝕治療のガイドライン作成から学んだこと

　鶴見大学歯学部　保存修復学講座
桃井　保子

臨床と私 
～小児の放射線リスクと埋伏歯の画像診断～

東京歯科大学　歯科放射線学講座
後藤多津子

女性小児歯科医委員会企画
リレー講演

4756th JSPD



■略歴	
1976年	 鶴見大学歯学部卒業	
	 鶴見大学歯学部第一歯科保存学教室　助手	
1983年	 鶴見大学歯学部第一歯科保存学教室　講師	
1991年	 英国ニューキャッスル大学歯科材料科学部門研究員	
1993年		 ISO/TC106	日本委員	
2007年		 う蝕治療ガイドライン作成小委員会委員長	(2017年まで)	
2010年		 日本歯科医師会材料・器械規格委員	
2011年		 厚生労働省医療機器・体外診断薬部会委員	
2012–2013年　日本接着歯学会会長

　う蝕治療ガイドラインの作成は、2007年に日本歯科保存学会が医療合理化委員会に命じたことから始

まった。以来、2017年までの10年間、う蝕治療ガイドライン作成小委員会の委員長として作成にかかわっ

た。第1版を2009年に、第2版を2016年に、そして現在は大阪大学教授　林　美加子委員長のもと2020

年に第3版を公開すべく作成・更新作業が続けられている。当初、委員会は10名で立ち上げ、現在は14名、

この10年間で延べ18名の委員が作成にかかわった。委員共通の理念は、エビデンス (科学的根拠)、MI 

(Minimal Intervention：最小限の侵襲)、コンセンサス (患者と医療者の合意) に基づくう蝕治療のガイド

ラインを社会に向けて発信することにある。ガイドライン作成から学んだことは、私の歯科医療への向き合

い方に大きく影響した。これは、全ての委員が持つ思いと考える。

　私たちがエビデンスとかEBMという言葉を口にするようになってから久しいが、始まりは1991年カナ

ダ・マクマスター大学の内科医Gordon Guyatt であることは良く知られている。私が大学を卒業し保存修

復学講座に身を置き始めたのは1976年である。したがって、大学で教育・診療・研究にかかわってきたわ

が人生の前半は、エビデンスとかEBMの考え方と無縁であったといえる。その頃の文献検索は全くのハン

ドリサーチ、自らの足で図書館に行き、棚にずらっと並んだ雑誌から意中の論文を探し当てるというもの

で、これには実に多くの時間を費やしたものである。そこから、インターネットが急速に確立し、これと呼

応してデジタルデータベースの検索手法が確立してきた。わが国においては、厚生労働省が、1996–1997年

医療技術評価のあり方に関する検討会において、EBM という考え方やその手順の海外での普及状況を初

めて紹介したとされている。

　さて、診療ガイドラインは、「医療者と患者が特定の臨床現場で適切な決断を下せるよう支援する目的で、

体系的な方法に則って作成された文書」と定義され、医療者と患者がともに疾病という問題に立ち向かう時

の羅針盤となる。具体的には、ある臨床上の疑問 (CQ：Clinical Question ) に対する回答文である。この

回答文は、1つ以上のシステマティック・レビュー (SR) の結果を反映させた推奨文である。SRは、論文を

系統的に検索し、分析・統合した総説であるから、これはインターネットでの文献検索なくして成立しない。

女性小児歯科医委員会企画リレー講演
「202030 男女共同参画の推進 Part Ⅴ　～　臨床と私　～」 座長　朝田　芳信

臨床と私 
～う蝕治療のガイドライン作成から学んだこと

鶴見大学歯学部　保存修復学講座
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この意味で、診療ガイドラインはインターネットの普及がもたらした大いなる福音といえよう。

　ガイドライン作成の手法は、Minds (2007年) から GRADE へと進展し、その活用現場は、DOS (医療

者もしくは疾病中心の医療)から POS (患者中心の医療) へ、そして、インフォームドコンセント(患者説

明同意) から　SDM （患者と医療者の協働的意思決定）へと、歩みを止めることなく、患者と医療者双方に

とって望ましい方向へと進んでいる。本講演では、う蝕治療ガイドライン作成にかかわった中で目の当たり

にしたこのような変化についてお話ししようと考えている。

56th Annual Conference of the Japanese Society of Pediatric Dentistry 

第56回　日本小児歯科学会大会

4956th JSPD



■略歴	
1988年	 九州大学歯学部卒業		
1988年	 九州大学大学院博士課程歯学研究科入学		
1992年	 九州大学大学院博士課程歯学研究科修了　学位：博士(歯学)		
1992年	 九州大学歯学部研究生	
1992年	 九州大学病院医員		
1993年	 The	University	of	British	Columbia,	Canada,	Faculty	of	Dentistry,		
	 Oral	Biology,	Postdoctoral	Research	Fellow.		
1995年　	The	Hospital	for	Sick	Children,	University	of	Toronto,	Canada,	Faculty	of	Medicine,	
	 Diagnostic	Imaging,	Clinical	Observer.	
1996年	 九州大学病院医員	
1997年	 九州大学歯学部助手・助教	
2009年	 九州大学病院講師	
2010年	 Associate	Professor	and	Chairman,		
	 Oral	Radiology,	Oral	Diagnosis	&	Polyclinics,	Faculty	of	Dentistry,		
	 The	University	of	Hong	Kong.	
2015年	 東京歯科大学主任教授（歯科放射線学講座）	
	 Honorary	Professor,	Faculty	of	Dentistry,	The	University	of	Hong	Kong

　X線画像により顎骨や歯を可視化することができ、画像診断は疾患の病態診断と治療効果の判定に欠か

せない。デンタルや咬合法による先鋭な画像、パノラマが見せてくれる患者さんの顎の全体像など、体内の

様子と病態は、歯科医師の診療を支える。また最近は、歯科用コーンビームCT (歯科用CBCT) による三次

元画像の有用性が認知され活用が進んでいる。小児歯科領域では、過剰埋伏歯、永久歯の位置、外傷に用い

られることが多い。

　一方で、歯科用CBCTはデンタルに比べて被曝量が高い、撮像時間が長いため子供は撮像が困難、金属の

みならず根充剤などによるアーティファクトやノイズの影響という問題も抱えている。歯科用CBCTは有

用であるからこそ、適切な運用が求められる。

　本講演では、臨床例を基に埋伏歯におけるデンタルや歯科用CBCTの撮影法、被曝量と読影診断におけ

るポイントを示す。

　放射線感受性が高く余命が長い小児においては、撮像範囲を絞り込む、X線装置の管電圧と管電流を適切

に下げる、治療時期とCBCT撮像時期を検討する、撮像を失敗しない、等が患者の被曝によるリスクを大き

く左右する。X線画像は、検査の正当化と最適化を行い合理的に低い被曝線量の下に、有用な画像診断を行

い患者さんに寄与することの全責任を我々歯科医師が負っているのである。

　画像の読影診断では、思い込みを捨て、視野を広くもち、画像が語りかける全ての所見をよく読み取り、

正確な最新情報を統合して、的確な診断をすることが大切である。 

女性小児歯科医委員会企画リレー講演
「202030 男女共同参画の推進 Part Ⅴ　～　臨床と私　～」 座長　髙野　博子

臨床と私 
～小児の放射線リスクと埋伏歯の画像診断～

東京歯科大学　歯科放射線学講座
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　男女共同参画も画像診断と似ている。歯科医師としての能力は、大学時代は男女間でそれほど差がないと

思われる。大学院卒後数年までは学会の受賞や日本代表に選ばれるのは女性が多い。それがいつの間にか

歳をとるにつれて歯科医の世界も男性社会になっていく。海外の多くの国で歯科医師のステイタスはトッ

プクラスであり、女性の歯科医師が男性よりも多いのになぜ日本だけがこうなのか？勤務医が多くシステ

ム的に男性社会に構築されてしまっている医師と違って、個人開業の多い歯科医師は女性でも海外のよう

に長く続けられるはずである。

　他の職種の方とお話していると「患者さんとの良い信頼関係を構築して、自分のキャリアを生かせる歯科

医師はうらやましい」と言われる。社会が語りかける言葉をよく聞き取り、正確な最新情報を統合して、自

分自身がいかにプロフェッショナルとして自立しているか時に診断してみよう。そして歯科医師としての

キャリアパスに的確なstrategyをたてることが大切である。女性が輝けば男性も輝く。日本の歯科医師全

体のステイタスが世界なみに上がるきっかけになるのではないかと思う。
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2018（平成30）年５月11日（金）　14：20〜 15：20
B会場

小児歯科専門医取得・更新に向けて
朝日大学歯学部口腔構造機能発育学講座　小児歯科学分野 

日本小児歯科学会専門医認定委員会　委員長
飯沼　光生

日本小児歯科学会認証医制度について
鶴見大学歯学部　小児歯科学講座 

日本小児歯科学会新認定医制度検討委員会　委員長
朝田　芳信

専門医・新認定医制度 
企画セミナー

5356th JSPD



■略歴	
1981年	 3月：	岐阜歯科大学　卒業	
1985年	 3月：	岐阜歯科大学大学院修了（歯学博士）	
1991年	 4月：	スウェーデンカロリンスカ大学客員研究員（1992年8月まで）	
1996年	12月：	朝日大学歯学部小児歯科学講座　講師	
2000年	 4月：	朝日大学歯学部小児歯科学講座　助教授	
2007年	 4月：	朝日大学歯学部口腔構造機能発育学講座小児歯科学分野　准教授　	
2015年	 4月：	朝日大学歯学部口腔構造機能発育学講座小児歯科学分野　教授	
	
■学会	
日本小児歯科学会　専門医指導医、常務理事	
日本外傷歯学会　指導医、理事	
日本スポーツ歯科医学会　認定医、理事　　　　　　　　　　　　など

　小児歯科学会認定専門医とは小児歯科医療の発展と向上を図り小児保健の充実と増進に寄与することを

目的として小児歯科医療に関する専門的知識と技術、そして公共的使命と社会的責任を有する歯科医師を

小児歯科専門医として認定したものであり、厚生労働省から認可を受けたものです。このため屋外に専門医

の広告を出すこと等も可能です。この制度は2005年に制定され、一般にもかなり認知されてきています。

2017年12月現在、1140名の専門医が登録され、最近受験者数も増加傾向にあります。小児歯科専門医は

子どもの口の健康に関するスペシャリストであり、そのために

　１）子どもの過去、現在、未来を見通す能力

　２）子どもを取り巻く環境（家庭、社会など）を考慮する能力

　３）保護者（親）に対する対応（説明、マネージメント）ができる能力

などが要求されます。これらが身についているかを審査し、日本小児歯科学会が専門医を認定するわけで

す。その際の資格審査として書類審査と試験があります。書類審査では臨床や研究の研修が十分行われた

かを審査し、試験ではケースプレゼンテーションと口頭試問、症例課題の記述試験、選択肢試験を行います。

試験は年２回、原則として６月と12月です。

　全国的に、大学の小児歯科に残る先生も減少傾向ですが、若い先生にとって大学の小児歯科あるいは小児

歯科医院で研修し、自分なりに小児歯科のエキスパートになったと思っても世間ではなかなか認められな

いことがあります。その点、小児歯科専門医を取得することは小児歯科のエキスパートとして公に認めら

れ、専門機関で研修した証にもなります。このため是非チャレンジして1人でも多くの先生に専門医を取得

していただきたいと思います。このための注意事項についてお話しします。

　また、専門医、認定医とも５年毎に更新が必要です。その要件の概要は以下の通りです。

　１） 生涯研修単位を100単位以上修得

専門医・新認定医制度企画セミナー
 座長　嘉ノ海龍三

小児歯科専門医取得・更新に向けて
朝日大学歯学部口腔構造機能発育学講座　小児歯科学分野 

日本小児歯科学会専門医認定委員会　委員長
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　２） セミナーを2回以上受講

　３） 小児歯科学会に6回以上出席

　４） 小児歯科学会等での発表または地方会でのケースプレゼンテーション

この中でケースプレゼンテーションについて十分周知されていなかったこともあり、最近不十分な発表が

目立ちました。このため今回は地方会でのケースプレゼンテーションについても少し詳しくお話しさせて

いただきます。

56th Annual Conference of the Japanese Society of Pediatric Dentistry 

第56回　日本小児歯科学会大会

5556th JSPD



■略歴	
1986年3月	 日本大学松戸歯学部　卒業	
1992年12月	 日本大学長期海外派遣研究員	
2001年10月	 鶴見大学歯学部小児歯科学講座　教授	
2008年5月	 日本小児歯科学会　理事長	
2012年4月	 鶴見大学歯学部附属病院　病院長	
	
	

　「小児歯科」の標榜診療科名が誕生し約40年が経過した現在、小児の口腔疾病構造も大きく変化し、口腔

機能の育成、食育や虐待など、専門性がより強く求められる時代となりました。そのため、小児歯科を標榜

する医療施設に従事する歯科医師の質の向上が急務と考えられます。そこで、現在の小児歯科認定医制度の

あり方を再考し、小児歯科標榜の医療施設に従事する歯科医師が具備すべき知識と技能の向上を図るため

の新たな制度を立ち上げ、2018年6月から運用を開始する予定です。そこで、本講演では小児歯科認証医

制度の概要について、本制度の目的、申請条件ならびに資格取得後の更新条件などについて述べさせて頂き

ます。

専門医・新認定医制度企画セミナー
 座長　嘉ノ海龍三

日本小児歯科学会認証医制度について
鶴見大学歯学部　小児歯科学講座 

日本小児歯科学会新認定医制度検討委員会　委員長

朝
あ さ だ

田　芳
よ し の ぶ

信 

56 56th JSPD



「社会保険診療報酬改定のしくみを検証する」

2018（平成30）年５月11日（金）　10：50〜 12：20
B会場

診療報酬改定における日本歯科医学会の役割 
― とりわけ歯科医療協議会の活動について ―

日本歯科医学会歯科医療協議会　座長 
日本歯科大学附属病院　口腔外科

小林隆太郎

診療報酬改定とその運用 
―診療報酬請求の実態について―

大原歯科医院
大原　　裕

社会保険委員会企画 
シンポジウム

5756th JSPD



■略歴	
昭和	59年		6月	 日本歯科大学歯学部口腔外科学教室第2講座　助手	
平成	 3年		４月	 日本歯科大学歯学部口腔外科学教室第2講座　講師	
平成	13年		1月	 日本歯科大学歯学部附属病院顎変形症診療センター長	
平成	15年	 4月	 日本歯科大学歯学部附属病院口腔外科　助教授	
平成	21年	４月	 日本歯科大学附属病院医療管理室長	
平成	22年	 4月	 日本歯科大学口腔外科　教授	
平成	25年	 8月	 日本歯科医師会保険適用検討委員会委員長	
平成	26年	 4月	 日本歯科医学会歯科医療協議会座長	
平成	27年	 7月	 日本歯科医学会常任理事	
平成	28年	11月		 日本口腔外科学会理事	
平成	24年	10月		 厚生労働大臣表彰

　歯科点数表への新たな医療技術の収載または既存の医療技術の変更等をするには、2年に一度行われる

診療報酬改定に向けて、医療技術評価提案書の作成が必要となります。診療報酬改定における日本歯科医学

会の役割として、この医療技術評価提案書の取りまとめがあります。実際には日本歯科医学会に設置された

歯科医療協議会が担当しています。また，関連する業務としては、歯科診療行為のタイムスタディー調査、

保険収載関連研修会の開催などがあります。そこで本講演において歯科医療協議会の取り組みを中心に解

説していきたいと思います。以下に主要な内容を記載させて頂きました。

　医療技術の保険収載への道は大きく分けて、下記の３つの方法があります。その中の医療技術評価提案に

ついては、平成16年度改定から医科と同様な制度となり、中央社会保険医療協議会（中医協）の診療報酬調

査専門組織にある医療技術評価分科会において審議されます。平成28年度診療報酬改定においては31項

目の歯科関連技術が保険収載され、関係者の努力により収載率は過去最高の50％となりました。エビデン

スレベルの高い提案書を作成し提出することは、公的医療保険による国民の健康維持と増進の大いなる一

助となるもので、これは医療供給を行う者の責務と考えます。

①　医療技術の保険収載 → 医療技術評価提案（学会） 

②　先進的な医療技術の保険収載 → 新規技術届出（医療機関）

③　医療機器，医療材料の保険収載 → 保険適用希望書提出（企業）

　厚生労働省に医療技術評価提案書を提出できる団体は、現在，「日本医学会分科会，内科系学会社会保険連

合，外科系学会社会保険委員会連合または日本歯科医学会分科会（認定分科会含む43分科会）のいずれかに

所属する学会、日本薬学会および看護系学会等社会保険連合」となっています。

　医療技術の提案には保険未収載技術と保険既収載技術の２種類があり、後者には医療技術の廃止も含ま

れます。この廃止と新規提案、いわゆる「スクラップアンドビルド」も重要かつ必要な提案となります。日本

歯科医学会に届けられた提案書は、歯科医療協議会において、すべての記載内容がチェックされブラッシュ

社会保険委員会企画シンポジウム
「社会保険診療報酬改定のしくみを検証する」 座長　鈴木　広幸

診療報酬改定における日本歯科医学会の役割 
― とりわけ歯科医療協議会の活動について ―

日本歯科医学会歯科医療協議会　座長／日本歯科大学附属病院　口腔外科
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アップの作業が行われます。

　厚生労働省への提出とその後の流れについて、平成30年度診療報酬改定を例に説明します。今回は提案

書関連の書類が厚生労働省から平成 29年2月10日に発出され、それを受け3月2日に43分科会など関係

者を対象にして、平成30年度診療報酬改定における医療技術評価提案書に係る説明会を開催。作成された

提案書の日本歯科医学会への届け出の締切日を4月21日とし、歯科医療協議会において、これらすべてに

対し、記載内容を精査し、かつ、全体的な調整を行いました。必要に応じて分科会に修正や加筆を依頼し、提

案書のブラッシュアップを図りました。取りまとめた提案書92件は5月31日に厚生労働省に提出。その

後、中医協・診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会において審議され、平成30年1月17、24日に中

医協総会での承認、評価結果は次の4つとなりました。 

・診療報酬改定において対応する優先度が高い技術 

・今回改定では対応を行わない技術

・医療技術評価分科会における評価の対象とならない提案 

・中医協総会において，一部若しくは全部が議論された提案 
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■略歴	
1977年3月　	 城西歯科大学卒業	
1977年5月	 城西歯科大学口腔衛生学講座助手	
1979年4月	 京都鉄道病院歯科勤務	
1979年7月	 京都第一日本赤十字病院麻酔科嘱託	
1982年5月	 大原歯科医院開設	
1995年6月	 京都府社会保険診療報酬支払基金審査委員　2003年迄	
2000年4月	 日本歯科医師会調査室調査第三部会委員	
2003年4月	 日本歯科医師会調査室調査第二部会委員長　2006年3月迄	
2003年9月	 日本歯科医学会歯科診療問題調査研究プロジェクト会議ワーキンググループ	
	 	 委員、2004年度版タイムスタディ調査に参画	
2004年5月	 「小児歯科臨床」に「小児歯科における保険請求」を連載開始

「この処置、こんな検査を保険で算定出来るようにして欲しい！！」

「こんなことが保険で算定出来たらいいのに！！」

診療をしていて、その様に感じることはありませんか？

「実際に治療で行っているのに、請求する点数がない！！」

「治療で必要な処置・検査なのに、請求出来ないと言われる！！」

「請求出来るはずの項目（特に初診料等）なのに、請求出来ないと言われる！！」

と、日々のカルテ入力の時に、この様なことを感じることがあるのではないでしょうか。

こうした現場の不満（苛立ち）を修正する１つの施策が【診療報酬改定】です。

しかしながら、【診療報酬改定】は【厚生労働省】と【歯科医師会】が決めるもの。

我々が何を言っても、「声」は届かないと思っていませんか？

しかし我々が【診療報酬改定】にもの申すことは可能です。

どうしたら、我々の「声」を、【診療報酬改定】に反映させることが出来るかをお示しします。

また、日々の診療で感じる【不平】【不満】【希望】等は、【診療報酬】において、

① 行った処置の全てを算定出来ない。

② 処置に対する点数が正当に評価されていない。

③ 処置に対する点数が、地域によって算定出来る・出来ない、の格差がある。

これらの状況は【医療の標準化】を妨げているとも考えられ、歯科医師だけではなく患者さんの不利益につ

社会保険委員会企画シンポジウム
「社会保険診療報酬改定のしくみを検証する」 座長　鈴木　広幸

診療報酬改定とその運用 
―診療報酬請求の実態について―

京都府　大原歯科医院
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ながると考えます。

こうした【診療報酬】の運用格差について、具体的な事例を挙げて今後の対応と格差改善の方策を模索し提

示出来ればと思っています。

この講演を機に【診療報酬改定】をより身近に感じて頂いて、みんなで「声」を上げ、それらを集約して、効果

的で効率的な【診療報酬改定】につなげ、我々にとっても患者さんにとっても安心して治療が行える【診療報

酬】の体系を構築出来ればと思います。

56th Annual Conference of the Japanese Society of Pediatric Dentistry 

第56回　日本小児歯科学会大会
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「私の考える萌出障害の早期発見と治療」

2018（平成30）年５月10日（木）　13：50〜 15：20
A会場

上顎埋伏犬歯の臨床 
— いつ、何をするべきか？ —

たけし矯正こども歯科
徳倉　　健

 
永久歯咬合完成まで管理を行った上顎犬歯埋伏症例を通して感じた

小児歯科医・かかりつけ医の役割
田中こども歯科医院

田中　克明

埋伏歯を有する患児とどのように向き合っていくか
医療法人社団はるき小児・矯正・歯科

春木　隆伸

全国小児歯科開業医会 
（JSPP）企画講演

6356th JSPD



■略歴	
2004年	 愛知学院大学歯学部卒業　	
	 愛知学院大学大学院歯学研究科入学（小児歯科学専攻）	
2005年	 英国国立リーズ大学	Oral	Biology	客員研究員（2006年まで）	
2008年	 愛知学院大学大学院歯学研究科修了（歯学博士）	
	 医）良匠会　徳倉歯科　勤務	
2013年	 愛知学院大学小児歯科学講座非常勤講師	
	 日本小児歯科学会　専門医取得	
2017年	 たけし矯正こども歯科　開業

　埋伏歯臨床において上顎⽝歯の埋伏は、下顎智歯の埋伏についで多くみられ 1)、全体人口の約1 ～ 3％と

言われています。早期に小児を診ることができる我々小児歯科医は、乳幼児期・学童期・思春期といった小

児のライフステージの変化に伴う様々な形の生活支援の中で、成育歯科医療の一環として永久歯萌出障害

についても当然注力すべきであり、それは保護者にとっても非常に興味深い事柄であると思います。

　上顎⽝歯の埋伏は、性別や人種によってその病因・発生頻度・埋伏位置が異なります。全世界的にみても

性別では女児に有意に多く、長頭型である白人では⾆側埋伏、短頭型である日本人では唇側埋伏が多いと報

告されています 2)。上顎⽝歯埋伏の病因としては、1. 硬組織による局所的障害（過剰歯や第一小⾅歯捻転、

ディスクレパンシーなど）、2. 病巣（乳⽝歯根尖病巣、またはそれに伴う嚢胞化）、3. 上顎側切歯矮小や先天

性欠如による萌出経路異常（Guidance Theory）、4. 歯胚位置異常による遺伝的要因（Genetic Theory）

に大きく分類されます。各症例における治療計画も、牽引後のディスクレパンシーの問題、隣在歯との位置

関係および隣在歯歯根吸収・矮小歯・永久歯先天性欠如の有無や年齢、そして保護者や本人がどのような方

法と結果を望んでいるのか、によってそのアプローチ方法は多岐に渡ります。Interdisciplinary 

Approach においても、開窓・牽引処置では口腔外科医との連携もさることながら、場合によっては補綴医

との連携も視野に入れる必要があります。また、自分の咬合誘導の範疇を超えているなどの場合においては

矯正歯科医との連携も考えられます。

　我々小児歯科医は永久歯萌出障害において、保護者の方々に対して患児が成人になるまでの期間におけ

る道筋をどのように立ててあげることができるのかが求められます。その際、上顎⽝歯の埋伏予測指標とし

てはパノラマレントゲン写真における咬合平面から⽝歯咬頭頂への垂直的距離や、正中線に対する⽝歯長

軸の⾓度などが有効である 3) 一方、既に埋伏した症例では、上記の要素を鑑みて埋伏⽝歯の牽引・抜歯の選

択も含め、複数の治療方法についてそのメリット・デメリットを保護者に提示し、それが保護者や本人の生

活背景・経済事情に基づいた優先事項とマッチしているのかどうかを見極める必要があるだけでなく、万が

一にも治療途中で牽引処置がうまくいかず治療方法の変更を余儀なくされた際の保護者や本人の気持ちの

変化、すなわち『こんなことになるなら違う方法が良かった』となるリスクも考慮に入れた双方の確認作業

全国小児歯科開業医会（JSPP）企画講演
「私の考える萌出障害の早期発見と治療」 座長　石谷　徳人

上顎埋伏犬歯の臨床　— いつ、何をするべきか？ —
たけし矯正こども歯科
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が非常に重要です。また、『何もしなかったらどうなるんですか？』という保護者や本人からの問いに対して

も明確に答える必要があります。

　従って、上顎埋伏⽝歯のみならず永久歯萌出障害においてはその様相が多岐に渡り、症例ごとに個別の対

応が要求される一方、小児歯科臨床において必須要素となる医療者・患児・家族の関係性も、治療期間がス

ムーズに進行するかどうかに大きく関わってきます。医療者が患児本人と家族との関係性を観察するのは

当然のこと、家族の協力・信頼が得られるように家族の訴えや生活背景についてしっかりと聞き取り、患児

の心情を大切にする態度をみせることこそが、結果として医療者側の話をしっかりときいてくれることに

もつながります。

　さらにいえば、『永久歯萌出障害の治療』を通じて、開窓術に伴う外科的侵襲に対する本人の不安や恐怖を

緩和する工夫に加え、それらを乗り越えるこころの成長をリアルタイムで家族が目の当たりにすることや、

治療の進行状況を本人を含め家族と随時共有していくことによって、医療者・患児・家族双方の信頼関係が

より強固になるのではないでしょうか 4)。

　永久歯萌出障害の治療を成育的支援の手段の中の一つとして捉えた場合、上顎埋伏⽝歯の病因論やその

予測指標、咬合誘導としての介入時期、開窓術式などの知識を実践する一方で、治療を通じて本人の心理的

変容や口腔内の変化を家族の方々と共感・共有していくことが保護者の育児行動の強化因子となり得る 5) の

であれば、単なる永久歯萌出障害の治療以上の意義があると考えます。以上を踏まえ、本講演が永久歯萌出

障害の治療手技のみならず、成育的支援の中の永久歯萌出障害に対する小児歯科医の役割について再考す

る機会となれば幸いです。

文献

1) Adrian Becker and Stella Chaushu: Etiology of maxillary canine impaction: A review: Am J 

Orthod Dentofacial Orthop, Oct 2015, Vol148(4): 557-567
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and palatal maxillary canine impaction: A perspective based on cone-beam computed 

tomography analysis: Am J Orthod Dentofacial Orthop, Apr 2013, Vol143(4): 527-534
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■略歴	
1993年3月　九州大学歯学部卒業	
1993年4月　九州大学歯学部小児歯科学教室　入局	
1995年4月　おおの小児矯正歯科（山口県下関市）　勤務	
2004年6月　佐賀県鳥栖市にて開業

	

　埋伏歯は、成長発育期では小児歯科医や一般歯科医のかかりつけ医により発見されることが多く、その対

応は咬合誘導（健全な永久歯咬合の育成）上、何らかの対応が必要であることは言うまでもありません。対応

には、外科的処置（開窓、摘出）や矯正治療（牽引誘導）が検討されますが、小児歯科学会の先生方にはそのす

べてをご自身でされる方もあれば、口腔外科や矯正専門医へ依頼される方も多いかと思います。

　私自身は、人口7万人程度の地方都市で子ども達のかかりつけ医として診療しています。診療の中心は、

予防を中心としたう蝕の管理、健全な永久歯咬合を目指した定期健診です。口腔外傷の対応も多い中、咬合

誘導（矯正治療）も行いますが、難易度の高い複雑なケースは、地域の総合病院の矯正歯科・口腔外科に依

頼、連携しての対応を行うことにしています。

　今回、呈示するケースは上顎⽝歯の埋伏で最終的には当院で仕上げの矯正治療を行い永久歯咬合まで管

理したものですが、いずれも難易度の高い複雑なケースとして総合病院へ紹介、連携して対応しています。

上顎⽝歯の埋伏は頻度も高く1）～3）、その対応には、咬合の問題、審美性の考慮、さらには埋伏との判断がIIIB

後期以降であることから、永久歯咬合全体をデザインする必要があります。管理・治療の時期は、子ども達

が生活上忙しくなる10歳前後から中学・高校時代におよぶことになります。治療には外科的処置（開窓、摘

出）、矯正治療（牽引誘導、最終仕上げ）を伴い、本人・保護者側の負担（精神的、身体的負担に加え、経済的、

時間的負担も加わる）はとても大きいです。また、埋伏歯発見時には本人には全く日常生活に支障のない状

態が多く、説明を受けた際に生じる本人・保護者側の驚き・戸惑い・不安への対応も重要です。

　かかりつけ医・小児歯科医の役割とは、ここら辺りも治療に加え重要と考えられます。私自身、自院で対

応出来ない処置について、他科へ依頼する旨を保護者へ説明したとき、『先生のところで診て頂くことは出

来ないのでしょうか？』との訴えをされることがよくあります。小さな頃から子ども達と関わる中、本人・

保護者からの信頼や期待が高くなっている、治療の技術だけではない何か、安心感でしょうか、期待されて

いるのだろうと感じます。

　私達小児歯科医は、本人・保護者側の本音を聞いた上で、また生活背景を理解した上で、対応出来る唯一

の存在なのかもしれません。その上で、その子の現在の生活への配慮をしながら、最終的には将来・生涯の

全国小児歯科開業医会（JSPP）企画講演
「私の考える萌出障害の早期発見と治療」 座長　石谷　徳人

永久歯咬合完成まで管理を行った上顎犬歯埋伏症例を
通して感じた小児歯科医・かかりつけ医の役割
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田
た な か

中　克
か つ あ き

明 

66 56th JSPD



口腔の健康を考えた咬合の付与を、トータルで診断出来る立場でなければならないのだと思います。

　当院で経験した上顎⽝歯埋伏ケースを通して、かかりつけ医・小児歯科医の役割、役回り、そして永久歯

咬合完成までを意識して、埋伏歯の発見から診断・治療終了までの咬合管理について、私見を述べたいと思

います。

参考文献：

1） 名倉真美子、嘉ノ海龍三：埋伏した上顎⽝歯の牽引法についての臨床的検討、小児歯科学雑誌39（2）、

390、2001

2） 野本知佐、嘉ノ海龍三：埋伏歯の歯種別管理について、小児歯科学雑誌35（2）、311、1997

3） 田鶴濱泰子、末石研二：大学病院矯正歯科来院患者の埋伏歯に関する臨床統計、歯科学報, 114(2): 

155-160、2014
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■略歴	
1989年3月	 岡山大学歯学部卒	
1989年4月	 カノミ矯正・小児歯科クリニック勤務	
1995年3月	 ワシントン大学歯学部　Visiting	Assistant	Professor	
1996年7月	 岡山大学歯学部附属病院助手	
1999年4月	 はるき小児・矯正・歯科　開設（～現在）	
2009年4月	 明石市立養護学校校医（～現在）	
2013年4月	 鹿児島大学医歯学総合研究科非常勤講師	
	
■資格	
博士（歯学）	
日本小児歯科学会専門医・指導医	
日本矯正歯科学会認定医	
日本障害者歯科学会認定医

　小児歯科と矯正歯科を標榜している当院では、乳幼児期から地域の子ども達の口腔の健康を保つお手伝

いをさせていただいています。また地域の子ども達の口腔の健康に対する「かかりつけ医」として、う蝕治療

や、口腔衛生指導、矯正治療、口腔外科治療など、幅広く日々診療を行っています。そんな小児歯科臨床にお

いて埋伏歯を有する患者は、比較的高頻度で見られます。埋伏歯は、歯の位置異常のひとつであり、咬合状

態に様々な影響を及ぼします。局所的な不正咬合のみならず、歯列の発育や隣在歯に対して障害を与え、さ

らに、審美的、機能的にも問題となることが多々あります。そのため、埋伏歯となる可能性がある歯を早期

に発見しうる小児歯科医は、萌出誘導を行うのか、そのまま経過観察を行うのか、非常に重要な判断を必要

とする立場にあると考えます。

　小児歯科医としての最大のミッションは、子ども達の口腔の健康を最大限に引き出して、それを保ち、子

ども達が心身ともに健やかに成長できる手助けをすることにあるのではないでしょうか。もし、埋伏歯を有

する子どもや埋伏しそうな歯を有する子どもが来院したら、「最後の砦」は私たち小児歯科医であると考え

ます。つまり、日常の定期健診等で埋伏歯を発見し、また埋伏しそうな歯を発見したら、速やかに検査結果

に基づいて診断し、診断結果や治療方針を患児やその養育者に丁寧に説明しなければなりません。そして当

然その後の治療が必要な場合においては、自身で治療を行っていく場合は勿論のこと、たとえ自身が行わな

いとしても、高次医療機関に紹介を行うなど小児歯科医として最後まで責任を持つ必要があると考えます。

　今回、私の小児歯科臨床において経験させていただいた埋伏歯を有する子ども達について、まず比較的早

くに埋伏を予想し、深く埋伏せずにスムーズに治療を行えた症例。深く埋伏してしまってから当院に紹介さ

れ治療を行った症例。埋伏歯の牽引を行ったが結局は抜歯せざるを得なかった症例等について、私が行った

それぞれ診断と治療について報告させていただきます。

　そして最後に私の考える、子ども達の成長過程を時間軸中心に診ていく必要があるX線写真診査を含む

全国小児歯科開業医会（JSPP）企画講演
「私の考える萌出障害の早期発見と治療」 座長　石谷　徳人

埋伏歯を有する患児とどのように向き合っていくか
医療法人社団はるき小児・矯正・歯科
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定期健診の重要性について述べさせていただきます。埋伏歯といっても、子ども達一人ひとりに対し、年齢

や歯根の形成状況、萌出方向や顎骨内での位置、さらには隣在歯との３次元的位置関係等に応じて様々な診

断があり、さらに子どもやその養育者の治療に対する理解度や協力性も診断や治療を行っていくうえで重

要な要素となります。その上で診断に対して様々な治療法を考えていく必要があります。今回私が経験し

た子ども達の埋伏歯の診断や治療について、皆様からご意見やご批判、ご指導を頂くことができれば幸いと

思っております。
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2018（平成30）年５月10日（木）　9：50〜 11：20
B会場

認定歯科衛生士への道Ⅱ
ちあーず歯科・小児歯科

野本　知佐

認定歯科衛生士への道Ⅲ
とき歯科

玉熊　幸子

歯科衛生士委員会企画 
セミナー

7156th JSPD



■略歴	
1989年　岡山大学歯学部卒業	
1989年　岡山大学歯学部小児歯科学講座　入局	
1993年　岡山大学付属病院小児歯科　助手	
1995年　カノミ矯正・小児歯科クリニック（姫路市）勤務	
1998年　須之内歯科（松山市）勤務	
2003年　ハロー歯科（岡山市）勤務	
2009年　ちあーず歯科・小児歯科（愛媛県砥部町）開業	

　小児期における口腔の健康を保持・増進することが将来にわたって口腔の健康だけでなく、全身の健康に

繋がるということが、厚生労働省が掲げている健康日本２１の中の「歯の健康」にも示されており、「健康増

進を担う人材」の中に歯科医師はもちろん、歯科衛生士が「生活習慣全般についての保健指導及び住民から

の相談を担当する」とあります。

　日本小児歯科学会では、「小児歯科医療そして小児歯科保健の実践には小児歯科領域の高いスキルをもっ

た歯科衛生士との協働が不可欠である。」ので、認定歯科衛生士の制度を平成19年よりスタートいたしまし

た。今現在、第11回の認定歯科衛生士の審査が終了し、歯科衛生士の会員492名のうち108名が認定歯科

衛生士を取得されております。今年も全国大会、地方会での認定審査のポスター発表が行われます。多くの

歯科衛生士の皆様に小児歯科についての理解を深め、知識や技能の向上をされるとともにぜひ本制度を目

標にしていただきたいと思います。

　今回、日本小児歯科学会歯科衛生士委員会では、より多くの歯科衛生士の皆様に認定歯科衛生士をめざし

ていただけるよう、認定歯科衛生士の申請から承認までの流れ、また審査のための書類（プレゼンテーショ

ン）についてご説明させていただきたいと思います。

　特に審査書類の中の在職期間所属長の検印を受けた５症例報告書は学会のホームページにその作成基準

と症例報告書フォームがあるのですが、提出された症例の中には、そのフォームと大きくかけ離れ、審査を

通過しにくい形式になっていることもあります。そこで今回、症例報告書の具体的な作成方法については具

体的な例で皆様と一緒に考えていきたいと思います。

歯科衛生士委員会企画セミナー
 座長　早川　　龍・藤井　綾希

認定歯科衛生士への道Ⅱ
ちあーず歯科・小児歯科
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■略歴	
1998年	 青森歯科衛生士専門学校入学	
	 （現：青森歯科医療専門学校）	
2000年	 青森歯科衛生士専門学校卒業	
	 （現：青森歯科医療専門学校）	
2000年	 とき歯科　勤務	
2012年	 日本小児歯科学会認定歯科衛生士資格取得	
	

　歯科衛生士として働き始めてから12年経ったH24年に日本小児歯科認定歯科衛生士の資格を取得しま

した。取得する以前の私は3人の子どもを出産し育児と仕事という日々が続き、毎日の生活に精一杯でし

た。資格を取得したきっかけというのは同期で一緒に働いてきた仲間が先に資格を取得する準備をしてい

て、私も自分に余裕ができたら資格を取得したいと思っていました。資格を取得する事で正しい情報を患者

さんへ伝えるために自らが勉強し、子ども達に対する接し方や自分の考え方が変わるのではないかという

思いが強かったと思います。

　臨床経験は長いものの資格取得に関する知識が全くなく、取得するためにまず必要な条件を満たしてい

るかを確認し、学会へ参加する所からのスタートでした。担当している小児患者の5症例を提出するために

カルテの内容と口腔内写真を確認しました。そこで口腔内写真をきちんと撮る事の大切さを改めて実感し、

症例報告に使用できる写真の少なさにがっかりしました。今まではただ写真を撮っていただけだったとい

う事に気付かされました。口腔内写真の撮り方については、一からのスタートとなり練習し学ぶことも多く

ありました。

　資格を取得してからは、資格を取得する以前よりも増して、私自身がもっと勉強してたくさんの情報を皆

さんにお伝えしたいという気持ちが強くなりました。患者さんに対する気持ちも、この子のために家族とは

どう向き合うべきか？などと考えるようになりました。

　私の意識が変わった事もありますが、患者さんに説明する際も口腔内全体を診てお話ししています。ご両

親が気付かなかった事や、これから考えられる口腔内の変化などを説明する事で真剣に向き合ってくれる

方も多いです。ご両親の方から、認定歯科衛生士さんに診てもらいたいという方も増えていて、歯科を受診

する前に色々調べて勉強して来ているんだなと感じることもあります。最近のご両親はお子さんの口腔内

にものすごく関心があり、歯科受診する以前からネットなどを利用し、たくさんの情報をもって来院されま

す。ネットの情報だけだと過剰に情報が入ってしまう現在、正しい情報のみ伝えていけるようにしたいなと

思っています。

　認定歯科衛生士を取得することは、自分のためにもなりましたが、後輩へ歯科衛生士としてスキルアップ

歯科衛生士委員会企画セミナー
 座長　早川　　龍・藤井　綾希

認定歯科衛生士への道Ⅲ
とき歯科

玉
た ま く ま

熊　幸
さ ち こ

子 

56th Annual Conference of the Japanese Society of Pediatric Dentistry 

第56回　日本小児歯科学会大会

7356th JSPD



の道を示すことができたと思います。私が取得したあと後輩４名が、認定歯科衛生士を受験し合格しまし

た。

　これから認定歯科衛生士を取得したいと思っている方もたくさんいると思います。取得するまでの条件

もありますし、取得すると決めてからの準備も確かに大変です。そして取得してからも5年に１度は更新の

ために準備をしなくてはならないのですが、それ以上に歯科衛生士として一人一人のお子さん、それぞれの

ご家族と向き合う事で信頼関係を築き長く口腔内を診ていける関係となった時、何よりも子ども達の成長

がものすごくうれしく感じます。認定歯科衛生士の資格を取得してから、今までよりもさらに仕事が楽しく

やりがいのある職業だと感じています。私のこれまでの経験を含めてお話しさせて頂きます。
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2018（平成30）年５月10日（木）　13：50〜 15：20
B会場

認定歯科衛生士のための 
「小児歯科臨床を科学する —カリエスコントロールを題材に—」

静岡県立大学短期大学部歯科衛生学科
仲井　雪絵

歯科衛生士委員会主催 
認定歯科衛生士認定更新必修研修セミナー

7556th JSPD



■略歴	
1992年3月　岡山大学歯学部卒業	
1996年3月　岡山大学大学院歯学研究科修了　博士（歯学）	
1996年4月　岡山大学歯学部　助手（小児歯科学）	
1997年7月　ワシントン大学歯学部　Visiting	Assistant	Professor	
　　　　　　		（Pediatric	DentistryとDental	Public	Health	Sciences兼任）	
2000年6月　岡山大学歯学部　助手（小児歯科学）	
2001年4月　岡山大学大学院医歯学総合研究科　助手（行動小児歯科学）	
2005年4月　岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　助手（行動小児歯科学）	
2007年4月　岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　助教（行動小児歯科学）	
2016年4月　静岡県立大学短期大学部　教授（歯科衛生学科）	
現在に至る	
　	
■所属学会等	
日本小児歯科学会　専門医指導医　　第37回中部地方会大会長	
米国小児歯科学会（AAPD）	
国際歯科研究学会（IADR）	
日本外傷歯学会　歯科衛生士認定担当理事	
日本小児保健協会	
日本障害者歯科学会　ほか

　健康寿命の延伸に口腔保健施策が不可欠であるのは疑う余地も無い。歯科衛生士への期待値と活躍の場

が拡大することは間違いない。しかし，歯科衛生士を志す志望者数はここ数年間頭打ちであり，復職も十分

とは言えず慢性的な歯科衛生士不足が生じている。歯科医療水準を持続可能にするために，歯科衛生士が重

要な職種であることを，特に未来の歯科衛生士になりうる子ども達へ伝える必要がある。小児歯科受診のリ

ピーターを作ることは，子ども達に対する最も効果的な職業啓発活動と言えるかもしれない。

　ところで，大学病院における小児患者数と医療収入の経年的減少により肩身の狭さを密かに感じている

小児歯科教員は少なくないだろう。学生達から「小児歯科医のニーズは低い」と誤解される危機感に屈する

ことなく、情熱をもって臨床指導がなされていることだろう。大学は国民の付託に応える責務があるので，

歯学教育が高齢者歯科を重要視するのは正しい。しかし齲蝕・歯周疾患の予防に加え，小児期から正常な歯

列咬合を育み，全身と心の健康の基礎を獲得させることは，高齢期のサルコペニアやフレイル予防の前提で

はないのか？小児と高齢者はライフステージ上に連続性をもった存在だという本質を置き去りにして，健

やかな高齢期など考えられない。美しく健やかに老いる社会の実現には，良質な小児歯科医療・保健が不可

欠である。「医学は，科学（サイエンス）に基づいた技術（アート）である」とは，ウィリアム・オスラー医師

の言である。我々の臨床は，サイエンスに基づいているだろうか？良質な小児歯科医療・保健のために，患

者の利益となる，信頼に足る情報を情報洪水の中から抽出できているか？権威ある人の言葉を鵜呑みにし

歯科衛生士委員会主催認定歯科衛生士認定更新必修研修セミナー
 座長　井上　雄温

認定歯科衛生士のための 
「小児歯科臨床を科学する —カリエスコントロールを題材に—」

静岡県立大学短期大学部歯科衛生学科
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てはいないか？批判的な吟味をしているか？コクラン・レビュー等のシステマティックレビューは，果たし

て万能なエビデンスなのか？そこで得られる結論は，現実と適合するのか？

　また，養育環境とそれを取り巻く社会にも目を向けると，子どもの育てにくさを感じる保護者への支援，

妊娠期から切れ目のない支援への窓口として小児歯科は貢献できる。例えば，妊娠期からの口腔管理のため

に歯科受診を推奨することは，齲蝕原性細菌の伝播予防の目的だけではなく，妊婦や子育て家族を歯科とい

う社会の一部と結びつけ，家族を「社会から孤立させない」という大義もある。これは「健やか親子21（第2

次）」の重点課題である「妊娠期からの児童虐待防止対策」に関わる。その後の継続的な歯科受診の中でも，

児童虐待のハイリスク家族を早期発見・早期対応し，子どものPreventable Death（予防可能死）の減少に

寄与できる。すなわち，小児歯科は子ども達のために社会を変えるプラットホームになりうるのだ。小児歯

科の専門性とは，かくも広くて深い。

　今回は，認定歯科衛生士の皆さんが従事なさっているカリエスコントロールを題材に批判的吟味をした

い。さらに高度な予防処置・歯科保健指導を実践する一助としていただける内容を目指したい。
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2018（平成30）年５月10日（木）　15：30〜 16：30
B会場

JSPD 会員のための 
人を対象とする医学系研究の倫理

広島大学大学院医歯薬保健学研究科　小児歯科学
香西　克之

倫理申請書ってどう書くの？
新潟大学大学院医歯学総合研究科　小児歯科学分野

齊藤　一誠

研究倫理セミナー

7956th JSPD



■略歴	
1981年	3月	 広島大学歯学部卒業	
1985年	3月	 広島大学大学院歯学研究科修了（歯学博士）		
	 4月	 広島大学　助手（小児歯科学）	
1986年	2月	 日本鋼管福山病院小児歯科（～ 1986	7）	
	 8月	 広島大学　助手（小児歯科学）	
1989年	9月	 広島大学歯学部附属病院　病院講師（小児歯科）	
	 9月	 トロント大学客員研究員（～ 1990	9）	
2001年	4月	 広島大学歯学部小児歯科学講座　教授　	
	 	（現　大学院医歯薬保健学研究科小児歯科学）	
2006年	4月	 広島大学歯学科長（～ 2010	3，	2014	4 ～ 2018	3）	
2014年	4月	 広島大学歯学部長補佐( ～ 2018	3)	
2015年	4月	 広島大学病院副病院長( ～現在)

　2014年12月に文部科学省と厚生労働省から「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」が出され3

年が経過したが，研究論文の不正をはじめ倫理違反は後を絶たない。本学会では研究を始める前に倫理審査

を受けるよう指導しており，開業されている会員の先生方にも周知されている。さらに研究倫理に関する研

修やネット講習などの受講も義務づけられるようになり，本委員会においても昨年に引き続き研究倫理セ

ミナーを企画することとなった。

1．人を対象とする医学系研究の倫理の理解を深める
1）診療と研究の相異
　臨床研究において多くの場合、患者さんを「診療する」という意図が存在するが、そこに医学的な知見を見

いだす要素がある場合「研究」となる。またよく問合せがあるが，いわゆる「症例報告」や「ケースレポート」

は医学系研究の対象ではない。しかし、十分な匿名化が困難な場合は本人の同意を必要とする。

2）侵襲と介入
　侵襲とは，研究目的で行われる，穿刺，切開，薬物投与，放射線照射，心的外傷に触れる質問等によって，

研究対象者の身体または精神に傷害または負担が生じることをいう。一方，介入とは，研究目的で人の健康

に関する様々な事象に影響を与える要因（健康の保持増進行動および医療における傷病予防，診断，投薬，検

査等を含む。）の有無又は程度を制御する行為（通常の診療を超える医療行為であって，研究目的で実施する

ものを含む。）をいう。

3）研究におけるインフォームド・アセント
　インフォームド・アセントとは，インフォームド・コンセントを理解する能力を欠くと判断される研究対

象者（子ども等）が，研究に関して，その理解力に応じたわかりやすい言葉で説明を受け，研究について理解

研究倫理セミナー
 座長　香西　克之

JSPD 会員のための 
人を対象とする医学系研究の倫理

広島大学大学院医歯薬保健学研究科　小児歯科学
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し，賛意を表することをいう。

4）オプトアウト
　研究対象者の診療情報や既存試料等を用いて研究を実施する場合に、提供元である研究対象者に対して、

研究の実施および内容について事前に知らせた上で研究への使用を拒否する機会を保障する方法をいう。

5）個人情報保護と匿名化
　以前は，連結不可能匿名化、連結可能匿名化を行うことにより，非個人情報として取扱ってきた。しかし，

2017年以降，個人識別符号の考え方が新たに加わり、例え連結不可能匿名化を行ったとしてもゲノムデー

タ等が残ればそれが個人情報となる。そのため連結可能匿名化、連結不可能匿名化の用語は廃止されたが，

匿名化という行為（名前、生年月日、カルテ番号等を研究用IDに置き換える事など）はそのまま継続される。

6）研究倫理に関する教育と研修
　研究者等は、研究の実施に先立ち、研究に関する倫理ならびに研究の実施に必要な知識および技術に関す

る教育・研修を受けること，また研究期間中も適宜継続して，教育・研修を受けることが定められている。

2．研究活動における不正行為
今回の研究倫理セミナーでは、特に代表的な研究不正について解説する。

1）特定不正行為（捏造・改ざん・盗用）

2）著者における不正行為

3）二重投稿

4）サラミ出版

5）不適切な引用文献

56th Annual Conference of the Japanese Society of Pediatric Dentistry 
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■略歴	
1999年3月　九州大学	歯学部	歯学科	卒業	
2003年3月　九州大学	大学院歯学研究科	歯学臨床系専攻	博士課程	修了	
2005年4月　鹿児島大学	大学院医歯学総合研究科	口腔小児発達学分野	助手	
2007年5月　鹿児島大学	医学部・歯学部附属病院	発達系歯科センター	小児歯科	講師	
2008年9月　米国Baylor	College	of	Dentistry.	Visiting	Researcher	
2010年8月　鹿児島大学	大学院医歯学総合研究科	小児歯科学分野	准教授		
2012年4月　新潟大学	大学院医歯学総合研究科	小児歯科学分野	准教授	
現在に至る	
	
■受賞歴	
2003年　日本顎口腔機能学会　奨励賞	
2008年　日本小児歯科学会　奨励賞	
2011年　日本小児歯科学会　Lion	award	
2015年　日本小児歯科学会　町田賞研究奨励賞

　小児歯科臨床に携わる先生方が、深い臨床経験の下、自由な発想で臨床研究を行うことは大変重要と考え

ます。多くの臨床研究の遂行は、すなわち小児歯科臨床の発展に大いに寄与するため、個々の知的好奇心を

大切にし、学会全体として育んでいく必要があります。一方、科学研究をめぐっては、科学の持つ根源的な

価値観である「真理の探求」をおろそかにするような事例が発生しているのも残念ながら事実です。これら

の事例を鑑みても倫理教育は非常に重要であり、日本小児歯科学会でも医療倫理委員会がその役割を担っ

ています。

　臨床研究に携わる全ての関係者は高い倫理観を求められ、人を対象とする医学系研究が社会の理解及び

信頼を得て社会的に有益なものとなるよう、これらの原則を踏まえつつ適切に対応することが求められま

す。一方で、研究に関する様々な規制やルール、科学研究の倫理プログラムなどが複雑化・煩雑化している

ため、それらが必要以上のしがらみとなって先生方を委縮させることがないようサポートすることも医療

倫理委員会の役割だと考えます。そこで本セミナーでは、倫理申請書を作成するにあたり、申請書に求めら

れる内容や注意点について説明をするとともに、解釈が難しい用語などの解説も加えたいと思います。

研究倫理セミナー
 座長　香西　克之

倫理申請書ってどう書くの？
新潟大学大学院医歯学総合研究科　小児歯科学分野
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「障害のある子どもたちへの民間からの支援 
～ＮＰＯ活動・地域歯科保健医療の実践例に学ぶ～」

2018（平成30）年５月11日（金）　10：50〜 12：20
A会場

特別支援学校生徒たちと共に未来を切り拓く！
ＮＰＯ法人ならチャレンジド

赤川　義之

新しい患者団体の在り方として NPO 法人として取り組んできた事
特定非営利活動法人レット症候群支援機構

谷岡　哲次

一開業歯科医が取り組んできた障がい児・者への院外活動
医療法人村内歯科医院

村内　光一

障害児委員会企画 
シンポジウム

8356th JSPD



■略歴	
1982年3月	 東京大学中途退学	
1982年4月　	 奈良県吉野郡大淀町教育委員会子ども会指導員就任	
1985年4月　	 奈良ビル管理企業組合入社	
1993年1月　	 株式会社シティサービス設立、取締役就任	
2000年12月		 株式会社シティサービス代表取締役就任	
2010年2月			 ＮＰＯ法人ならチャレンジド設立、理事長就任	
	

１．はじめに

　当法人は、奈良県立特別支援学校10校と連携し、生徒たちの社会参加と就労支援に取り組んでいます。

私たちの役割は、学校（生徒）と行政、企業、地域社会をつなぐ橋渡し役です。生徒たちの活躍できる機会や

職場実習先を開拓し、学校へ提案しコーディネートしています。事業収入はなく、会費、助成金が活動資金

であり、職員もいなく100％ボランティア活動です。

２．ＮＰＯを立ち上げた動機

　30年前、私の経営するビルメンテナンス会社が奈良県総合リハビリテーションセンター清掃業務を受託

し、知的障害のある人を初めて雇用しました。10年間、1日も休まず一生懸命に働く知的障害のある清掃ス

タッフに強く心をひかれ、働く意味を教えられました。そして、患者さんが知的障害のある清掃スタッフと

接する中でやさしくなっていく姿を見て、知的障害のある人が働くことは社会に大きな価値をもたらすん

だと思いました。

　私の会社だけではなく、行政、企業、地域社会での就労を拡げるために、会社の名刺をもって各方面へ働

きかけましたが、上手くいきません。「障害者問題をタテにして、何か企んでいる」との声を聞きました。そ

こで、保護者、企業関係者、友人とＮＰＯ法人を立ち上げたのです。

３．気づき、共感から明日の扉を開く

　奈良県主催の音楽祭、講演会、市町村主催の人権集会、近鉄、南都銀行等の企業イベント等での生徒の受

付係は、今では当たり前になってきました。また、病院、高齢者施設、企業等の職場実習先は拡がり、確実に

就労へとつながっています。奈良県立医科大学附属病院では看護補助業務等に30人が就労しています。

　地域社会の方々は、生徒が受付係で参加するようになり「この場が和み、やさしい雰囲気になりました」。

企業の方々も「挨拶をきっちりし、ルールを忠実に守る生徒たちは職場の見本となり、仕事の基本を思いだ

しました」。

障害児委員会企画シンポジウム
「障害のある子どもたちへの民間からの支援～ＮＰＯ活動・地域歯科保健医療の実践例に学ぶ～」 座長　白川　哲夫

特別支援学校生徒たちと共に未来を切り拓く！
ＮＰＯ法人ならチャレンジド
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　患者さんと生徒の交流をめざした県立医大病院アート展（2016年から開催）では、患者さんは生徒たちの

作品を何度も見に来られます。「明日の手術に勇気をいただきました」「生きる希望がわいてきました」とご

好評をいただき、生徒たちも自分の作品が人の役にたっている実感をもち、好きで絵を描くことから患者さ

んに喜んでいただける作品制作へと意欲を燃やしています。「“ありがとう”と言ってくれたのが一番うれし

い！」と笑顔で話す生徒たち。医療現場でアートを通じた出会い、ふれあい、共感から双方が豊かになって

います。

　障害のある人は、私たち社会が忘れてきたものを気づかせてくれ、共に豊かな未来を切り拓くパートナー

です。
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■略歴	
1997年4月	 専門学校日産京都自動車大学校卒業	
1997年4月　	 日産サニー大阪自動車販売株式会社入社　として勤務	
2002年11月　	日産サニー大阪自動車販売株式会社退社	
2003年4月　	 株式会社中村工務店入社　ハウスアドバイザーとして勤務	
2011年4月　	 NPO法人レット症候群支援機構設立　理事就任	
2013年6月　	 国際ソロプチミスト枚方中央「リジョナルプロジェクト国内奉仕先賞」受賞	
2017年9月　	 京都大学iPS細胞研究所倫理審査委員会委員就任	

　これまでの患者団体の在り方、患者交流、情報交換をメインとした団体もその存在、活動は十分に評価さ

れるものである。しかしながら、昨今の情報社会、インターネット社会においては、団体に属す必要なく世

界中から個々で情報を集め、世界中の方々と同じ悩みを抱える方々とSNS等を駆使し、コミュニティの輪

を広げる事も、指先一つで出来てしまう時代となってきている。一方、アメリカ等の先進国では、寄附に対

する文化が根付いており、患者団体の大きな役割の一つに、広報活動や寄附金集めがあり、その寄付金を活

用し「障がい」や「難病」を克服する為の、研究費を研究者に支援している団体も少なくない。世間に対する

認知度を上げる為にも、様々なチャリティーイベント等も企画し、研究者らと共に創薬に向けた取り組み

が、患者団体が中心となって行われている。しかしながら、日本においては、寄附に対する意識が海外程高

くなく、患者団体においても積極的に研究に関わるような団体はあまり存在していない。そこで私達は新し

い患者団体の道筋を示す為にも2011年に、任意団体からNPO法人として法人化し様々な取り組みを行っ

て来ている。

　法人化後は年に一度は、東京や大阪でシンポジウムを開催し、研究者らにも最新の研究の発表の場を設け

て発表してもらい、また同時に患者の声も聴いてもらい、双方を知る機会を提供して来ている。また随時

様々な方法で広報活動を行い、寄附金集め、海外の患者団体の規模には到底及ばないが、研究費の支援も法

人化後3年目以降から行えるようにもなってきている。研究費は公募形式を採用し、有能と思われる研究に

対して毎年2名（機関）の研究者へ、100万円程度の研究支援も行っている。中にはこの資金を活用した研究

で学術誌に掲載されたり、地方学会で優秀論文賞を受賞したりと少し成果も見えてきている。

また、将来の治療を見据えて、患者データベースを研究者と共に構築し、患者自らが積極的に研究にも関わ

られる仕組みも同時に構築してきた。

　さらに今後の活動の視野を広げる為にも、海外との連携も検討し、昨年には神戸で2日間、国際シンポジ

ウムを開催した。アメリカ、オランダ、オーストラリア、台湾、日本、各国の研究者を集め延べ参加人数は

900名を超えたビッグイベントであったが、主体となって資金を集め開催準備等々を他の患者団体、日本国

内の研究者らと共に行いイベントを成功させる事が出来た。NPO法人を立ち上げて様々な活動をする中

新しい患者団体の在り方として 
NPO 法人として取り組んできた事

特定非営利活動法人レット症候群支援機構

谷
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岡　哲
て つ じ
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で、大切な事は知識でもなくお金でもなく、何かを成し遂げるという「強い思い」が必要だと知ってもらいた

い。
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■略歴	
昭和47年３月　大阪大学歯学部　卒業	
昭和47年４月　大阪大学歯学部矯正学講座　入局	
昭和53年３月　大阪大学歯学部矯正学講座　退職	
昭和53年４月　尼崎市猪名寺にて開業	
	
■職歴	
昭和63年～平成9年　兵庫県歯科医師会　障害者委員会委員長	
平成9年～平成15年　兵庫県歯科医師会　理事（福祉医療担当）	
平成17年～　　　　　ＮＰＯ法人摂食嚥下問題を考える会　理事長	
	
■資格等	
歯科医師	
大阪大学歯学部　非常勤講師	
梅花女子大学　　非常勤講師	
兵庫県歯科医師会附属兵庫歯科衛生士学院　非常勤講師	
日本障害者歯科学会　評議員	
日本摂食嚥下リハビリテーション学会　評議員

　昭和53年(1978年)に開業してから約40年がたちます。開業当時は西日本で小児歯科と矯正歯科の専門

開業医がそれぞれ1名しかいないという時代でした。私は障がい児・者もみられる地域歯科医をめざして開

業しました。学生時代は小児歯科の講義は少しありましたが、障害者歯科の講義はありませんでした。開業

してから「障がい」を勉強するために多くの他職種の方々にお世話になりました。そのような縁もあり、今は

下記のような院外活動をしています。

◯　訪問診療　高齢者施設(特別養護老人ホーム、グループホーム、有料老人ホーム等)

　　　　　　　在宅(重度重複障がい児を含む)

◯　ボランティア

　　＜歯科関係者として＞

　　・肢体不自由児親子通園施設で毎月一回「口や食」に関する検診や相談

　　・人形劇上演―・園医である保育所や校医である肢体不自由児養護学校で歯科検診時に上演

　　　　　　　　　・東北被災地での上演(年1回)

　　・知的障がい者や重度重複障がい者の通所施設計10 ヶ所への歯磨き指導(1回/2週)

　　・地域食支援活動―他職種の人と共に摂食嚥下障がいの方を支援する活動

　　・なにわ塾開催―歯科医、歯科衛生士対象の講習会

一開業歯科医が取り組んできた障がい児・者への 
院外活動

医療法人村内歯科医院

村
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＜一市民として＞

　　障がい者福祉施設との関わり―後援会の役員や今後の施設のあり方等の相談

今回これらの活動のうち小児や障がい児に関係する以下の3点を中心に話させていただきます。

①　訪問診療の対象は高齢者や難病の方が中心ですが、重度重複障がい児の中には、肢体不自由児親子通園

施設に訓練のために通うこともできない子供たちもいます。特に平成8年に「障害児地域支援法」が制

定されてから訪問件数が増えました。今回はどのようなケースを訪問しているのかを話します。

②　人形劇については歯科検診だけでは子供たちにとって楽しくないので何か楽しみとか心に残るものは

と思い人形劇をしています。内容等について触れたいと思います。

③　なにわ塾は、私の友人である大阪大学歯学部名誉教授の森崎市治郎先生の定年退職を受けそれぞれ長

年取り組んできた行動変容法を中心に障がい児(者)診療のノウハウを本音で語る講演会を年1回2日

間コースで開催しています。次回は7月15日・16日を予定しています。
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2018（平成30）年５月11日（金）　8：40〜 9：30
A会場

奨励賞
Streptococcus mutans の菌体表層構造と血液成分との 

反応による感染性心内膜炎病原メカニズムの解析

大阪大学大学院歯学研究科口腔科学専攻口腔分子感染制御学講座　小児歯科学教室
大継　將寿

奨励賞
口腔バイオフィルム形成における 

Streptococcus mutans グルカン結合タンパク A の役割
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　小児歯科学分野

松三　友紀

学術賞〈Lion Award〉
歯原性上皮細胞の分化メカニズムの解明及び 

上皮間葉転換 (EMT) を用いた硬組織再生への応用
東北大学病院口腔育成系診療科　小児歯科

齋藤　　幹

学術賞・奨励賞 
受賞者講演

9156th JSPD



■略歴	
2012年3月　大阪大学歯学部卒業	
2012年4月　大阪大学歯学部附属病院研修医	
2017年3月　大阪大学大学院歯学研究科博士課程修了、博士（歯学）取得	
2017年4月　大阪大学大学院歯学研究科小児歯科学教室助教	
現在に至る	
	
■受賞	
第52回日本小児歯科学会大会優秀発表賞

　Streptcoccus mutans はう蝕の主要な病原細菌であるとともに、感染性心内膜炎の起炎菌でもあるこ

とが知られている。感染性心内膜炎は、抜歯などの観血的処置の際に血液中に侵入した菌が、心内膜や弁膜

の傷害部位に付着して疣贅と称される細菌塊を形成することによって発症するとされている。その疣贅の

形成には、血液由来のⅣ型コラーゲンやフィブリノーゲンなどの細胞外マトリックスが関与することがこ

れまでに分かっている。

　S. mutans の菌体表層には、分子量約 120 kDa のコラーゲン結合タンパク（Collagen-binding 

proteins; CBPs）の存在が知られており、S. mutans により感染性心内膜炎を発症したとされる患者から

摘出された心臓弁検体においては、CBP 陽性の菌株の存在が高頻度で検出されることが示されている。ま

た、歯面への初期付着に関与する分子量約 190 kDa の PA も主要な菌体表層抗原として知られており、 S. 

mutans 菌株のうち約95％が発現していることが報告されている。しかし、CBP陽性の菌株においては、 

PAを発現しない菌株が高頻度で存在していることが分かっている。これらのことから、S. mutans 株に

おける菌体表層の CBP および PAの発現パターンに着目し、S. mutans によって生じる疣贅形成メカニ

ズムについて解析を行ってきた。そして、CBP陽性PA陰性株が血液中のフィブリノーゲンへの結合能お

よび凝集能を有し、フィブリノーゲンを介した血小板の凝集反応を誘導することを明らかにした。

　最近になって、CBP 陽性 PA 陰性株は血清に対しても凝集能を有していることが明らかになった。血清

成分の中でも特にⅣ型コラーゲンに対して強い凝集能を有していることや、補体成分にも結合することで

血中での貪食作用を受けにくくなっていることが示された。さらに、ラット感染性心内膜炎モデルにおいて

も、CBP陽性PA陰性株感染群において高い病原性を確認するとともに、S. mutans による感染性心内膜

炎に対する病原性を簡易的にスクリーニングできるような ex vivo 評価系を、ウシの心臓弁組織を用いて

構築することができた。

　今後は、本研究成果をもとにして、 S. mutans 株の血管内皮細胞内への侵入能の評価を行うとともに、

侵入によって生じる血管内皮細胞内での遺伝子発現の変化を分析することで、血管内皮細胞へのS. 

mutans 株の侵入メカニズムの詳細を明らかにしたいと考えている。また、これまでの研究で CBP陽性 

奨励賞受賞者講演
 座長　仲野　和彦

Streptococcus mutans  の菌体表層構造と血液成分との 
反応による感染性心内膜炎病原メカニズムの解析

大阪大学大学院歯学研究科口腔科学専攻口腔分子感染制御学講座　小児歯科学教室

大
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PA 陰性株が歯髄細胞へ高い付着能を示すことが明らかになっているため、重度のう蝕により歯髄腔内に

定着した CBP 陽性 PA 陰性株の血液循環内への侵入が、感染性心内膜炎の病原性に及ぼす影響について

も分析したいと考えている。
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■略歴	
2009年3月　愛知学院大学歯学部歯学科卒業	
2010年3月　岡山大学病院卒後臨床研修センター（歯）研修医修了	
2014年3月　岡山大学大学院医歯薬学総合研究科博士課程修了（歯学博士）	
　　　 4月　岡山大学病院小児歯科　医員	
　　　11月　岡山大学病院小児歯科　助教	
	
	

　ヒト齲蝕の主要な病原細菌であるStreptococcus mutans は、口腔内においてバイオフィルムを形成

し、その病原性を発揮する。S. mutans の菌体表層に存在する主要な病原性タンパクとして、グルコシル

トランスフェラーゼ (GTF) およびグルカン結合タンパク (Gbp) が存在する。Gbp は、GTF によってス

クロースから合成されるグルカンと結合することにより強固なバイオフィルム形成を促すと考えられてい

る。これまでのところGbp には、GbpA、GbpB、GbpCおよび、GbpDの4種類が報告されており、それ

ぞれをコードする遺伝子がクローニングされ、その塩基配列が明らかにされている。GbpA は、GTFのグ

ルカン結合ドメインと相同性の高い繰り返し構造を含んでおり、そのGbpA欠失変異株では、デキストラ

ン結合能だけでなく、スクロース依存性平滑面付着能の低下が認められ、他のGbp と比較してバイオフィ

ルム形成に最も深く関与していると考えられている。また、GbpA を欠失させるとバイオフィルムの構造

自体が変化することから、GbpAがバイオフィルムの関連する表層タンパクの発現に影響を与える詳細な

メカニズムは明らかにされていない。

　分子シャペロンGroEL およびDnaK はストレス応答タンパクともいわれ、新たなタンパクの生成や発

現量の変化を誘発することよってさまざまな生命現象において重要な役割を果たしている。そこで、

GbpA の欠失がバイオフィルム形成に関連するS. mutans の他の表層タンパクおよびストレス応答タン

パクの発現について分子生物学的手法を用いて検討した。

　はじめに、GbpA 欠失変異株 (AD1) を分子学的手法を用いて作製しバイオフィルム形成能を検討した。

親株およびAD1によって形成されたバイオフィルムの構造を共焦点レーザー顕微鏡による画像にて比較

したところ、親株と比較してAD1では、菌体外多糖の産生が顕著に増加しており、これによりバイオフィル

ムの厚みは上昇していたが、密度の低い菌から成り立っていることが認められた。そこで菌株間の結合度を

調べるため超音波粉砕試験を行ったところ、親株と比較して、結合力は弱いことが明らかとなった。さらに

これらの構造の変化にはGTFをコードする遺伝子gtf の発現の変化が考えられたため検討したところ、親

株と比較してgtfB の発現の上昇を認めた。同時にDnaK およびGroEL  をコードするdnaK、groEL の

発現も上昇していた。以上より、GbpA は種々のタンパク発現に影響を与えるとともに、バイオフィルム

口腔バイオフィルム形成における 
Streptococcus mutans  グルカン結合タンパク A の役割

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　小児歯科学分野
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を構成する菌体外多糖の結合に重要な役割を果たし、バランスのとれた安定した形に保つために、極めて重

要なタンパクであると示唆された。今後は、バイオフィルム形成における表層タンパクとストレス応答につ

いてさらなる検討をしていく予定である。
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■略歴	
2004年4月　長崎大学医学部歯学部附属病院・助教	
2004年6月　第42回　日本小児歯科学会　デンツプライ賞　受賞	
2009年5月　第47回　日本小児歯科学会　奨励賞　受賞	
2009年9月　フィンランド　ヘルシンキ大学　バイオテクノロジー研究所　客員研究員	
2011年9月　長崎大学病院・助教	
2013年2月　東北大学病院・助教	
2013年5月　第11回　口腔医科学フロンティア　奨励賞　受賞	
2013年5月　第51回　日本小児歯科学会　優秀発表賞　受賞	
2015年4月　東北大学病院・講師

　 近 年、小 児 歯 科 領 域 に お い て、⾅ 歯 と 切 歯 に 限 局 し た 石 灰 化 不 全 が 見 ら れ る Molar-Incisor-

Hypomineralisation (MIH) が注目されている。また、日本における先天性欠如歯は約1割と言われてお

り、これらの疾患は小児歯科医師にとって触れる機会の多い疾患である。しかし、これらの原因は明らかと

なっておらず、歯の形成メカニズムを明らかにすることは小児歯科医師にとって重要な任務である。そこ

で、我々はエナメル質形成に関与する分子の大規模スクリーニングを行った。その結果、Sox2が歯原性上

皮の幹細胞部で発現している事を初めて報告し、Sox2は現在、歯原性上皮の幹細胞マーカーとして、多く

の研究者に利用されている。その他にも歯で発現している分子に関して詳細な解析を行い、その機能を解明

した。

　細胞接着に関与するフィブロネクチン(Fn)が成熟期のエナメル芽細胞で発現していたため、Fnと結合

する分子を検討したところ、インテグリンべータ1(Itgb1)と判明した。そこで、上皮のみItgb1の発現を抑

制したマウスを作製した。切歯では、白斑が多数見られたが、これは細胞接着能が減少した事により、エナ

メル芽細胞が剥離し、嚢胞化したため、石灰化が阻害されたと考えられた。この事から、Itgb1がエナメル質

形成に重要な分子である事が判明した。

　次に歯の発生に重要であるBMPのファミリーの1つであるGDF5に注目した。GDF5はエナメル芽細

胞以外の上皮系細胞でも発現していた。そこで、BMP受容体結合部位であるアミノ酸の一カ所に変異を加

えたところ、分化が増強された。また、同一部位に変異があるマウスではエナメル質形成が促進され、肥厚

した。これは一アミノ酸の変異により、受容体との親和性が変化した事が原因と判明し、エナメル芽細胞の

効率的培養に有効な技術と思われる。

　更にSox2を阻害するSox21は成熟したエナメル芽細胞で発現しており、遺伝子欠損マウスではエナメ

ル質形成不全が見られ、その代わりに歯頚部より毛髪が形成された。これはSox21がエナメル質形成に重

要な因子だけでは無く、毛髪とエナメル芽細胞の分化方向を決定する因子と言える。更に歯原性上皮細胞か

らSox21を欠損させると、間葉系マーカーの増加が見られた。この事から、Sox21の欠損は歯原性上皮か

歯原性上皮細胞の分化メカニズムの解明及び 
上皮間葉転換 (EMT) を用いた硬組織再生への応用

東北大学病院口腔育成系診療科　小児歯科
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らEMTを誘導して間葉系細胞である毛乳頭様細胞へと分化したと思われる。

　以上のように本研究を通して、様々な分子が、歯の分化や増殖に関与していることを突き止めた。また、

他の器官では分化とEMTについての報告が見られるが、歯での報告は非常に少ない。我々が得た結果はエ

ナメル質形成不全の遺伝子診断マーカーやエナメル質形成等への臨床応用や、歯胚以外の発生過程が類似

している外胚葉器官の発生過程の解明にも繋がると思われる。
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第56回　日本小児歯科学会大会
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セクション１「これからの咬合誘導を考える」
2018（平成30）年５月10日（木）　12：35〜 13：35

自由集会会場1

子どもの未来の姿を想像する
とき歯科

土岐　志麻

口を育て、子どもを育てる
げんかい歯科医院

元開富士雄

セクション 2「上顎前突（過蓋咬合）の早期からの対応を考える」
2018（平成30）年５月10日（木）　12：35〜 13：35

自由集会会場2

上顎前突（過蓋咬合）の早期からの対応
ありた小児・矯正歯科

有田　信一

過蓋咬合への介入時期とその方法 
— 早期対応の決定は機能から？形態から？ —

豊橋キッズデンタルクリニック
中野　　崇

自由集会
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■略歴	
平成	 6年	 北海道医療大学歯学部卒業	
平成	11年	 北海道大学大学院歯学研究科歯学専攻博士課程修了（歯学博士）	
	 	 北海道大学小児歯科学講座助手	
平成	12年	 青森市で開業（とき歯科）	
	
日本大学歯学部兼任講師	
北海道医療大学非常勤講師	

　学生時代に習った咬合誘導とは、「歯並び・かみ合わせ・ 顎骨の成長を正常な状態に誘導する」というこ

とだったと思います。その時期、その方法については、それぞれの先生にいろいろなお考えがあると思いま

す。ただ、どの先生も、目の前にいるこの子が幸せに生きていけるお手伝いをしたいと思っていることは共

通しているはずです。

　初めて来院した時に、その子が歯並びやかみ合わせに問題があり、その子の口腔の成長発育に悪い影響を

与えていると感じたなら、なんとかしなければと私たちは思います。そして、さまざまな方法で、その子の

口腔の状態を「よい状態」に治療
3 3

をするでしょう。

　では、子どもたちにはいつから、歯並びや咬合の不正が起きるのでしょうか？どの時期に、どのようにそ

の子にとって良くない影響を与える口腔内になっていくのでしょう？

歯並びの不正、咬合の問題が起きてから、私達は対応し、そして、その形態的な不正を治療すれば、その子は

幸せに暮らしていけるのでしょうか？では、来院したこどもに、不正咬合が見られなければ、私達は何もし

なくてもいいのでしょうか？

　永久歯で下顎の叢生が起きるのは、スペースがないからです。下顎切歯が萌出の時、乳⽝歯はまだ抜けて

いません。その限られたスペースに4本の切歯が生えるのですから、生えきれずガタガタになってしまうと

いうことは誰でもわかります。では、下顎乳歯の叢生の原因はなんですか？下顎乳歯が生えるときには、邪

魔する乳歯はどこにもありません。それなのに、乳歯の下顎叢生をたびたび診るようになりました。その原

因はなんでしょうか？私達は、どの時期から子どもたちの歯列の確認をしていけばいいのでしょう。

　毎日、たくさんの子どもに接している小児歯科医ならば、今、「不正咬合」ではなくてもいつかきっと「不

正咬合」になるという気づきがあるはずです。様々な癖が影響を与えていること、現代の生活環境が口腔に

どのような影響を及ぼしているのか、みなさんはもう気づいているのだと思います。しかし、それをお互い

に確認する機会が今まではなかったと思います。問題が起きてから対処するのではなく、気が付いた時点

で、指導・誘導ができ、その子の本来の成長発育した姿、未来の姿を用意できるのが、「咬合誘導」なのでは

自由集会セクション1
「これからの咬合誘導を考える」 　

子どもの未来の姿を想像する
とき歯科

土
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ないかと考えています。今回は、どのような装置をどの時期に使って「咬合誘導」するという話しではなく、

ご参加のみなさまと「どんなことに気づいたらいいのか。」その時「何をすればいいのか」意見を出し合い、確

かめ合い、今後の子どもたちとの接し方を考える機会にさせていただければと思います。
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第56回　日本小児歯科学会大会
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■略歴	
1982年　日本大学歯学部卒	
1982年　日本大学歯学部	小児歯科学教室入局	
1991年　げんかい歯科医院	開設	
	
2006年　横浜市医療功労者表彰	
2007年　神奈川県歯科保健賞	受賞	
2008年　NPO	法人	口腔健康推進協会	サークルアイ副代表（現在は代表）	

　私たちを取り囲むあらゆる生活環境は、私たちの想像を超えるスピードで変化しています。このように変

化のめまぐるしい現代において「咬合誘導」という過去の言葉を持ち出し、未来を語るなんてナンセンスだ

と思われた先生も多いのではないでしょうか。

　咬合誘導という言葉は、小児歯科学の発展を目指していた黎明期に小児歯科の第一世代に当たる先生達

が野望を持って考え出しました。咬合誘導の発案者ともくされる深田英朗先生によれば、咬合誘導とは「子

供を全体として包括的に捉え、診断・予測と管理を行う臨床であり治療手段ではない」と述べられていまし

た。つまり、咬合誘導は小児矯正のような手段ではなく、小児歯科臨床を実践するための概念として捉えて

いたということになります。小児歯科学が、成長発育期の口腔の管理学であり予測学であることを考えれば

咬合誘導とは小児歯科学そのものであるということになります。

　ところが、時代の流れの中で社会環境や子供を取り囲む生活環境が大きく激変し、子供の口腔内も小児歯

科学が始まった頃とは大きく変わりました。それに伴い咬合誘導の捉え方や考え方は、個々の対応する子供

の状況によって大きく異なるようになり、さらには矯正歯科の分野から早期治療という概念までもが入っ

てきたことで混乱状況にあるといえます。深田先生は、こうしたことを予期していたかのように退官の最終

講義で「近い将来必ずムシ歯がなくなり私の考えは通用しなくなるので次の世代の皆さんの課題としたい」

と述べられています。当初の小児歯科学や咬合誘導という考え方や概念は、その時代に対応した臨床体系を

完成して終わったと考えて良いのではないでしょうか。

　だからといって、過去の咬合誘導や小児歯科のスタンスが全て否定されるものではありません。これから

の時代を生きる子供をいかに健康に育て、健康な大人へと導くかという点では何も変わらないのです。私た

ちに求められているのは、今これからを生きる子供たちをどういう人間にしたいのか、そのためには口腔を

どのように機能する口にすれば良いのか、そこに関わるにはどうするのか、そうした本質的な議論を今こそ

すべきではないでしょうか。その過程で口腔を育てる新たな概念が生まれ、それを実践するためにどのよう

な診断方法や管理技術を学ぶべきなのか個々が選択していくことで新たな小児歯科の形が生まれて来るよ

うに思います。

口を育て、子どもを育てる
げんかい歯科医院

元
げ ん か い

開富
ふ じ お

士雄 
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　どうかこれからの時代を生きる多くの若い先生が参加して下さることを願っています。
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■略歴	
1977年　　福岡県立九州歯科大学卒業	
1977年　　福岡歯科大学歯科矯正学講座入局（助手）	
1981年　　ありた小児矯正歯科開設	
1985年～　長崎大学歯学部非常勤講師	
1992年～　日本矯正歯科学会認定医	
2005年～　日本小児歯科学会専門医指導医	
	

はじめに
　生体は様々な日々の環境の影響を受けながら、個成長を遂げていく。環境因子には、本来の成長発達を阻

害する因子も存在する一方で、正常な状態に維持する能力（恒常性）も生体には備わっている。望ましくない

成長発達を辿っている小児も阻害因子が取り除かれると本来の望ましい成長発達パターンに戻ることが期

待できる。

　歯列咬合も様々な生活環境因子（歯の萌出時期、顎顔面領域の筋肉の付着位置や活動量、成長発達のス

パート時期、姿勢、生活様式など）の違いにより、様々な成長発達の軌道を描く。

早期治療とは
　正常な成長発達を阻害している生活環境要因を見つけ、それを取り除く方法を伝え、「小児と保護者が生

活習慣を改善していく過程を手助けすることが当院の早期治療であり、永久歯列完成期あるいは顎顔面領

域の成長発達完了期までの対応（介入、支援、アドバイスを含む）を早期治療と位置づけ、「予防矯正」と呼ん

でいる。

　予防矯正の目的は　１）顎顔面領域の各器官の機能の正常な習得　２）小児の成育環境の整備　３）日常

生活の質の向上の3つである。

　具体的には１）摂食機能、呼吸機能、構音機能、姿勢保持機能（ポスチャー）の習得しやすい育児や生活環

境の整備　２）各機能の習得過程の支援（トレーニングや歯牙移動を含む）を行う。そして、それぞれの機能

の習得時期と歯列咬合の改善には最適な時期が存在するので、最も効果的な時期を選択し、目標の効果的な

達成を試みる。

当院の予防矯正システムについて
　「予防矯正」には下記の5つあり、対象年齢や不正咬合の種類により選択する。

　予防矯正１：（育児・生活支援型予防矯正）：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プ

上顎前突（過蓋咬合）の早期からの対応 
Early Orthodontic Intervention since the Primary 

Dentition Stage
ありた小児・矯正歯科

有
あ り た
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一 
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ログラムで、全ての予防矯正に優先して実施するプログラム。

　予防矯正２：（ホームトレーニング型予防矯正）：小児の遊びや生活の中で実施できる口腔の筋機能習得を

目的としたプログラム。

　予防矯正３：口腔筋機能の再学習を目的としたプログラム。

　予防矯正４：口に関する習癖が原因により生じた不正咬合を改善するプログラム。

　予防矯正５：矯正装置を用い、機能と形態の正常化を図るプログラム。

上顎前突（過蓋咬合）に対する対応
上顎前突（過蓋咬合）については臨床観察で得られた以下の知見を加味したプログラムを適応する。

上顎前突（過蓋咬合）の臨床観察知見
１）過蓋咬合の改善の要因は乳⾅歯の萌出そのものではなく、乳⾅歯萌出後の摂食機能の習得により乳⾅歯

の整直がなされること。

２）下顎永久前歯の唇⾆的整直が過蓋咬合の改善に貢献していること。

３）過蓋咬合改善には口腔周囲筋の異常な筋活動を改善する必要があること。

４）過蓋咬合非改善群には下唇噛みが多く見られ、その下唇噛みは小児の心理背景を映し出していることも

多く、親と子の関係性の支援も重要であること。

　今回は、当院のシステムと上顎前突（過蓋咬合）症例を報告する。
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■略歴	
1995年	 愛知学院大学歯学部卒業	
1999年	 愛知学院大学歯学部大学院歯学研究科（小児歯科学専攻）修了	
	 愛知学院大学小児歯科学講座助手（歯学博士　愛知学院大学）	
2001年	 愛知学院大学小児歯科学講座講師	
2002年	 愛知学院大学在外研究員	
	 （英国　リーズ大学客員研究員　2003年まで）	
2010年	 日本障害者歯科学会　認定医	
2011年	 日本小児歯科学会　専門医・指導医	
2014年	 豊橋キッズデンタルクリニック　開業	
	 愛知学院大学歯学部小児歯科学講座非常勤講師

　皆さんは、過蓋咬合に対する咬合誘導と言われた場合、どのようなものを想像するでしょうか？私は今回

の自由集会を引き受けるにあたり、参加者の皆さんがどのような想いで参加されるのかがわからないため、

しばし悩んでしまいました。

　このように咬合誘導は、こうあるべきという、根本の考え方（理念）は素晴らしいのですが、他因子との関

連において、固有にもつ価値や重要性（意義）は、なかなか認識されていません。その理由には具体的な治療

方法や開始時期が曖昧で、その原因と治療結果に整合性が取れていないからだと思います。

　私の考える咬合誘導の意義は生理的な発育支援であり、過蓋咬合は生理的とは思いません。また、早期介

入を行うか行わないか、あるいはその時期は、結果に対して行うのか、原因に対して行うのかによって異な

るでしょう。すなわち、起きた結果に対して局所的かつ対症療法的に対応するのであれば、その症例のもつ

特性と年齢によっては、乳歯列期には経過観察を行い、混合歯列期からの対応を考えます。一方、原因に対

応する場合には、それが起きている局所のみならず、関連する事項も含めて、乳歯列完成前からでも介入す

る必要があるでしょう。

　過蓋咬合の治療方針について書かれた書籍を参考に考えてみると、ある書籍には、乳歯列期でも過蓋咬合

は発症するが、この時期に治療することは稀である。（中略）混合歯列期における過蓋咬合に対する早期治療

の戦略は、上顎または下顎切歯の圧下、上顎または下顎大⾅歯の挺出、あるいは上下顎大⾅歯の挺出、成長

誘導あるいはこれらの併用と様々である 1)。と記載されています。実際、混合歯列期の小児では、矯正装置

を用いた早期治療が有効な事はよく経験します。その際、将来的な審美性も予測し、治療開始時期を決定す

ることも重要だと思います。

　一方、他の書籍では過蓋咬合は殆どが下顎の未発達に起因しているとみてよい 2)。とあり、その原因に乳

幼児期の食育や機能発達不全をあげています。

　咬合誘導の目的が生理的な発育で、不正咬合の原因が機能発達不全だとしたら、その対応はすべての症例

過蓋咬合への介入時期とその方法 
— 早期対応の決定は機能から？形態から？ —

豊橋キッズデンタルクリニック

中
な か の

野　　崇
た か し

 

自由集会セクション2
「上顎前突（過蓋咬合）の早期からの対応を考える」 　
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に対して、乳歯列完成を待たずに早期から行われるべきで、その方法には呼吸や姿勢の改善、摂食支援など

を通した食環境の改善や口腔機能を含めた運動発達支援を行います。

　

　今回の講演では、私の咬合誘導症例として、乳歯列完成前に行った摂食支援症例、乳歯列期に矯正装置を

使用した習癖への対応が効果的であった症例、混合歯列期に行った動的咬合誘導症例など、早期からの対応

を行っている症例を提示・供覧するとともに、その利点や課題、さらには小児歯科の今後の方向性について、

参加者の皆さんとディスカッションしたいと思います。

【文献】
1) Aliakbar Bahreman著, 嶋浩人, 石谷徳人訳：早期治療　成長発育のエビデンスと治療戦略, クイン

テッセンス出版, 東京, 2017, pp.402-403.

2) 小佐々睛夫：GPだからできる不正咬合予防のための診療, 東京臨床出版, 東京, 2013, pp.30.
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2018（平成30）年５月10日（木）　12：35〜 13：35

ランチョンセミナー１
A会場

フッ化物洗口 50 年の歩み
NPO 日本フッ化物むし歯予防協会理事、元日本大学松戸歯学部

小林　清吾
ランチョンセミナー２

B会場
障害者（児）のための新しい 1-day 補綴治療

長崎大学病院　特殊歯科総合治療部
田上　直美

2018（平成30）年５月11日（金）　12：30〜 13：30

ランチョンセミナー 3
A会場

医科歯科連携の重要性－低ホスファターゼ症診療の実践例から学ぶこと－
いのうえ小児歯科

井上浩一郎
宮崎大学医学部看護学科基礎看護学講座

澤田　浩武
ランチョンセミナー 4

B会場
シーラントへの新たな提案～ PRG バリアコートの臨床的有用性と使い方のコツ～

東北大学大学院歯学研究科　小児発達歯科学分野
山田　亜矢

ランチョンセミナー
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■略歴	
昭和	46年	 3月	 新潟大学歯学部卒業	　　　	
昭和	46年	 4月	 新潟大学助手（歯学部付属病院予防歯科）		
昭和	57年	 6月	 歯学博士（新潟大学）	
昭和	57年	 10月	 長崎大学助教授（歯学部予防歯科学講座）	　　　	
昭和	62年	 11月	 新潟大学助教授（歯学部予防歯科学講座）	
平成		 5年		 9月	
	 ～	6年	 10月	 NIDR/NIH（米国歯学研究所）客員研究員	
平成	 8年			 5月	
	 ～ 8年			 8月	 アデレード大学（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）にて海外研修	
平成	 9年	 2月	 アデレード大学（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）にて海外研修	
平成	10年		 4月	
	 ～ 24年	 3月	 日本大学教授（松戸歯学部衛生学教室）公衆予防歯科学講座に改名		
平成	12年	 10月	
	 ～ 16年		 3月	 日本大学松戸歯学部附属歯科衛生専門学校校長	
平成	13年		 4月	
	 ～ 17年		 3月	 日本口腔衛生学会フッ化物応用委員会委員長　	
平成16年	4月1日	 医薬品医療機器総合機構専門委員会委員　現在に至る。	
平成	17年		 4月	 日本口腔衛生学会フッ化物応用委員会委員　現在に至る。	
平成	21年	 4月	
	 ～ 24年	 3月	 口腔科学研究所	所長（日本大学松戸歯学部）	
平成	24年	 4月	
	 ～ 28年	 3月	 日本大学客員教授	
平成	,24年	 6月	 NPO法人	日本フッ化物むし歯予防協会	理事	現在に至る。

　わが国で認可フッ化物洗口剤（開発：可児瑞夫, 1968.5.）が使えるようになって、50年が経った。1970

年、新潟県弥彦小学校で施設単位フッ化物洗口が開始され（境　脩）、本年4月で48年間の継続実施となっ

た。世界で初めてフッ化物洗口による有意なう蝕予防効果を報告した疫学論文（Torell P. & Ericsson Y., 

1965）を端緒に、国内外の先人達による基礎研究と疫学研究（Horowitz H. S. et al., 1971、等）が続々と

積み重ねられてきた。そして、わが国では「フッ化物洗口ガイドライン」（厚生省医政局長・健康局長通達, 平

成15 [2003] 年）、国際的にはWHO「フッ化物と口腔の健康」（高江洲義矩 訳, 1994）、コクランレビュー

（2016）、FDIによるフッ化物むし歯予防推奨声明（2017）等に繋がってきている。

　洗口プログラムは、フッ化物局所作用に基づくのみで、利用できる対象者が限定される等のことを考慮す

ると、公衆衛生施策としての最善策とは言えない。しかし、目的意識をもって地域社会での活動に繋げれ

ば、最善の策である水道水フロリデーションの実現につながる貴重な架け橋となる。今日、永久歯萌出前の

4歳以上小児から高齢者まで、洗口と吐き出しの動作が可能な個人であれば、手軽に行えてう蝕予防効果の

確かなフッ化物局所予防方法として広く活用されている。わが国では、保育園・幼稚園から小中学校の1万

ランチョンセミナー１

フッ化物洗口 50 年の歩み
NPO 日本フッ化物むし歯予防協会理事、元日本大学松戸歯学部

小
こ ば や し

林　清
せ い ご

吾

株式会社ビーブランド・メディコーデンタル 座長　尾花　典隆（株式会社ビーブランド・メディコーデンタル）

110 56th JSPD



2,103施設、約127万人に普及し（2016年現在）、家庭個人単位では73.6万人に利用されていると推定され

ている（田浦、2016年）。さらに、海外ボランティアとして献身的な活動を続けている日本人歯科医師達が、

口腔衛生向上のためフッ化物洗口を活用している事例も少なくない。1）ネパール（中村修一：ネパール歯科

医療協力会）、2) トンガ（河村サユリ：南太平洋医療隊）、3) カンボジア（設楽詠美子）、4) サモア（浦崎裕

之）、5) ミヤンマー（⾓町正勝）、等があり、海外小児のう蝕予防に多大な貢献がなされている。

　今回のセミナーにおいて、A: フッ化物洗口の基礎科学（予防効果メカニズム、安全性）、B: 有効性疫学

データ、C: 普及状況（国内外）、D: 利用反対論誤謬の解説、等を整理し、さらなる活用の伸展を期すうえで

の参考情報を提供させていただく。
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■略歴	
平成	元年	3月	 長崎大学歯学部卒業	
平成	元年	7月	 長崎大学歯学部附属病院第一補綴科　助手	
平成	15年	7月	 長崎大学歯学部附属病院専門歯科　講師	
平成	28年	4月	 長崎大学病院特殊歯科総合治療部　准教授	
	
	
	
	

　様々な障害を抱える患者の歯科治療は、一般的に通常の歯科治療より困難である。術者側、患者側共に大
変で、体力的にも精神的にも消耗する。
　う蝕に遭遇するとできる限り保存してあげたいと思う。しかしながら、患者、家族、施設の方、介護者のみ
ならず、術者にとっても、治療のハードルは高い。例え充填という手段が出来たとしても、また齲蝕になる
のではという懸念が頭をよぎる。抜歯という方向性はかくして導かれがちである。
　乳歯ならば許容されるかもしれない「抜歯術」は、永久歯だと特に良心の呵責を感じざるを得ない。できれ
ば、充填以外の、小児における既製乳歯冠のような金属修復が永久歯にも可能であれば、プラークが付着し
づらく衛生状態も維持しやすいだろう。歯質を歯肉縁下まで金属で覆うことがプラークコントロールが悪
い患者に対して大変重要であることは周知の事実である。
　既製の永久歯冠であるパーマクラウンは、このような現状を背景として臨床小児歯科医の要望から生ま
れた。パーマクラウンを用いた治療は短時間、短期間で簡便にできる治療方法であり、障害者（児）以外に対
しても、例えば、離島、僻地など交通機関の問題で通院困難な患者にも有用と思われる。
　パーマクラウンによる治療は、簡便ではあるが咬合に関与するため、咬合を再構築するステップがとても
重要となる。意識下の歯科治療では不適応行動や不快情動、不随意運動や原始反射が表出することがある。
一方で、意識消失下の歯科治療でも、習慣性の咬合位の確認が困難であることや薬剤性筋弛緩による⾆肥大
など、治療が困難になる要素はいくらでも存在する。
　本セミナーでは、パーマクラウンによる治療を紹介しつつ、障害者（児）のう蝕の除去から咬合の再構築ま
での経緯において、永年様々な補綴治療に係わってきた演者が工夫していることをお伝えしたいと考えて
いる。本セミナーが健康弱者と言われる人々の「健口」の一助となることを願う。

ランチョンセミナー２

障害者（児）のための新しい 1-day 補綴治療
長崎大学病院　特殊歯科総合治療部

田
た の う え

上　直
な お み

美

株式会社モリタ 座長　星野　倫範（明海大学歯学部形態機能成育学講座口腔小児科学分野）
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■略歴	
1988年	 3月	 鹿児島大学歯学部卒業	
1988年	 6月	 鹿児島大学歯学部小児歯科学講座入局	
1997年	10月	 いのうえ小児歯科開設	
	
■資格 
日本小児歯科学会専門医	
日本障害者歯科学会認定医	

低ホスファターゼ症の患児に接して
　低ホスファターゼ症（Hypophosphatasia；以下HPP）は、「常染色体性劣性遺伝を示す代謝性疾患で、

Rathbum(1948)により初めて報告された。歯周組織の著しい炎症や歯根吸収を伴うことなく、乳歯が自然

に脱落し、早期喪失をきたすことから診断の手がかりが得られるまれな疾患である。～、歯科医学大事典、

医歯薬出版、1989」と記載がある通り、歯科的な症状により全身疾患の診断に至ることがある疾患でありま

す。

　この度、HPP罹患患者の口腔管理を経験する機会がありました。患児は、低年齢から接することができ、

その後の経過をみるに、HPPの早期診断に繋がるはずでしたが、当時、HPPの病態とそれに伴う歯科的所

見の認識不足があり、対応の問題点や反省点を見直すべきと考えました。なお、本報告に対し、患児ならび

にその保護者の同意を得ております。

〔症例について〕
　平成18年6月9日初診（1歳4 ヶ月♀）両側上顎乳中切歯の動揺を主訴に来院されました。既往歴として、

#1屈曲肢異形成症、#2右側急性硬膜外血腫がありました。口腔内所見は、上下左右８歯の乳前歯が萌出

（または萌出中）で、一部形成不全がみられました。

　平成20年6月（3歳4 ヶ月）を最後に、宮崎大学医学部付属病院（以下、大学病院）口腔外科での管理を希

望されました。この時の口腔内所見は、上下左右の乳⾅歯および右上乳⽝歯の９歯のみ、第二乳⾅歯には、

形成不全がみられました。当院で管理させていただいた2年間に、すべての乳前歯と右上以外の乳⽝歯あわ

せて11歯を喪失させてしまいました。

　平成24年10月（7歳8 ヶ月）に、右下第一大⾅歯による萌出性歯肉炎による疼痛の訴えにて、突然の来院

があり、その際に、同年1月に大学病院小児科にて、HPPの診断を受けたと伺いました。

医科歯科連携の重要性 
－低ホスファターゼ症診療の実践例から学ぶこと－

いのうえ小児歯科

井
い の う え

上浩
こ う い ち ろ う

一郎

ランチョンセミナー 3
アレクシオンファーマ合同会社 座長　仲野　和彦（大阪大学大学院歯学研究科口腔科学専攻口腔分子感染制御学講座小児歯科学教室）

56th Annual Conference of the Japanese Society of Pediatric Dentistry 

第56回　日本小児歯科学会大会

11356th JSPD



　初診時の既往歴より、生後すぐに骨（屈曲肢）異形成症と診断されており、この時点で、HPPとは鑑別診

断されているものと間違った解釈をしておりました。歯牙の動揺や形成不全は、全身疾患の影響すなわち骨

格系障害による二次的なものと判断してしまいました。さらに、その容姿（脛骨湾曲と四肢変形）から、独歩

は困難で、姿勢の不安定さにより、転倒等による口腔への外傷が全身疾患の影響と相まって、完全脱⾅（脱

落）のような重症なものへと至ってしまうのではないかと考えてしまいました。このような思い込みもあ

り、当院での口腔管理経過を振り返ると、本来であればもっと早期にHPPの診断に繋がったはずでありま

す。

　HPP罹患患者においては、歯科では、平成22年から義歯装着の保健適用が認められました。また、医科

では、平成27年に、小児慢性特定疾病および指定難病に認定されるとともに、新薬が承認され、その早期診

断のもつ意義が高まり、さらに重要なこととなりました。これまでの反省すべき点を踏まえ、今後に活かさ

なければならないと考えております。

　なお、本症例は第35回日本小児歯科学会九州地方会大会にて発表させていただきました。
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■職歴	
1995年	 5月	 宮崎医科大学附属病院小児科　入局	
2000年	10月	 宮崎医科大学附属病院小児科　助手	
2007年	 7月	 宮崎大学医学部生殖発達医学講座小児科学分野　講師	
2017年	 4月	 宮崎大学医学部看護学科基礎看護学講座　教授	
	
■所属学会 
日本小児科学会、日本内分泌学会、日本人類遺伝学会、	
日本小児内分泌学会、日本先天代謝異常学会、ほか	
	
■社会における活動 
宮崎県新生児マススクリーニング検査専門委員会委員	
九州学校検診協議会委員	
環境省「子どもの健康と環境に関する全国調査」	
宮崎サブユニットセンター運営協議会委員

　骨系統疾患は遺伝性疾患であり、骨や歯牙の形成異常を伴う。その種類は400種類以上あるが、そのほと
んどは治療方法がなく、合併症状に対する対症療法にとどまる。その中でHypophosphatasia（低ホス
ファターゼ症）は平成27年に酵素製剤「アスホターゼアルファ」が承認され、治療により予後が改善する疾
患となった。
　低ホスファターゼ症は Tissue-nonspecific alkaline phosphatase (TNSALP) をコードする liver/
bone/kidney alkaline phosphatase gene (ALPL)の遺伝子異常によりTNSALPの活性低下を生じる
ことで、全身の骨化障害や骨・歯牙形成異常をきたす。本症の臨床スペクトラムは広く、周産期致死の重症
例から乳児型、小児型、成人型、骨症状がなく歯のみに異常を伴う歯限局型の軽症例まで存在する。日本に
おける重症例の頻度は15万人に１人と報告されている。乳幼児期発症例や軽症例の頻度については不明で
あるが、ヨーロッパでは6300人に1人と報告されており、日本においても頻度は高く、低ホスファターゼ症
の診断に至っていない症例が数多く存在するものと思われる。
　周産期型は高カルシウム血症や胸郭形成不全による呼吸障害で出生後まもなく死亡する例もある。乳児
型は成長障害だけでなく、ビタミンB６脳内取り込み障害によりけいれん発作、てんかんをきたすことがあ
る。さらに頭蓋骨早期癒合を伴い、頭蓋内圧亢進による不可逆的な発達遅滞をきたすことがあり、早期から
の酵素補充療法や適切な外科的治療（頭蓋形成術）が必要となる。小児期には筋力低下、筋痛、関節痛などに
よる運動機能低下、成人期には病的骨折、骨折治癒遷延などが出現し、QOLを低下させる。このように低ホ
スファターゼ症では年齢を問わず、さまざまな骨格系や全身性の重い症状を発症し、経過とともに悪化する
リスクがある。したがってこれらの症状を有する時には本症を疑う必要があるが、上記症状は非特異的な症
状であることから低ホスファターゼ症の診断にいたるのは困難である。その中で唯一、歯牙の所見（乳歯早
期脱落）が特異的臨床所見であり、さらに、血清ALP値低値という比較的特異度の高い検査所見とあわせ
て、早期発見→早期治療→生命予後・発達予後・生活予後改善が可能となる。ただし、骨形成が亢進してい
る小児のALP正常値は、成人と比較して著明高値であることを認識していなければ、測定しているにもか

医科歯科連携の重要性 
－低ホスファターゼ症診療の実践例から学ぶこと－

宮崎大学医学部看護学科基礎看護学講座
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かわらず、見逃すことになる。
　今回、生直後から著しい成長障害が持続し、特徴的な歯牙・骨所見を呈しているにもかかわらず、２歳ま
で診断に至らなかった低身長軽度発達遅滞の低ホファターゼ症(乳児型)症例を提示し、早期診断と診断時、
診断後の医科歯科連携の重要性について述べたい。
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■略歴	
1995年	3月　長崎大学歯学部卒業	
1995年	4月　長崎大学大学院歯学研究科　研究生	
1995年	6月　長崎大学歯学部附属病院　研修医	
1997年	4月　長崎大学歯学部小児歯科学講座　助手	
2005年	2月　九州大学大学院歯学研究院小児口腔医学分野　助教	
2008年	6月　東北大学大学院歯学研究科小児発達歯科学分野　助教	
2012年	6月　東北大学大学院歯学研究科小児発達歯科学分野　准教授	
　公益社団法人日本小児歯科学会　専門医指導医	
	
■受賞歴 
2010年　日本小児歯科学会　優秀発表賞	
2012年　日本小児歯科学会　PDJ優秀論文賞	
2015年　日本小児歯科学会　松風アワード	
2017年　日本小児歯科学会　学術賞（LION	AWARD）

　近年、小児における齲蝕が減少していると報告される中で、齲蝕が全くない小児と多数の齲蝕を有する小

児との二極化が問題となっている。口腔内の状態は家庭環境や養育状態、経済状況の影響を受けやすく、そ

の影響が視覚的に如実に現れてくる。しかしながら、この二極化現象を改善するのは容易ではないと考えら

れる。齲蝕が全くない小児が増えている背景として、口腔衛生の重要性が認知され小児歯科での定期管理が

広く定着してきたことも一因である。一方、多数の齲蝕を有する小児は、齲蝕に罹患しやすい食生活や口腔

衛生状態である上に、齲蝕に罹患しても処置を受けていない（受けられない）状況にあるケースが多い。つま

りこの二極化現象は経済格差の広がりを表しているとも言える。

　歯質の強化を期待する齲蝕予防としてフッ化物の応用が行われており、集団応用により齲蝕罹患率の減

少に寄与してきた。しかし、フッ化物の応用や口腔清掃だけでは、完全に予防できないケースも存在する。

つまり齲蝕に罹患しやすい小窩裂溝部や盲孔等を予防塡塞することで、齲蝕罹患率をさらに低下させる必

要がある。厚生労働省が掲げる『健康日本21』の「歯の健康」においても、「学齢期のう蝕予防等」の項目の中

に、フッ化物の応用と並んで予防塡塞（フィッシャーシーラント）が推奨されている。また、平成28年4月

の診療報酬改定によりエナメル質初期う蝕加算やフッ化物歯面塗布が保険算定可能になり、これまで13歳

未満（条件あり）に限られていたフッ化物の保険適用範囲が広がった。このことは国の政策としても歯科医

療が予防にシフトしてきていることの現れである。

　このような背景から、平滑面齲蝕予防材料として保険外診療で使用されていたPRGバリアコートが、平

成29年7月にシーラント材として保険適用された。そこで、本セミナーにおいてはシーラント材としての

PRGバリアコートの臨床的有用性や適応症例のビューティシーラントとの比較および有用性を高める使

い方のコツや注意点等を紹介する。

シーラントへの新たな提案 
～ PRG バリアコートの臨床的有用性と使い方のコツ～

東北大学大学院歯学研究科　小児発達歯科学分野
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Memo
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