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ウンシュウミカンの内果皮による各種口腔レンサ球菌種への抗菌効果の検討 
Antimicrobial effects of Citrus unshiu albedo extract toward various oral streptococcal species 
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【目的】 

齲蝕予防を考える上で、齲蝕原性細菌に対して

抗菌効果を有し、かつ生体にとって安全な物質を

検討することが重要である。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 より採取した各部位が、齲蝕原

性細菌やその他の口腔レンサ球菌に対して及ぼす

抗菌作用について検討することにした。

【対象と方法】 
１．供試菌および培養条件 

Streptococcus mutans MT8148 株（血清型 c）、
NN 2002 株（血清型 e）、NN 2117 株（血清型 f）
および TW 295 株（血清型 k）を使用した。また、

Streptococcus sobrinus B13 株（血清型 d）、6715
株（血清型 g）も使用した。また、その他の口腔レ

ンサ球菌として、Streptococcus sanguinus ATCC 
10556 株、Streptococcus oralis ATCC 10557 株、

Streptococcus gordonii ATCC 10558 株を用いた。

これらの菌株は、Brain Heart Infusion 液体培地

で 37℃、18 時間培養後、PBS で 1.0×109 CFU/ml
となるよう調整したものを分析に用いた。 
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

海南市の 1 農園で栽培されたものを使用した。ま

ず、ミカンの外果皮、内果皮、果実、葉をそれぞれ

凍結乾燥した。その後、乳鉢を用いて 15 分間すり

潰し粉末状としたものを 100%エタノールを用い

て 100 mg/ml となるよう調整し、0.45 μmのフィ

ルターを用いて滅菌した後に分析に使用した。

３ ミカン粉末による抗菌作用の分析

MT8148 株の菌液 10 ml に各粉末を 100 μl ずつ

添加し、37℃で 12 時間培養した。培養後、PBS を

用いて段階希釈した各菌液を Mitis-Salivarius-
Bacitracin 寒天培地上に播種し、37℃で 48 時間培

養後コロニー数をカウントした。内果皮について

は、齲蝕原性細菌である NN 2002 株、NN 2117 株、

TW 295 株、B13 株および 6715 株に加え、その他

の口腔レンサ球菌である ATCC 10556 株、ATCC 
10557 株および ATCC 10558 株に対しても同様の

分析を行った。これらの菌株の培養には、Mitis-
Salivarius 寒天培地を使用した。供試菌の生存率

は、ミカンの各粉末非添加群の菌の生存率を 100%
とした場合における添加群の菌の生存率の割合と

して算出した。

【結果】 
１ ミカンの各部位を用いた検討

MT8148 株における検討では、ミカンの各粉末

を添加した群ではコントロール群と比較していず

れも菌量の有意な減少を認めた（P<0.001）。特に、

内果皮添加群における菌の生存率は最も低く、

40%以下まで減少した。また、内果皮添加群では S. 
mutans の全ての菌液において生存率の有意な減

少が認められた。 
２. 内果皮の口腔レンサ球菌に対する抗菌効果 
内果皮添加群では、S. sobrinus の全ての菌液に

おいて生存率は 20%以下まで減少し、有意な低下

を認めた（P<0.01）。一方で、その他の口腔レンサ

球菌における生存率は 60〜80%であり、ATCC 
10556 株においてのみ有意な低下を認めた

（P<0.01）。 
【考察】 

本研究結果から、ミカンの各部位のうち内果皮

が齲蝕原性細菌に対する最も強い抑制効果を示し

た。内果皮は、いずれの血清型に分類されるミュー

タンスレンサ球菌に対しても強い抑制効果を示し

たのに対し、その他の口腔レンサ球菌には明確な

効果を及ぼさなかった。このことから、ミカンの内

果皮粉末が、齲蝕原性細菌に対して選択的に抗菌

効果を発揮する可能性が示唆された。 
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	 コンクール F○R  とその構成成分における口腔細菌種への増殖抑制効果の検討 
Inhibitory effects of Concool F○R  and its components on growth of oral bacteria 

 
○又吉紗綾，野村良太，稲葉裕明*，吉田	 翔*，松三友紀*，仲野道代*，仲野和彦 

Saaya Matayoshi, Ryota Nomura, Hiroaki Inaba*, Sho Yoshida*, Yuki Matsumi*, 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. 

*Dept. Pediatric Dent., Okayama Univ. Grad. Sch. of Med. Dent. Pharm. 
 
【目的】 
	 含嗽剤は齲蝕や歯周病の予防に効果的な口腔衛

生用品の 1 つである。本研究では、含嗽剤の 1 つ
であるコンクール F® とその主要な構成成分を用
いて、様々な口腔細菌株に対する増殖抑制効果を

検討した。 
【対象と方法】 
１． コンクール F® とその構成成分の調整 
コンクール F®（ウエルテック株式会社より提供）

を、10%、1%、0.1%、0.01%、0.001%に希釈し
研究に用いた。また、この構成成分であるグルコ

ン酸クロルヘキシジン、エタノールおよび緑茶抽

出物を、含嗽剤中に含まれる濃度を 100%とした
上で希釈し使用した。 
２． 供試菌株および培養条件 
主要な齲蝕原性細菌である Streptococcus 

mutans（血清型 c, e, f, k 各 1 株ずつ）および
Streptococcus sobrinus （血清型 d, g 各 1 株ず
つ）、ならびに口腔レンサ球菌 Streptococcus 
oralis、Streptococcus gordonii、Streptococcus 
mitis、Streptococcus salivarius を 1 株ずつ使用
した。これらの口腔レンサ球菌群の培養には、ブ

レインハートインフュージョン液体培地を用いた。

歯周病原性 細菌 Porphyromonas gingivalis 
ATCC 33277 株（fimA I型）および OMZ314 株
（fimA II型）は、トリプチケースソイブロスに酵
母エキス、メナジオンおよびヘミンを添加した液

体培地で培養した。 
３． 増殖抑制効果の分析 
供試菌は、コンクール F® またはその構成成分を
添加した液体培地および無添加の培地で 1×105 
CFU/mL に調整後、37℃ で 18 時間培養した。
培養後、吸光度を OD550にて測定した。さらに、 

 
コンクール F® またはその構成成分を含まない状
態での OD550 値を 100% と定義し、それぞれの
菌液の OD550値の割合を算出した。 
４． バイオフィルム形成阻害能の分析 
	 各供試菌の OD600値を 0.1に調整後、ヨウ化ヘ
キシジウムで染色した。その後、唾液をコーティ

ングしたチャンバースライドにコンクール F® ま
たはその構成成分を加えた供試菌を添加し、37℃ 
で 18 時間培養後、共焦点レーザー顕微鏡を用い
てバイオフィルムを観察した。 
【結果】 
１. 増殖抑制効果の評価 
	 コンクール F® またはグルコン酸クロルヘキシ
ジンは、0.1%の濃度で全ての齲蝕原性細菌株の増
殖を抑制した。一方、エタノールや緑茶抽出成分

は、増殖を抑制しなかった。しかしながら、齲蝕

原性細菌以外の口腔レンサ球菌株では、10%の濃
度で増殖は抑制された。一方、P. gingivalis に対
する増殖抑制効果は、齲蝕原性細菌の約 10倍の濃
度を必要とした。 
２. バイオフィルム形成能の評価 

0.001% コンクール F® は S. mutans 株のバイ
オフィルム形成を有意に阻害した。一方、P. 
gingivalis 株バイオフィルム形成能の阻害には、
0.1%以上の濃度のコンクール F® を必要とした。 
【考察】 
	 本研究で使用したコンクール F® およびグルコ
ン酸クロルヘキシジンは、齲蝕原性細菌および歯

周病原性細菌に対する強い増殖抑制効果が明らか

となった。また、含嗽剤として使用されている

0.1%〜1%以下の濃度で、病原性細菌に対する増殖
やバイオフィルム形成を十分に阻害できることが

示唆された。 
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 Streptococcus mutans  
Effects of Cycloisomaltooligosaccharide on biofilm formation by Streptococcus mutans  

 
 

 Haruka Asaumi, Yuki Matsumi, Yukiko Takashima, Shuhei Naka, Michiyo Matsumoto-Nakano  
 

 
Okayama Univ. Dept. Pediatric Dent. 
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マウス歯胚の発育に対するアルキル化剤の影響についての 
組織学的および生化学的検討 

Histochemical and biochemical examinations of effects of alkylating agents  
on tooth germ development in mice 

 
○角田陽子＊, 仲周平＊, 大川玲奈＊＊, 高島由紀子＊,仲野和彦＊＊, 仲野道代＊ 
 Yoko Tsunoda＊, Shuhei Naka＊, Rena Okawa＊＊, Yukiko Takashima＊,  

Kazuhiko Nakano＊＊, Michiyo Matsumoto- Nakano＊ 
 

（＊岡大・医歯薬・小児歯，＊＊阪大・院・小児歯） 
Okayama Univ. Dept. Pediatric Dent. and Osaka Univ. Dept. Pediatric Dent 

 
【目的】 
	 小児がん経験者において，永久歯胚の欠損，歯

根あるいは歯冠の形成異常を起こす頻度が高いこ

とが知られている。これらは，永久歯胚の形成時

期におけるアルキル化剤の投与が原因であること

が示唆されている。アルキル化剤は，DNA合成を
阻害する抗がん剤の一種であるが，歯胚に対する

作用機序については，十分に解明されていない。

今回我々は，アルキル化剤の一つであるシクロフ

ォスファミドを用いて，マウス歯胚の発育に対す

る影響について，組織学的および生化学的検討を

行ったので，これを報告する。 
【対象と方法】 
	 本研究は，動物実験は岡山大学動物実験委員会

の承認 (OKU-2015112) を得て行った。 
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，通法を用いて器官培養を行

った。培養 1 日目にシクロフォスファミドを 
0.11mg/ml，0.21mg/ml，0.42mg/ml の濃度で添
加し，培養 7日目，14日目および 21日目におけ
る歯胚を実験に供試した。 
2. 病理組織学的評価：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) 染色を行った。 
3. 蛍光免疫組織学的解析：CK14，ビメンチン，
Ⅰ型コラーゲン，フィブロネクチンの各タンパク

発現の確認のため，蛍光二重染色法による蛍光免

疫組織学的解析を行った。 
4. 関連遺伝子発現の評価：培養後の歯胚より，全  
RNA を抽出し，cDNA の合成を行い，得られた  

 
cDNA を鋳型とし， Real-time qRT-PCR 法によ
って，CK14，ビメンチン，Ⅰ型コラーゲン，フィ
ブロネクチンをコードする遺伝子の発現を調べた。 
【結果】 
	 HE 染色の結果より，0.21mg/ml 添加群では培
養 21日目において，エナメル芽細胞や象牙芽細胞
の配列の乱れが認められた。0.42mg/ml 添加群で
は歯胚全体が発育不全であり，基底膜の破壊，エ

ナメル芽細胞および象牙芽細胞の極性の低下や配

列の乱れが顕著であった。また，蛍光免疫染色の

結果より， CK14 とⅠ型コラーゲンは培養 14 日
目において，ビメンチンとフィブロネクチンは培

養 21 日目において添加群で発現の低下が認めら
れた。qRT-PCRの結果から，CK14の発現は有意
に増加し、ビメンチンの発現は培養 21日目で有意
に低下した。Ⅰ型コラーゲンの発現は培養 7日目，
14 日目で有意に低下したが，21 日目では低下し
たものの有為差はなかった。フィブロネクチンの

発現は，培養 21日目で有意に低下した。 
【考察】 
	 本研究から，シクロフォスファミドが歯胚に作

用することにより，分裂増殖期にある内エナメル

上皮細胞と歯乳頭細胞の DNA 合成が阻害され，
正常な増殖と分化が阻害されたと考えられる。そ

の結果，各タンパクの産生が障害され，内エナメ

ル上皮細胞と歯乳頭細胞から分化するエナメル芽

細胞と象牙芽細胞の極性や配列に組織学的変化を

生じ，歯の形態異常が引き起こされている可能性

が示唆された。今後は、他の抗がん剤や歯の形成

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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ラット根未完成歯における実験的脱臼・歯槽内歯根破折後の治癒に関する組織形態学的評価

The evaluation of structural morphology about healing after experimental luxation and 
intraalveolar root fracture in immature rat teeth 

○中村州臣，藤田茉衣子，浅里仁，中村朋美，井上吉登，木本茂成 
Kuniomi Nakamura, Maiko Fujita, Jin Asari, Tomomi Nakamura, Yoshinori Inoue,  

Shigenari Kimoto 
（神歯大・小児歯） 

Kanagawa Dental Univ. Div. Pediatric Dent.
 
【目的】 

小児が前歯を失う原因の一つに外傷があり、特

に根未完成歯の歯根破折歯は保存が難しく、治療

法が確立していない。そこで本研究では、歯根破折

を伴う根未完成のラット臼歯の治癒過程を長期に

渡り観察し、脱臼や歯根破折が発育過程にある歯

に与える影響を明らかにすることとした。 
【対象と方法】 

実験動物として、生後 4 週齢の雄性 Crlj:WI ラ

ット（N=12）を用いた。全身麻酔を行い、左側上

顎第一臼歯に 900g の負荷を与え、口蓋側方向へ一

定角度傾斜させたものを実験群とした。対照群は

負荷を与えないものとした。本研究は当該機関の

承認（承認番号：18-061）を受けている。 
ラットは損傷後 3 週飼育群と 4 週飼育群に分け

た。損傷後の経時変化・成長発育を比較するため、

上顎骨全体を実験動物用エックス線 μCT（以下、

動物用 µCT）で撮影し、歯の位置や、歯列弓幅径

の測定、歯列や骨、象牙質と歯髄腔における体積の

計測を行った。 
上顎骨摘出後、10％中性緩衝ホルマリンで固定

し、工業用エックス線 µCT（以下、工業用 µCT）
で上顎左側臼歯部を撮影した。その後、通法に従い

パラフィン切片（厚さ 5µm）を作製し、ヘマトキ

シリン・エオジン染色を行った後、光学顕微鏡下で

観察と写真撮影を行った。さらに、同装置から得た

画像を用いて受傷歯と周囲組織を 3 次元構築し、

近心根歯根長や近心根中央部における前頭断面内

の歯根膜腔幅径を測定後、比較検討した。 
【結果】 

組織切片所見より、損傷後 3 週では修復象牙質

の歯髄側には象牙芽細胞樣細胞があり、歯根膜側

は、象牙質の露出とセメント質の添加があった。一

方で、損傷後 4 週では、修復象牙質の歯髄側には 
象牙芽細胞樣細胞が見られ、歯根膜側は、根尖付近 

 
で細胞性セメント質が突出した部位を認めた。 
工業用 µCT を用い、近心根中央における歯根膜

の頬側幅径、口蓋側幅径、根尖側幅径を測定し、そ

の平均値を群間で比較したところ，実験群は対照

群よりも大きい傾向が認められた。 
また、歯根長の平均値は、対照群に比べ実験群で

有意に短かった。歯根吸収については、3 週に比べ、

4 週では全方向的に歯根吸収が拡大し深化したこ

とが確認された。 
動物用 µCT 画像情報を立体構築して測定した上

顎歯列弓幅径は、実験群において対照群よりも狭

い傾向を示した。また、象牙質と歯髄腔における体

積について、有意な差は認められなかった。 
【考察】 

歯根破折部の歯髄側に修復象牙質形成が開始し

た後に、その歯根膜側にセメント質の添加が継続

したことは、臨床における硬組織による治癒過程

を想起させた。 
また、歯根破折部や歯冠側における修復象牙質

や、歯根周囲のセメント質の形成が実験群で損傷

後 4 週も継続していたことは、ヒトが歯の脱臼や

歯根破折後に併発する歯髄腔狭窄に関連する可能

性があり、実験群の近心根歯根長が対照群より有

意に短かったことは、臨床で見られる脱臼既往歯

の短根化に類似していた。 
組織学的観察に加え、エックス線 µCT 撮影から

得た情報を分析した結果、損傷後 4 週まで、ヒト

において成人期までに相当する期間の歯根破折部

の修復過程、歯周組織や歯槽、歯根成長への外力の

影響、歯根吸収等を観察することができた。また、

ヒトの幼若永久歯における脱臼後ならびに歯槽骨

縁下歯根破折における治癒過程や合併症と類似し

た所見が認められた。
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妊娠母体のストレス下の咀嚼運動は仔の肥満および糖尿病の発症を抑制する 
Chewing during prenatal stress suppresses stress-induced obesity and diabetes in offspring 

 
○林 櫻子，谷向 務，入江 庸介，梶本 京子，吉川 英里，久田 智詠， 

飯沼 光生，山田 久美子*，東 華岳**，久保 金弥*** 
Sakurako Hayashi, Tanimukai Tsutomu, Irie Yousuke, Kajimoto Kyoko, Yoshikawa Eri, Hisada Chie, 

*Kumiko Yamada, Mitsuo Iinuma, **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. Ped Dent. and *Nagoya Woman’s Univ. Domestic Sci. and  
**UOEH. Med. Anat. and ***Nagoya Woman’s Univ. Grad. Sch. Human Life Sci. 

 
【目的】 

近年、妊娠中の母体のストレスが生まれてきた

子の将来的な肥満や糖尿病、高血圧といった生活

習慣病発症因子の一つと言われている 1）。これは

ストレス時に母体から過剰に分泌されるグルココ

ルチコイド（GC）が胎盤を通過して仔に移行する

ため生じる。我々はこれまでに、ストレス環境下

の母体の咀嚼運動が母体のストレス反応を緩和し、

その結果、仔の学習・記憶障害や海馬における細

胞新生障害などを抑制することを報告した。今回

の実験では、母体のストレス下での咀嚼運動が仔

の肥満や糖尿病の発症を抑制するかどうかを検討

した。なおこの実験は朝日大学歯学部動物実験専

門委員会の承認（18-032）を得ている。 
【対象と方法】 
実験には、DDY マウスを用いた。妊娠母体を妊

娠 12日目から出産までの 1週間 1回 45分間の拘

束ストレスを 1 日 3 回負荷した群（S 群）、拘束ス

トレス中に爪楊枝を噛ませた群（S/C 群）、通常飼

育した群（C 群）に分類した。妊娠 21 日目に母体

のストレス暴露状態を確認するため血中コルチコ

ステロン（CO）濃度を計測した。各群から生まれ

た仔マウスをそれぞれ SC 群、S/CC 群、CC 群と

分類し、生後 1 週齢時の体重を出生体重とした。

離乳後から 4 か月齢まで個別飼育し、高脂肪食

（Qick Fat®，日本クレア社）を与えた。離乳後、

体重および摂食量を 4 か月齢まで毎週測定した。

以降の解析はすべて 4 か月齢の仔マウスを用いた。

血糖値は絶食後採血し測定した。インスリン投与

後の血糖値の経時的変化を 20 分毎 120 分間採血

し、インスリン抵抗性を解析した。さらに、脂肪

分解能をもつアディポネクチンの血中濃度を

ELISA kit にて解析した。 

 
【結果】 

S 群の血中 CO 濃度は C 群や S/C 群と比較して

有意に高値を示した。S/C 群と C 群の CO 濃度に

は差が認められなかった。SC 群の仔マウスでは、

体重、摂食量、血糖値、インスリン抵抗性はとも

に CC 群や S/CC 群に比較して有意に高値を示し

たのに対し、S/CC 群と CC 群の間でこれらの数値

に差が認められなかった。SC 群のアディポネクチ

ンの血中濃度は CC 群や S/CC 群に比較して低値

を示したが、S/CC 群と CC 群の間には差が見られ

なかった。   

 

   〈図〉仔マウスの体重変化 

【結論】 
以上の結果から，ストレス下の妊娠母体の咀嚼

運動は、脂肪の代謝異常を正常化して生まれてく

る仔の成熟後の肥満や糖尿病の発症を緩和するこ

とが示唆された。 
【文献】 

1）Diana EP, et al. ：Prenatal stress program
ming of offspring feeding behavior and en-
ergy balance begins early in pregnancy. 
Physiol Behav, 98:94–102, 2009. 
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ヒト歯肉線維芽細胞の Ca2+排出機構に対するフェニトインの作用 
Effects of phenytoin on the pathways for the Ca2+ excretion in human gingival fibroblasts 

 
○蓑輪映里佳＊，ソヨッドトウフィクルイスラム＊，倉重圭史＊，村田佳織＊＊，谷村明彦＊＊，齊藤正人＊	

Erika Minowa, Syed Taufiqul Islam, Yoshihito Kurashige, Kaori Murata, Akihiko Tanimura, Masato Saitoh 

	

（＊北医療大・歯・小児歯科，＊＊北医療大・歯・薬理）	

Health Sciences University of Hokkaido. Dept. Pediatric Dent.  
and Health Sciences University of Hokkaido. Dept. Pharmacology Dent. 

	

【目的】	

	 フェニトイン（PHT）は，神経細胞の Na+チャ

ネルを阻害して脱分極を抑制する薬物であり，抗

てんかん薬として広く用いられている．PHT服用

者の約 50％が副作用として歯肉増殖症を起こすこ

と が 知 ら れ て お り ， 薬 物 性 歯 肉 増 殖 症

（Drug-induced gingival enlargement）と呼ばれてい

る．これは歯肉線維芽細胞（HGF）の増殖や，コ

ラーゲン代謝の不均衡などの要因が複合して生じ

るものと考えられている１）．さらに PHTは HGF
の細胞内 Ca2+濃度（[Ca2+]i）を上昇させることが

報告されている２）．本研究では，Fura-2/AM
（Fura-2）を使用したライブセルイメージング法
を用いて，PHTによる HGFの[Ca2+]i上昇とその

作用のメカニズムについて解析した． 
【対象と方法】 
	 細胞は HGF（プライマリーセル）と，比較対象
としてマウス胎児皮膚線維芽細胞（NIH3T3，
American Type Culture Collection）を用いた．
試薬として PHT （和光純薬）  を Dimethyl 
Sulfoxide （DMSO，和光純薬） にて調整した. ま
た，小胞体内 Ca2+ポンプ阻害剤であるタプシガー

ギン（ThG, SIGMA）を使用した． 
カルシウム蛍光指示薬として Fura-2を使用し，イ
メージング法を用いて HGF における[Ca2+]iの動

態を観察した．はじめに，フィブロネクチンまた

はコラーゲンでコートした室温測定用チャンバー

に細胞を播種し HGF を培養した．2 μM の

Fura-2を含有したHank’s balanced salt solution 
with HEPES（HBSS-H）を用いて室温で 20分間
培養し，Fura-2を細胞内へ導入した後，Ca2+測定

前に HBSS-Hで洗浄した. [Ca2+]iは，倒立型顕微

鏡 TE-2000（Nikon）を含む AQUACOSMOS
（Hamamatsu）イメージングシステムで測定し 

 
た. 340 および，380nm の励起を照射し蛍光を

EM-CCD カメラにて捉え，蛍光強度比から Ca2+

濃度を計算し画像解析を行った.  
【結果および考察】 
	 HGFに PHT（10, 30, 100, 200 μM）を作用さ
せると[Ca2+]iが上昇し，この[Ca2+]iの上昇を示す

細胞数は，PHTの濃度依存的に増加した．このよ
うな PHT による[Ca2+]i の上昇は, 細胞外液に
Ca2+が存在しない条件でも認められた．次に，小

胞体内の Ca2+を枯渇状態にするため ThG を添加
し，PHTの作用を検証した．2 μMの ThGによ
って[Ca2+]iの上昇が起こり，その後 100 μM の

PHT を共添加した結果，ThG 単独よりもさらに
[Ca2+]i が高くなる傾向を示した．この反応は，

NIH3T3 では認められなかったことから HGF に
特異的である可能性が示唆された．HGFにおける
PHT による[Ca2+]iの上昇が，細胞外 Ca2+の除去

や，ThGによって Ca2+ストアを枯渇させた状態で

も起こったことから，PHT が細胞外への Ca2+排

出阻害に関与していることが推測された．細胞外

への主な Ca2+排出機構には，Na+/Ca2+ exchanger
（NCX）と細胞膜 Ca2+ポンプ（PMCA）が知られ
ている．PHTがこれらの排出機構を抑制している
可能性が考えられるため，NCX および，PMCA
の阻害剤を用いて PHTの作用点を解析している. 
【文献】 
	 １）米田栄吉，他：薬物性歯肉増殖症の発症機

序を探る，日本歯周病学会会誌，44−4：315-321，
2002. 
	 ２）林良宣，他：フェニトインによる歯肉線維

芽細胞の Ca2+ 動態と機能の解明，北海道医療大
学歯学雑誌，32−2：148-150，2013. 
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ファンコニ貧血関連因子 FAN1 のミスマッチ修復タンパク質に依存したアポトーシ
ス誘導における機能  

Function of Fanconi aremia related protein FAN1 in the induction of mismatch repair 
protein-dependent apoptosis 

 
○力武美保子 1）2），岡 暁子 1），尾崎正雄 1） 
Mihoko Rikitake, Kyoko oka, Masao Ozaki 

（福歯大・小児歯科 1），福歯大・細胞分子生物 2）） 
Fukuoka Dent Coll. Dept. Pediatric Dent.  

Fukuoka Dent Coll. Cellular and Molecular Biology 
 
【目的】 
 ファンコニ貧血(FA)はまれな遺伝性疾患で小児
期に診断されることが多く, 進行性骨髄不全, 骨
格異常, さらに白血病などの高発がん性を示す。
この疾患の原因は, DNA 損傷修復因子の欠損で
あることが知られている。 我々はこの損傷修復経
路に関わるヌクレアーゼの一つである FAN1がア
ルキル化 DNA 損傷により誘導されるアポトーシ
スにおいて機能することを新規に見出した 1)。 
アルキル化剤処理によって DNA 上に生じる

O6-メチルグアニンは DNA 複製過程で塩基ミス
対合を形成し, ミスマッチ修復（MMR）複合体に
依存してアポトーシスを誘導する。この経路はが

んや遺伝性疾患を防ぐために重要であると考えら

れているが, その詳細な分子機構については不明
な点が多い。本発表では、FAN1の MMR依存ア
ポトーシスにおける機能を解析し , アルキル化
DNA 損傷に対する細胞応答の分子機構を明らか
にすることを目的とする。 
【対象と方法】 
HeLa MR (MGMT欠損) ：ヒト子宮頸がん由来の
細胞株 
1. 遺伝子ノックダウン 
siRNAの導入によりFAN1遺伝子のノックダウン
細胞を作成した。遺伝子発現抑制の検証は Real 
time PCRとイムノブロット法により行った。 
2. イムノブロット法 
特異抗体を用いて, DNA損傷応答の活性化・アポ
トーシス誘導の活性化を解析した。 
3. 免疫沈降法 
アポトーシス誘導時の FAN1と関連タンパク質の
相互作用解析を行った。 
 

 
 
4. 間接免疫蛍光染色法 
アポトーシス誘導時の FAN1と関連タンパク質の
細胞内局在を解析した。 
【結果】 
1. FAN1ノックダウン細胞はMNUに対して抵抗
性 を 示 し , DNA 損 傷 応 答 の 指 標 と な る

ATR/CHK1,ATM/CHK2のリン酸化が低下した。 
また, アポトーシス誘導の指標となる Casapse-9
の活性化と PARP1の切断が低下した。 
2. 免疫沈降法による解析の結果, MMR 複合体と
FAN1 は MNU 処理依存的な相互作用し , 
FANCD2とは相互作用しなかった。 
3. 間接免疫蛍光染色法による解析の結果, FAN1
は MNU処理によるアポトーシス誘導過程におい
て細胞内において RPAと共局在した。 
【考察】 
1.FAN1は DNA損傷を認識後，ATM・ATR活性
化による DNA 損傷応答を介したアポトーシス誘
導の一因と考えられる。 
2.FAN１は MLH1と相互作用し, MMR複合体と
共に DNA損傷部位に誘導され, ssDNA形成に関
与すると考えられる。  
3.MMC によって生じる DNA Interstrand 
crosslink を修復するファンコニ経路とは異なる
分子メカニズムでアポトーシスに関与することが

考えられる。 
【文献】 
 1）Fujikane et al. 未発表  

2）AgentsKatja Kratz et al. Cell 142, 77–88, 
July 9, 2010. 

3) Christophe Lachaud et al. Science  Vol. 
351 19 Feb 2016.  

194　小児歯科学雑誌　57（2）：194　2019

O-1-08



ハイドロキシアパタイト単結晶を用いたフッ化物局所応用による耐酸性の評価

Acid resistance evaluation using hydroxyapatite single crystal by topical fluoride application 
 

○志賀友里*，成澤英明**，弘中祥司***，島田幸惠* 
Yuri Shiga*, Hideaki Narusawa**, Shouji Hironaka***, Yukie Shimada* 

 
（*昭和大・歯・小児歯，**昭和大・歯・歯科理工，***昭和大・歯・口腔衛生） 

* Showa Univ. Dept. Pediatric Dentistry, 
** Showa Univ. Dept. Conservative Dentistry, Div. Biomaterials and Engineering,  
and *** Showa Univ. Dept. Special Needs Dentistry, Div. Hygiene and Oral Health 

 
 
【目的】 

ハイドロキシアパタイト（以下 HAP）は，フ

ッ素により耐酸性が増すとされている．Kay ら 1)  

は，HAP 構造において不安定な位置にある水酸基

が安定な位置にあるフッ素に置換するのではない

かと報告している．HAP に対してフッ素がどのよ

うに浸透，分布していくのかは明らかになってい

ない．我々が発見した HAP 結晶合成法 2)では原子

の空間分布を詳細に調べられるサイズの結晶を作

製することができる．今回，フッ化物溶液に浸漬

した HAP 単結晶に対し，元素濃度変化の分析を

行ったので報告する． 
【材料と方法】 
1）試料作製：電融カルシア（タテホ化学工業）と

ポリリン酸（正リン酸（燐化学工業）を 210℃で

加熱脱水した）を初期物質とする水熱合成法にて

HAP 結晶を合成した．幅径 20μm 以上の良結晶

を選択し，水洗・乾燥を行った．ミラノール®顆粒

11%（ビーブランドメディコデンタル）を F 濃度

250ppm，450ppm，900ppm，1500ppm に調整し

た溶液に 30 日間浸漬後，水洗・乾燥を行ったもの

を MI 群とした．同時間，脱イオン水に浸漬後，

乾燥したものをコントロール群とした．酸処理は

3%クエン酸溶液を用いた． 
2) 評価：①光学顕微鏡下において，酸溶液中での

溶解を観察，溶解時間を測定した．②SEM
（TM3000：日立）及び EDX（SwiftED3000：
Oxford Instruments）を用いて表面性状の観察と

元素分析を行った． 
【結果】 
フッ化物処理後の MI-1,500ppm 群で顕著な F

濃度上昇と，P の減少を認めた（図）． 

 
 
酸処理（15 分間）前後で各群とも Ca/P mol 比の

変化は僅かであった（表）． また酸処理時間を 2
時間に延長した場合， SEM 像において，

MI-1,500ppm 群で中空の六角柱形状を呈する像

を認めた． 

 
【考察】 

SEM 像より，フッ化物処理によって HAP 結晶

の六角柱の軸面から CaF2 に置換された可能性が

示唆されるが，F と Ca の比率は 2 を超過してい

る．一般的に F の定量は難易度が高いとされるた

め，別の分析方法での検証を要する．今回使用し

たミラノール は NaF 溶液であるが，APF 成分を

含む製品は今回の実験で示された極端な P のロス

を起こさない可能性がある．今後，多様なフッ化

物製剤，フッ化物濃度での検証を行っていく予定

である． 
【文献】 

1）Kay MI, Young RA, Posner AS: Crystal 
structure of hydroxyapatite, Nature, 204 
(4963): 1050–1052, 1964. 

2）Narusawa H: Growth of hydroxyapatite 
huge single crystals by hydrothermal 
decomposition of polyphosphate, Nature  
Protocol Exchange 2019: 111, 2019. 
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S-PRGフィラー含有マウスガード材における基礎的研究 
A study on S-PRG filler for mouthguard 

○倉重圭史，榊原さや夏, 藤田裕介，Syed Taufiqul Islam, 村井雄司，根津尚史*，齊藤正人 
○Yoshihito Kurashige, Sayaka Sakakibara, Yuusuke Fujita, Syed Taufiqul Islam, Yuji Murai, 

Naofumi Nezu*, Masato Saitoh 
 

（北医療大・歯・小児歯科，*北医療大・歯・生体材料） 
Health Sciences Univ. of Hokkaido. Dept. Pediatric Dent. and Dept. Biomater and Bioeng.  

 
【目的】 
	 熱中症予防のため様々な競技で飲水の義務化な

どガイドラインが作製されている．水分補給とし

て薦められている飲料水は，500 ml中の糖分量は
約 35 gと非常に糖度が高く，pHは 3と酸性を示
しエナメル質の臨界 pH を大きく下回る．コンタ
クトの多い競技では，マウスガード（MG）の装
着が義務化されている．MG の装着は，歯面との
間隙に飲料水の停滞と運動時の精神的な緊張や唾

液分泌の低下もあり，スポーツ選手の口腔内環境

は良好でないと報告されている． 
	 Surface pre-reacted glass ionomer filler 
(S-PRG)は，徐放元素の作用により酸緩衝能，脱
灰抑制などバイオアクティブ効果を認め，コンポ

ジットレジンや予防塡塞など臨床応用されている． 
	 本研究は，S-PRGフィラーの酸緩衝能に着目し
たMGの有効性を検討するために，S-PRGフィラ
ー含有エチレン酢酸ビニル共重合体（EVA）の機
械的性質変化の検討を目的した。 
【対象と方法】 
	 材料は，S-PRG 含有 EVA シート（0，5，10，
20 wt%）(株式会社松風より供与)とした． 
・S-PRG含有量による pH 緩衝能変化：各シート
を 10 mm2に切断し，乳酸（pH 4.0）に浸漬 1 min
〜24 hrs後の pHを測定した． 
・SEMによる表面解析：シートの表面をサーモフ
ォーミング前後にて SEMにより表層を観察した。 
・引張応力および破断時伸び：試料は，厚さ 2.0 mm
の円形シートから JIS K6251に準拠した試験片を
各 8 枚ずつ作製した。測定は，島津オートグラフ
（AG-IS20KN）を使用し，引張速度は 500 
mm/minで行った。 
・圧縮試験：試料は，直径 100 mm×厚さ 5.0 mm
の円形シートを作製し，島津オートグラフにより

0.9 kN負荷時の最大点変位の計測を行った． 

 
・吸水試験：JIS K7114 に準拠し，37℃ 蒸留水
にて重量測定法により計算した．それぞれは溶液

浸漬前の乾燥試料とするため，乾燥剤入りデシケ

ーター中に静置し 24 hrs保管後，浸漬 1日および
14日後の試験片を計量した． 
	 なおすべての試料比較においては，SPSS を使
用し One-way ANOVAを行い，Scheff’s testにて
多重比較検定を行い有意差 p＜0.05とした． 
【結果】 
	 S-PRG含有量による pH 緩衝能変化では，乳酸
浸漬後 10 minにおいて 10および 20% S-PRG含
有 EVAにおいて有意な pH上昇を認めた．引張応
力および破断時伸びでは，EVA および S-PRG 含
有 EVA間において有意な差はみられなかった．圧
縮試験では，20% S-PRG含有 EVAにおいて有意
な圧縮強度の上昇がみられた。吸水試験では，は

EVA および S-PRG 含有 EVA 間に有意な差は認
められなかった． 
【考察】 
	 S-PRG 含有量に比例し，pH の有意な酸緩衝能
を認めたことから，シート内においても S-PRGの
酸緩衝能が機能することが示唆された．引張応力

および破断時伸びでは，S-PRG 含有 EVA におい
ても機械的性質の低下はないが，圧縮強度におい

て 20% S-PRG含有EVAにおいて圧縮強度の有意
な上昇が認められたことから，10% S-PRG 含有
EVAが EVAと同等の機械的性質を維持している
ことが示唆された．  
【文献】 
	 1）Nagai Kosuke，他：Antimicrobial activity 

of ethylene-vinyl acetate containing 
bioactive filler against oral bacteria，Dent 
Mater J, 36(6)：784-790，2017． 
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合着・接着用セメントの色調が乳歯用 CAD/CAM冠の審美性に与える影響 
Influence of adhesive luting cement colors on esthetic quality of CAD/CAM primary crowns 

 
○大川玲奈，末廣雄登，古々本一馬，中瀬悠太朗，山口 哲*，仲野和彦，今里 聡* 

Rena Okawa, Yuto Suehiro, Kazuma Kokomoto, Yutaro Nakase 
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. Dent. 
 
【目的】 
	 これまでに、我々は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 レジンブロックを用いた乳歯用
CAD/CAM 冠を発案し、永久歯と比較して少ない

歯質切削量を意識した支台歯の形成方法を確立し

た。しかし、隣接面と咬合面の厚みが薄くなったこ

とで、セメントの色調の影響を受けて審美性が阻

害されることが懸念された。そこで、市販されてい

る各種合着・接着用セメントの色調が乳歯用

CAD/CAM 冠の審美性に与える影響を評価するこ

とにした。 
【材料と方法】 
	 乳歯模型歯（ニッシン）の下顎右側第二乳臼歯を

用いた。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 1.0mm・隣接面 0.8mmと咬合面 0.5mm・
隣接面 0.5mmの2種類の形成を松風ダイヤモンド
ポイント FG ショートシャンク 1201R（松風）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した後、加工用データを作製

し、試作GIOMERレジンブロック（松風）から切
削加工（加工機：DWX-51D、CAM ソフト：

GO2dental Ver 6.02、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。 
市販されている以下の 4種類のセメント 

1. ハイ-ボンド グラスアイオノマーCX（松風） 
2. ハイ-ボンドレジグラス（松風） 
3. ビューティセム SA（クリア、松風） 
4. ビューティセム SA（アイボリー、松風） 
を用いて、作製した CAD/CAM冠を模型歯に接着 

 
し、VITA クラシカルシェードガイド (VITA) を
用いて、3名の小児歯科医の目視で色調を評価した。	
また、歯科用測色計：シェードスター（デンツプラ

イ三金）にて、装着前後の CAD/CAM冠の平滑面
における色調を VITA classic モードにて 5回測定
した。 
【結果】 
	 目視評価では、咬合面 0.5mm・隣接面 0.5mmの
形成によって作製した CAD/CAM冠の厚みが、咬
合面 1.0mm・隣接面 0.8mm の形成によって作製
した CAD/CAM冠と比べて薄いにもかかわらず、
装着後の両者の色調に違いは認められず、3名とも
に A1よりもやや白い色調であると判定した。また、
歯科用測色計を用いて測定した装着後の

CAD/CAM冠の色調は、削除量の異なる 2種類と
もに装着前と同様に A1を示した。 
【考察】 
	 乳歯用 CAD/CAM冠単体では、いずれの削除量
の場合でも成人用と比べて厚みが薄く高い透過性

を示すことが懸念されたが、セメント層がビュー

ティセム SA のアイボリーのように象牙質に近似
した色調であっても CAD/CAM冠上でその影響が
確認されることはなかった。また、クリアのように

支台歯からの色調を透過するセメントでも、良好

な審美性を示すことが明らかとなった。 
今後は脱落したヒト乳歯に CAD/CAM冠を装着
した試料を作製し、審美性のさらなる検討を行い

たいと考えている。また、本実験に用いた試作

GIOMERレジンブロックは、ヒト乳歯よりもやや
白い色調を呈したことから、さまざまなヒト乳歯

の歯冠色のデータを測定し反映することで、より

忠実に色調を再現したブロックの開発を目指して

いきたい。 
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 S-PRG フィラー含有セメントがヒト乳歯歯髄由来細胞の象牙芽細胞様分化に与える効果 第２報  
Effects of S-PRG filler containing cement on the odontogenic differentiation of human dental 

pulp cells derived from deciduous teeth (Second report) 
 

○藤田茉衣子，中村州臣，浅里仁，中村朋美，井上吉登，木本茂成 
○Maiko Fujita, Kuniomi Nakamura, Jin Asari, Tomomi Nakamura, Yoshinori Inoue,  

Shigenari Kimoto 
 

（神歯大・小児歯） 
Kanagawa Dental Univ. Div. Pediatric Dent.  

 
【目的】 
近年，PRG(Pre-Reacted Glass-ionomer)技術が

考案され，歯科臨床において S-PRG フィラー含有

材料が多く使用されている。S-PRG フィラーは，

様々なイオンの徐放を可能とし歯質の再石化促進

効果や，抗プラーク効果など有効性が数多く報告

されている。一方，歯髄保護のための象牙質新生

を促す覆髄材としての有用性が期待されているが，

生物学的効果に関する報告は少ない。これまで，

我々は S-PRG フィラー含有セメント（PRG セメ

ント）が覆髄材として有用である可能性を以前報

告している。 
今回我々は，ヒト乳歯歯髄由来細胞（hDPC-D）

の象牙芽細胞様分化に与える効果について評価し

たので報告する。 
 

【対象と方法】 
hDPC-D は当病院小児歯科に来院した患児より

晩期残存等を理由に抜歯された乳歯から採取した。

乳歯歯髄細胞を分離し，４～６継代目を使用した。

なお本研究は本学倫理委員会の承認(502 号)を得

て行われた。 
試料は，S-PRG フィラー含有セメント（PRG

セメント），Dycal®（DY），Fuji Ionomer Type II®
（GI）の計３種類を用いた。各試料を各々添付文

書に従った粉液比で混和し硬化させ，それぞれ液

体培地の中で 24 時間静置し，上清を抽出液とした。

hDPC-D を，液体培地で７日間培養後，抽出液を

添加した培地に置き換え３日後 (d3)，21 日後

(d21)にそれぞれ細胞の回収または固定を行った。 
各抽出液がhDPC-Dに与える影響を象牙芽細胞 

の分化マーカー（アルカリホスファターゼ(ALP)，  
I 型コラーゲン(Col I)，オステオカルシン(OC)， 

 
象牙質シアロリンタンパク質(DSPP)，象牙質基質 
タンパク質(DMP)）を用いてリアルタイム PCR，

免疫染色により評価した。 
 
【結果】 
リアルタイム PCR の結果より，PRG セメント

抽出液添加群で，d3 において ALP と DSPP の発

現に有意な増加が認められ，さらに培養期間を延

長した d21 において ALP，Col I，OC，DSPP の

発現に有意な増加が認められた。DY と GI は d21
において Col I，OC の発現に有意な増加が認めら

れたが，DSPP の発現には減少が認められた。免

疫染色の結果，PRG セメント抽出液添加群で d21
において ALP，Col I，OC，DSPP の発現の増加

や，DY と GI 抽出液添加群において DSPP の発

現の減少といったリアルタイム PCR と一致した

結果が得られた。 
 

【考察】 
PRG セメントは，短期間だけではなく長期間作

用させることでhDPC-Dの象牙芽細胞様分化誘導

をさらに促進させる効果が示唆された。従来用い

られている水酸化カルシウム製剤に代わる新しい

覆髄材としての可能性が十分にある。 
 
【文献】 
Weiwei Peng, et al：Effect of Tricalcium 
silicate on the Proliferation and Odontogenic 
Differentiation of Human Dental Pulp, JOE, 
37:1240 -1246,2011． 

198　小児歯科学雑誌　57（2）：198　2019

O-2-03



口唇閉鎖力・舌圧が口腔形態に与える影響についての検討

第一報 歯列模型の三次元データの応用

Evaluation of the effect of lip closing force and tongue pressure on the palatal morphology 
-Part1.Utilization of Three-Dimensional Scanned Data from Dental cast models- 

 
 坪川 茉莉，田上 千沙子，浅里 仁，山本 龍生* 木本 茂成

Mari Tsubokawa, Chisako Tagami, Jin Asari, Tatsuo Yamamoto *, Shigenari Kimoto 
 

（神歯大・歯・小児歯，*神歯大・歯・社会歯科） 
Kanagawa Dental Univ. Div. Pediatric Dent. and Kanagawa Dental Univ. Div. Dental Sociology 

 
【目的】 

正常な歯列・咬合の形成や口腔機能の成長発育

には，口腔周囲の筋機能の調和が重要であると言

われている。口腔機能の評価方法としては，口唇

閉鎖力・舌圧を用いる方法が知られている。しか

し，口唇閉鎖力・舌圧と，歯列からの測定値であ

る口蓋の表面積・容積・口蓋深さとの関連につい

て調べた研究は少ない。 

そこで本研究では，成人における口唇閉鎖力・

舌圧の測定値と歯列模型から得られた三次元デー

タを用い，口腔機能と形態とを比較することによ

り，口腔機能が口腔形態の発育にどのような影響

を与えているかについて検討を行った。 
【対象と方法】 

本研究に関する同意を得られた本学学生のうち，

歯列矯正治療中の者，上下顎第一大臼歯より近心

側に欠損歯のある者，著しい歯冠崩壊のある者を

除外した 86 名(男子 63 名，女子 23 名)を対象とし

た。（年齢：男子 26.3±3.3 歳,女子 24.3±2.2 歳） 
口腔機能の評価として，口唇閉鎖力測定（リッ

プルくん,松風），舌圧測定（JMS,GC）を行った。

また，上下顎歯列はアルジネート印象材を用いて

印象採得を行い，硬石膏にて模型を作成した。上

顎模型の口蓋にパテ（ラボパテアルファー,DENT 
KIST）を，切歯乳頭と上顎両側第一大臼歯の口蓋

遠心歯頸部隅角の３点を通る面と，その面と垂直

で第一大臼歯の遠心を通る面ができるよう圧接し

(図 1)，パテの有無で 2 度三次元スキャンを行なっ

た(D700,3shape)。計測は Geomagic ControlX(3D 
System)を使用した(図 2)。 

口腔形態の計測項目は，上顎両側の犬歯，第一

小臼歯，第二小臼歯、第一大臼歯の口蓋側歯頚部

最下点間距離および切縁・咬頭間距離，口蓋部の 

 
体積，口蓋全体の表面積とした。 

計測値の統計には Spearman 順位相関係数を用

いた（SPSS,Ver, 24）。 
 
 
 
 
 
図 1：パテ圧接     図 2：データ測定 
なお本研究は，神奈川歯科大学研究倫理審査委

員会の承認(第 498 番)を得て実施した。利益相反

はない。 
【結果】 

口唇閉鎖力，舌圧は男女差が認められた。女性

では，口唇閉鎖力と舌圧に有意な正の相関が認め

られた（ ）。男性では，舌圧と上顎第一大臼

歯咬頭間距離，口蓋側歯頚部間距離に有意な正の

相関関係が認められた（ ）。

【考察】 
今回の結果により，男性において舌圧と上顎両

側第一大臼歯間距離との間に関連性があり，舌圧

が上顎第一大臼歯間の距離に影響を与える可能性

が示唆された。男女差の検討や女性における関連

性を検討するため，今後対象数を増やすとともに

計測項目の検討も必要であると考えられる。 
【文献】 
1) 浅里仁 他：口腔機能の評価方法としての舌

圧・口唇圧の検討 第一報年齢、呼吸、舌の動

きとの関係について 第 64 回日本小児保健学

術集会 P2-060,2017 
2) 橋口千種 他：口唇閉鎖力と口腔機能の関連

の検討,小児歯誌,55(1):1-10,2017 
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小児の口腔機能に関するアンケート調査 －口呼吸の早期発見に繫がる つの徴候－

○貨泉朋香，野原佳織，黒川亜紀子，小林利彰，日野亜由美 ，宮川友里

翁長美弥 ，大塚愛美 ，船山ひろみ ，朝田芳信

○

（公益財団法人ライオン歯科衛生研究所， 鶴見大・歯・小児歯）

【目的】

近年，子供を取り巻く生活環境の変化が，口腔機

能の発達に影響を与えると言われているが，未だ

明らかにされていない事も多い。そこで，本研究で

は口腔機能 特に口呼吸 の実態を把握する事を目

的に，アンケート調査を行った。

【対象と方法】

対象は， 年 ～ 月に横浜市内の保育園と幼

稚園各 ヶ所において 歳～ 歳児の保護者にア

ンケート調査を実施し， 名 保育園児 名

幼稚園児 名，平均年齢 ± 歳 から回答

を得た 有効回答率 。

アンケートの質問項目は，全身状態や口腔状態･

食習慣など多岐にわたり，全 項目を設定した。

まずは，全ての質問項目において単純集計を行

った。次に，以下の つの質問項目の回答を基に，

口呼吸の条件を ～ の 種類に分類し 表 ，分

類毎に口呼吸に関連する質問項目を抽出した。

解析は，クロス集計およびχ 検定で行った。

【質問項目】

①日中，よく口を開けているか

②口を開けて寝ることがあるか

③日中，鼻がつまりやすいか

④睡眠時，鼻がつまりやすいか

【結果および考察】

～ の分類による呼吸群の割合を表 に示

す。口呼吸群の割合に関して， 年に調査さ

れた小久江 らの報告と，本研究における同条

件の を比較すると，ほぼ変化が無かった。

各呼吸群と各質問項目に対する関連を解析した

結果，表 に示す つの質問項目に関しては，

～ の全ての分類で，有意な関連が認められた。

上記の つの質問項目は，口呼吸をしている者

の徴候と推測され，口呼吸の早期発見や早期介

入に繫がると考えられる。

【結論】

本調査より，口呼吸の徴候ともいえる つの項

目が明らかになった。小児期の口腔機能は常に，

機能の発達・獲得の過程にあり，各成長ステージ

において機能の発達の遅れや誤った機能の獲得が

あれば，早い段階での改善が求められる。これら

を保護者や保育園・幼稚園の先生に啓発する事

で，口呼吸の早期発見に繫がると確信している。

【文献】

）小久江由佳子 他：小児の口呼吸に関する実態

調査 保育園年長児の保護者に対するアンケート

調査 小児歯誌 ．

口呼吸群

鼻呼吸群

表2　各分類における呼吸群の割合

①鼻の孔によく手をふれる

②よく聞き返す

③口が乾きやすい

④唇にしまりがない

⑤食べ物を食べこぼす

　　　　　(検定方法：χ 検定, p＜0.05, p＜0.01)

表3　各質問項目と口呼吸分類との関連

分類質問項目

①～④の全てに該当する者

①③のどちらも該当する者

①②のどちらも該当する者

①が該当する者

①②のどちらか1つでも該当する者

①～④のうち、どれか１つでも該当する者

(上記以外の者を鼻呼吸群とする)

表1　口呼吸の分類
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小型 カメラを応用したうがいによる新規口腔機能評価方法の検討

Pilot study of a new oral function evaluation method  
by mouth rinsing applying small 3D camera 

○金田 尚子 山本 祐士 稲田 絵美 岩下 洋一朗 橋口 真紀子

伴 祐輔 佐藤 秀夫 山﨑 要一

Hisako Kanada, Yushi Yamamoto, Emi Inada, Yoichiro Iwashita, Makiko Hashiguchi, 
 Yusuke Ban, Hideo Sato, Youichi Yamasaki 

（ 鹿大・院医歯・小児歯， 鹿大病院・小児歯， 鹿大・院医歯・歯教育 ）

Kagoshima Univ. Dept. Pediatric Dent.  Kagoshima Univ. Hospital Pediatric Dent. 
and Kagoshima Univ. Dept. Dental Education. 

 

【 目 的 】

近年、定型発達児の口腔機能発達不全について

関心が高まっており、うがいは小児の口腔機能を

評価する指標の１つとして注目されている。しか

し、現存の評価方法は評価者の主観に依存してお

り、より客観的な指標や評価方法の確立が望まれ

る。そこで、体表面を非侵襲的かつ簡便に認識可能

な非接触型の小型 カメラを応用し、うがい時の

口唇動作に関して客観的評価方法を検討した。

本研究は、本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 】

試料は水 とし、 秒間の測定を行った。口

唇を左右交互に動かす動作 うがい ① 、頬を左右

同時に膨らませる動作 うがい ② とした。

Ⅰ 顔面上の平面設定

成人２名を対象とし、光学式３次元動作計測装

置はインターリハ社 ®( を使用した。

床を基準平面とした固定座標系にて、マーカーの

動きを３次元座標値として系時的に取得した。被

験者にマーカー付き眼鏡を装着させ、顔面に固定

された平面を設定した（固定平面）。両側内外眼角

の４点にマーカーを張り付け、顔面上の基準平面

を設定した（測定平面）。固定平面と測定平面のな

す角の標準偏差 、標準誤差 ならびに

変動係数を求め、うがい ① 測定時において、設定

した測定平面の有効性について検討した。

Ⅱ 口唇動作の測定

成人２名、定型発達児３名 平均７歳３か月 を

対象とし、小型 カメラは

Kinect sensor® を使用した。 を制

御するアプリケーション にて、Ⅰ

の測定平面を基に、両側内眼角の中点 と鼻下

点相当部 、両側口角の４点を認識させ、３次元

的な座標値として認識するプログラムを作成した

（図１）。さらに、 ・ を通る直線を顔面の正中

近似線と仮定し、そこから両側口角までの距離を

それぞれ求めた。うがい①、うがい②を測定し、得

られた数値データを波形として抽出した 図２ 。

【 結 果 】

Ⅰ 顔面上の平面設定

うがい時の口唇動作における固定平面と測定平

面とのなす角の は平均値の であり、

は平均値の であった。

Ⅱ 口唇動作の測定

うがい ① では相補的な波形、うがい ② では同

調的な波形を認めた 図３ 。

【 考 察 】

Ⅰ の結果より、設定した測定平面の有効性が

示され、平面を に応用し３次元的な口唇動

作の測定が可能となった。Ⅱ の結果より、口唇動

作や発達段階の違いに異なる波形を得られたこと

から、客観的な口腔機能評価が可能であることが

示唆された。 は非侵襲的かつ操作が簡便で

あり低年齢児の測定も可能である。今後は測定デ

ータを基に、口腔機能評価方法の確立を目指す。
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乳幼児期からの口腔機能育成の効果

 
○寳福静香 清水清恵 汐川由依奈 渡辺幸嗣 藤田優子

簑原由希子 原詩歌 牧憲司

Hofuku Shizuka,Shimizu Kiyoe,Shiokawa Yuina ,Watanabe Koji ,Fujita Yuko, 
Minohara Yukiko,Hara Shiika,Maki Kenshi 

 
（*九歯大・小児歯, **清水歯科クリニック） 

Kyushu Dental Univ.Dept.Pediatric Dent., Shimizu Dental Clinic  
 

【目的】

口腔周囲の機能的問題は正常な成長発育を妨げ、

不正咬合の一因になりうる。そして近年、乳幼児期

からの口腔機能育成の必要性が唱えられている。

そこで今回、不正咬合を主訴としない健診希望患

者と、不正咬合を主訴として来院した矯正希望患

者の口腔機能に差異があるかどうかを比較し、さ

らに乳幼児期から口腔保健指導、機能訓練等の指

導を行った小児と口腔機能の差があるかどうかを

検証したので報告する。

【対象と方法】

対象は、当院に来院した ～ 歳の健診希望者、

矯正治療希望者と、乳幼児期から継続して通院し、

定期的に保健指導や受動的機能的訓練を受けてい

る小児。

健診希望者と矯正治療希望者は初診時の口腔機

能評価の比較を行ない、その際に算出したデータ

と当院に乳幼児期から継続して通院し、定期的に

保健指導や受動的機能訓練を受けている小児の

歳時の、 歳以降から定期的に保健指導や簡単な

に取り組んだ小児の 歳時時点の口腔機能評

価の比較を行なった。評価方法は目的別分類の評

価基準を一部改変したものを使用した。

【結果】

健診希望者の口腔機能は、ほとんどの項目にお

いて年齢が高くなるにつれて徐々に評価点数の増

加が認められた。一方で矯正希望患者は各項目に

おいて年齢が高くなっても、口腔機能の変化は認

められず、すべての項目で健診希望者に比べ点数

は低くばらつきが認められた。そして、乳児期（

歳～）から定期健診で通院し保健指導、受動的機

能訓練を行ったものは、健診希望者、矯正治療希望

者のそれよりも各項目とも全体的に

高い機能を獲得していた。また、 歳以降から定期

的に保健指導、簡単な に取り組んだものも健

診希望者、矯正治療希望者のそれよりも高い機能

を獲得していた。

【考察】

不正咬合を主訴に来院した矯正治療希望者は口

腔機能の発達が進んでおらず、本来の機能を発揮

できていないことが考えられ、また、年齢があがる

ことによる変化が見られないことから、機能改善

または向上のために早期での口腔筋機能療法など

の歯科の介入が必要ではないかと考える。また、乳

幼児期から歯科医院に定期的に健診に訪れ、口腔

保健指導や機能訓練を受けていた小児の方が、初

診で訪れた健診希望者、および矯正治療希望者よ

り高い口腔機能の評価を示していることから、乳

幼児期から歯科が介入し、健全な口腔機能の獲得

に寄与できる可能性が示唆された。今後、対象を増

やして検証を続けたい。

【文献】

）高田彩、茂木悦子、野村真弓、石井武展、堀内彬代、

飯島由貴、末石研二：早期矯正治療症例における機

能的問題の発現状況、歯科学法、 ： 、

）橋本律子：小児の機能育成（摂食・嚥下・咀嚼・呼

吸）、口腔機能の評価の工夫を教えて（ ）、

臨床 指導力アップ・アドバンス編、２６９、

わかば出版、東京、

）清水清恵：かかりつけ歯科医院における

学会会誌 日本口腔筋機能療法

学会

４）向井美惠 お母さんの疑問にこたえる 乳幼児の食

べる機能の気付きと支援 医歯薬出版株式会社
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幼児期における舌小帯短縮症の調査 第 1 報：頻度 
Survey of lingual frenulum anomaly of early childhood Part 1: Frequency 

○津金裕子，近藤亜子，飯沼光生，犬塚勝昭*，齊藤正人**， 
木本 茂成***，臨床研究推進委員会**** 

Hiroko Tsugane, Tsuguko Kondo, Mitsuo Iinuma, Katsuaki Inuzuka*,  
Masato Saito**, Shigenari Kimoto***, Clinical research propulsive committee****  

（朝日大・歯・小児歯，*いぬづか子供歯科クリニック， 
**北医療大・歯・小児歯，***神歯大・小児歯，****日本小児歯科学会） 

Asahi Univ. Dept. Pediatric Dent., *Inuzuka Child Dental Clinic, ** Health Sciences Univ. Hokkaido 
Dept. Pediatric Dent., ***Kanagawa Dental Univ. Div. Pediatric Dent., ****JSPD 

 
【目的】 

舌小帯短縮症の頻度を疫学的に調べた研究は本

邦では少ない。その理由として，診断基準が不明確

であり，診断者によって差異があることも原因と

考えられる． 
そこで今回，公益社団法人日本小児歯科学会臨

床研究推進委員会で診断基準を作り，全国規模で

調査を行うこととした． 
なお本研究は朝日大学研究倫理委員会（28018）

および参加大学において承認を受けている． 
【対象と方法】 

全国小児歯科開業医会（JSPP）所属あるいは小

児歯科学会員の歯科医院、大学にて調査を行った．

歯科医院に来院した 4~6 歳の幼児 2886 名を対象

とし，①舌小帯の形態（長さ，肥厚の状態，付着位

置，舌尖）②舌の機能（前方，側方，垂直運動，ポ

ッピング）③機能障害（構音，摂食）④歯列咬合（下

顎正中離開の有無，咬合関係）について調査を行っ

た． 
【結果】 

調査を行った幼児は 4 歳児 874 名，5 歳児 1038
名，6歳児 974名であった．男女比は男児 1432名，

女児 1454 名であった． 
形態として長さは 1cm 以上が 90.2％，1cm 未満

が 9.8％であった．肥厚状態は「糸状・筋状」が

73.6％，中程度が 23.2％，「肥厚」が 3.2％であっ

た．小帯付着部位置は，起始部は口腔底が 72.2％，

顎堤が 27.8％，停止部は舌基底部が 40.8％，舌中

央部が 53.3％，舌尖部が 5.9％であった．そして，

舌尖部は前方に出すとハート型にならないが

89.7％，ハート型になるが 10.3％であった． 
舌の機能では前方運動で舌尖が下口唇を超える

が 96.9％，切歯切縁を超えるが 2.6％，切歯舌側に

つくが 0.4％，切歯舌側につかないが 0.1％であっ

た．垂直運動は舌尖が口蓋につくが 86.6％，切歯

乳頭につくが 8.6％，切歯乳頭につかないが 4.8％
であった．側方運動は舌尖が口角を超えるが

92.0％，口角につくが 6.3％，口角につかないが

1.7％であった．ポッピングは舌を吸い上げ「ポン」

と音を出すことができるが 67.6％，吸い上げは不

完全だが音を出すことができるが 16.1％，できな

いが 16.3％であった． 
機能障害では構音は明瞭が 73.5％，やや不明瞭

が 24.0％，著しく不明瞭が 2.5％であった．摂食は

上手に食べるが 87.3％，時々食べこぼしがあるが

10.3％，食べこぼしがよくあるが 2.4％であった． 
歯列咬合では下顎正中離開は「なし」が 90.0％，

「あり」が 10.0％であった．不正咬合では正常が

84.8％，上顎前突が 6.9％，下顎前突が 6.0％，開

咬が 2.3％であった． 
【考察】 

今回の調査では、全国的に調査を行うことがで

きたことで，舌小帯付着異常の発現頻度および舌

運動障害の発現頻度を明らかにすることができた．  
また，小帯の長さが 1cm 未満および舌尖部の形

態がハートになる小児の割合が 1 割程度に対し，

舌の機能の垂直運動や側方運動がうまくできない

小児や歯列咬合において下顎正中離開がある小児

も 1 割程度と同等の割合を占めた．今後個人別で

の各項目間の相関についてみていく予定である．  
【文献】 

1）鈴木美衣，他：本学小児歯科における舌小帯

異常の実態調査，小児歯誌，50：283-287，2012． 
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遅発型 Pompe病を発症している６歳の構音障害に対して PLPを応用した 1例 

A case of applying PLP to Pompe disease with dysarthria from 6years-old       
 

○山田裕之, 菊池真衣, 田村文誉 

Hiroyuki Yamada, Mai Kikuchi, Fumiyo Tamura  
 

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） 

The Nippon Dental University Tama Oral Rehabilitation Clinic 
 

【緒言】 
Pompe 病は、グリコーゲンの分解に関与するライ
ソゾーム酵素である GAA（酸性α-グルコシダーゼ）
の先天的な欠損により、グリコーゲンが筋に蓄積する

常染色体劣性遺伝形式の先天性代謝障害である。発症

時期と臨床症状で乳児型と遅発型に大きく分類され

る。乳児型は、生後１年以内に心不全や呼吸不全で死

亡する。遅延型は近位筋（体幹から近い筋）の筋力低

下や心肥大を主な症状とし、進行性の呼吸障害や歩行

障害、心肥大が認められる。知的機能には問題は無い。 
今回報告する症例は、遅延型のPompe病による鼻
咽腔閉鎖機能不全が原因で構音障害が認められるが、

形成外科では、手術適応外のため歯科的対応が可能か

依頼を受けた児に対し、PLP（軟口蓋挙上装置）の作
成を行ったため、その経過を報告する。 
本発表に際して、本人及び保護者からの同意を得て

いる。 
【症例】 
患児：初診時年齢 5歳 10か月 男児 
主訴：構音機能改善のためにPLPを作成したい。 
現病歴：1歳10か月でPompe病確定診断されGAA
の酵素補充療法を開始した。現在、2週間に1回酵素
補充療法行うことで日常生活に支障はない。 
構音は、鼻咽腔閉鎖不全の代償構音で、咽頭破裂音が

認められる。今までST訓練で、ブローイング訓練も
行っていたが効果が無く行っていない。 
【処置及び経過】 
2回目来院時（前回より約 2か月後）：構音機能の評
価を含め、摂食時の鼻咽腔閉鎖機能を確認するために、

当クリニックの言語聴覚士（ST）同室で、VF検査を
行った。発声時には、明らかな軟口蓋の挙上不足が認

められ鼻咽腔の閉鎖不全が認められた。正しく発音で

きるのは鼻音のみである。摂食時も、鼻咽腔の閉鎖が

弱く、特に水分摂取時に鼻咽腔へ若干逆流している所

見が認められた。 

当日、印象採得を水平位で行った。軟口蓋後縁まで印

象採得を行ったが、嘔吐反射は認めなかった。 
3回目来院時（前回より約1か月後）： PLPのセット
を児が拒否した。そのため、PLP を児に見せ触れさ
せ上で、次回セットを約束した。 
4回目来院時（前回より約1週間後）：PLPセット。
挙上子を軟口蓋に触れないように調整し、口腔内に

30分を目安に装着するように指導した。 
5回目来院時（前回より約1か月後）：1時間30分は
装着可能になったため、挙上子を調整、心因性の嘔吐

反射も認められたため、触れる程度とした。 
6回目来院時（前回より約1か月後）：口腔内保持が1
時間はできるため、挙上子を少し挙上した。 
7回目来院時（前回より約 2か月後）：挙上子を少し
挙上した。本人には、まだ違和感があるため、引き続

きなれるように指示した。 
8回目来院時（前回より約3か月後）：ST同室でVF
検査を行い、側面画像で軟口蓋が咽頭後壁に触れるま

で挙上した。装置をつけていた方が聞き取りやすくな

ってきた。そのため、言語訓練時に PLPを使用可能
であることを説明し、訓練時に使用してもらうことと

した。 
9回目来院時（前回より約 2か月後）：概ね問題なく
言語訓練時にも使用している。PLP が作成時より 1
年以上経過し、適合も悪くなってきた。そのため、再

作成の予定で、現在、継続して対応している。 
【考察】 

Pomp 病による構音障害に対して、PLP は有効な
手段の一つであることが考えられた。PLP装着には、
嘔吐反射を含め、児の受け入れが重要となる、今回の

症例では少しずつ慣らすところから始め、現在、構音

訓練に使用できるまでに至っている。今後は、装置の

調整を行いながら、緩徐ではあるが筋機能低下傾向で

ある児に対して、PLP の有用性を検討しながら、摂
食機能を含めて対応して行く予定ある。 
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小児歯科と機能矯正 第 2 報 
Pediatric Dentistry and Functional Orthodontic Part2 

  
 

○吉田美香，國府健一郎，西田綾美，辰巳光世，齋部泰子, 塚本理沙, 深野貢, 境陽子, 
中野雅子, 北村義久 

* 
Yoshida Mika, Kokubu Kenichiro, Nishida Ayami, Tatumi Mituyo, Saibe Yasuko, 

Tukamoto Risa, Fukano Mitugu, Sakai youko,Nakano Masako, 
 Kitamura Yoshihisa  

 
（医療法人橿の木会さわやか歯科） 

Sawayaka Dental Clinic 
 
【目的】 

当院では、不正咬合の問題は子ども達の発達に

何らかの問題が生じている結果ではと推測しなが

ら発達に問題を抱えている子ども達も含めて機能

矯正をしている。人の優位中枢が呼吸であると考

えるなら、子ども達は新生児からその子どもがい

ちばん呼吸しやすい方法で機能獲得しながら発達

成長していく、それらは新生児からの睡眠リズム

の獲得にも影響し、それゆえ子ども達の成長発達

過程での姿勢や食の機能獲得だけではなくワルダ

イエル咽頭輪の炎症や鼻中隔湾曲などにも影響す

ると予測される。これらの代償症状がどれぐらい

あり、どのように改善や変化していくかの続報を

報告する。 
【対象と方法】 

対象は機能矯正を開始した当院来院患者で、機

能矯正開始前の保護者による問診の夜尿・無呼吸・．

いびき・歯ぎしり・指吸・爪かみ・不正口腔習慣・

姿勢・多動・食べ方・中耳炎・喘息・アレルギー性

鼻炎・アトピー性皮膚炎などの代償症状への保護

者の見え方や意識の変化や口腔形態や咽頭部の変

化・喉頭蓋の見え方や睡眠時無呼吸の簡易検査結

果の変化についても検討した。 
【結果】 

子ども達の多くは機能矯正開始後から随意で口

を閉じるようになり口蓋に舌をあてることや鼻で

の呼吸することを覚え始める。それに加えて機能

矯正装置を装着することで口蓋に舌をあて嚥下す

ることを認識し構成咬合もとり始める。半年ぐら

いから口腔形態が変化し始め代償症状などの消失

や改善がみられた。また、喉頭蓋のみえる子ども達

の口腔形態や咽頭部の変化や代償症状の消失や改

善のスピードがゆっくりの傾向もあった。睡眠時

無呼吸簡易検査では機能矯正装置装着前後で無呼

吸歯数といびきの改善もみられた。 
【考察】 

発達の問題を抱える子ども達も含めて不正咬

合は閉塞性睡眠時無呼吸（OSA）に重なっているの

ではと推測される。不正咬合の子ども達は睡眠の

質が上がらず睡眠リズムをその子なりに作れてい

ないのではと考える。小児歯科医はずっと糖質コ

ントロールしながら子ども達の齲蝕０を目標にし

てきた、つまり歯科から睡眠の質に関わる代謝に

アプローチしていた。だからこそ今の子ども達の

不正咬合を治療しながら子ども達の睡眠の質を上

げ口腔形態の良好な成長発達に加え子ども達の心

身ともに発達させることができるのではと思う。 
【文献】 

1） 睡眠医療 2017.Vol.11 No2 
2） 歯界展望 2017Vol 130 No4 Oct 
3） 子どもの夜ふかし脳への脅威（三池輝久） 
4） こんになに怖い鼻づまり！（黄川田徹） 
5） 睡眠障害の対応と治療ガイドライン第 2 版 

（内山真） 
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上顎犬歯の両側性の側切歯との移転を伴う骨格性の開咬症例を治療した１例 
A case report of skeletal open bite with transposition of canine and lateral incisor.   

 
○有田浩一朗 田島格 櫻井達也

○  

横浜ゆうみらい小児歯科・矯正歯科 1), 有田歯科医院 2), 矯正歯科技工 &コンサルタントオーソライズ 3) , 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)  

 

【緒言】 移転歯とは不正咬合の歯の位置不正の 1
つで、歯列弓内で隣接する歯がその位置の順序を

交換しているものを言う。最も良くみられるもの

は、上顎犬歯と第一小臼歯の移転で、次に多いのが

上顎側切歯と犬歯の移転である。これらは片側性

に起きる事が多いが、両側性は稀である。本症例は、

4 歳児から定期的な口腔管理を行った女児の犬歯

の移転の発症（図１）から、正常な位置関係を築き

良好な治療結果が得るまでの治療過程（図２）を報

告する。 
【症例】矯正治療開始年齢；6 歳 8 ヶ月（女児） 
主訴；開咬とスペース不足により側切歯の萌出が

心配、矯正の術前検査を受診。 
既往歴；4 歳 8 カ月で下顎左側切歯の早期脱落、次

月に後継永久歯萌出。乳歯列時より開咬傾向がみ

られ経過観察を行っていた。二卵生双生児。 
【資料採得および分析】 
口腔内および模型分析：口蓋形態の著しい狭窄、上

顎左右の側切歯の萌出余地不足、下顎 MOYERS 分

析にて下顎右側の正常配列の可能性が 5%以下、

OB=-1.2mm,OJ=+3.2mm、左右側共にANGLE Ⅱ
級。  
セファロ分析：SNA=74.2(-2SD) , SNB=69.2° 
(-4SD), Mand.pl.to SN 49.0°(+2SD),Inter- 
-incisal angle=122.7(-4SD), Tongue Position 
=C4~C4.5  
【診断および治療方針】習慣性の低位舌が明らか

であると共に、High Angle を伴う骨格性オープン

バイトで上下顎後退による顔面の前方成長の不足

がみられる。習慣的に低位となった舌位の改善の

ため、ガムを用いた MFT と拡大ネジ付きの装置を

用いて、口蓋形態を修正すると共に上顎の前方成

長を誘導する 1)2)。その後、舌位および下顎の前方

への誘導を促進するための装置を用い、ORAL 
POSTURE を確立させる。特記事項として、患児

の 6 歳 10 ヶ月時点のパノラマエックス線写真か

ら、上顎両側犬歯の歯胚の位置が正常位置より明

らかに近心（セクター分類３度）であり、将来的に

牽引する可能性が高いため、開窓および牽引が必

要な旨を説明。 

 
【治療経過】 6 歳 10 ヶ月から 8 歳 7 ヶ月まで両

側犬歯を経過観察しつつバイオブロックステージ

１を用いて口蓋形態の形態修正と舌位の改善を行

った。8 歳 11 ヶ月から上顎左右犬歯誘導のため、

上顎のみマルチブラケットを使用し左右両側犬歯

の萌出と配列の正常化を最優先に治療を行ってい

く事とした。10 歳 1 ヵ月時に両側犬歯の牽引を終

了し、11 歳 2 ヶ月時に歯列の整列を完了した。 
【結論および考察】本症例では上顎両側犬歯の移

転歯という稀な症例であったが、CT 上でも隣在歯

の根吸収などもみられず、良好な正常歯列へ萌出

誘導できたと考えられる。本治療の際に特に配慮

した点は、１、隣在歯の歯根吸収を配慮しつつ犬歯

の位置を確認しながらその萌出スペースの確保を

行ったこと。２、萌出した犬歯の牽引方向や、スペ

ースを作るためのフォースシステムを工夫したこ

と。３、治療毎に口腔内写真を撮影し管理すること。

以上 3 点である。 
【参考文献】 
1)Etsuko Kondo：MUSCLE WINS!の臨床 p32, 2007. 

2)Yasushi Mitani：小児歯臨床, vol.19 No.6 61-72, 2014. 
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口腔の長期管理を行ったダウン症候群児の一症例 
A case which did long-term management of an oral health for a Down's syndrome child 

○保井芙未加，森下日和，大曲俊輔，春木隆伸

Yasui, Fumika  Morishita, Hiyori  Ohmagari, Shunsuke  Haruki, Takanobu 

（医）はるき小児・矯正・歯科 
Haruki Dental Office for Children

【目的】

ダウン症候群児の出生率は約 人に一人と言

われている。また高齢出産ほどその確率は高く、

小児歯科臨床の場で比較的多く出会う症候群であ

る。ダウン症候群児の多くに低位舌を認め、上顎

歯列弓の狭窄、前歯部の反対咬合や開咬、上下顎

前歯の唇側傾斜等の不正咬合が認められ、舌を含

めた口腔周囲筋の機能強化矯正治療を必要とする

場合が多い。当院では可能な限り早くにその不正

を取り除き、良好な咬合を獲得させるべきだと考

えている。

今回、ダウン症候群児に対してう蝕治療と平行

し矯正治療を早期から開始し、咬合を含めた良好

な永久歯列を獲得した。その後３年間の保定を含

めた初診時からの 年間の経過を報告する。

【対象と方法】 
初診時年齢７歳のダウン症男児。前医ではう蝕

に対してサホライド塗布が行われていた。

＜図１＞初診時

前歯部の交叉咬合による咬合性外傷をきたした

ため、行動変容療法を用い、歯科治療に慣れても

らいながら、前歯部舌側弧線付き咬合床を作製し

装着した。上顎中切歯部の正中離開も認めたため、

動的治療終了後、脱感作療法を行いながら通院を

重ねるごとに歯科医院環境にも慣れ、齲蝕処置も

可能となった。

＜図２＞第Ⅰ期治療終了時

さらに当院にて定期的に口腔ケアや生活指導を

行っていきながら、咬合の経過観察を行ってきた。

早期治療前に咬合性外傷により生じた右側下顎中

切歯部の歯肉退縮も改善し、新たなう蝕の発生も

無かった．しかし、永久歯列期では

による上下顎叢生を認め、両親も矯

正治療を強く希望され、中学生になるのを機会に

本人にも説明し、当院にて矯正の第Ⅱ期治療を開

始した。 は、上下顎と

も－ 、臼歯関係は左右とも を呈

していた。また、 °、 °、 °、

°、 °を示し、

叢生を伴う上下顎前突であった。上下顎下歯列弓

の拡大を行い、 にて治療を行った。

＜図３＞第Ⅱ期治療終了時

現在、保定３年を経過している が、咬合を含

め良好な口腔環境を維持している。

【結果】

ダウン症候群児の多くはこだわりが強く、歯科

治療に対して恐怖心をもっているため治療困難と

なることが多い。当院では外傷等の緊急性を有す

る場合以外抑制的な治療は一切行わず、行動調整

法を利用した歯科治療に対する脱感作療法を実施

している。乳幼児期からダウン症候群児と触れ合

い信頼関係を築いていきながら、う蝕治療や予防

と同様に、歯列不正に対しても矯正治療を行って

いくことはダウン症候群児と関わる歯科医師にと

って重要だと考える。歯科矯正治療と平行して口

腔衛生指導や口腔周囲筋のトレーニングも行い、

永久歯列完成時期に機能的な口腔環境を整えるこ

とが可能であることが示唆された。
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反対咬合の早期治療後に長期モニタリングを行った２例

Two cases of long-term monitoring for anterior crossbite children treated 
 in the first phase treatment 

 
○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】 
早期咬合治療（以下、早期治療とする）とは、小

児における歯列・咬合の異常に対して顎顔面の正

常な成長発達を促し、機能的・審美的な永久歯列咬

合へと導くことである。 
反対咬合の早期治療では、被蓋改善後も下顎骨

の成長変化等が大きいため、長期かつ継続的な咬

合管理が求められることが多い。つまり、これらの

変化を慎重にモニタリングし、必要に応じて適切

な対応が行える準備をしておくことが求められる。 
今回、早期治療を行った反対咬合患者において、

長期モニタリングを行った症例について報告する。 
【症例およびモニタリングの概要】 
症例１は初診時年齢 8 歳 5 か月の男児で反対咬

合を呈しており、ANB 0.1°、FMA 27.6°で

Skeletal Class Ⅲ、垂直的にはaverageであった。

KIX- ndex 1.3 、 Wits -6.3 、 overjet -1.6mm
overbite 3.6 mm であり、Hellman の歯齢はⅢA 期

であった。Ⅰ期治療では上顎前方牽引装置を使用

し、約 1 年後に治療を終了してモニタリングを開

始した。治療後約７年のモニタリング期間を経て、

現在は思春期性の成長のピークを越えており、わ

ずかに下顎骨の前方成長はみられるものの被蓋関

係は良好に保たれている。〈図１〉 
症例 2 は初診時年齢 9 歳 5 か月女児で反対咬合

および右側臼歯部交叉咬合を呈しており、反対咬

合の家族歴を認めた。ANB -2.5°、FMA 21.5°で

Skeletal ClassⅢ、垂直的には Low angle であっ

た。KIX- Index 1.5 であり、萌出遅延を認め、

Hellman の歯齢はⅢA 期であった。Ⅰ期治療では

上顎前方牽引装置を使用し、6 か月後には被蓋が改

善した。その後も、上下顎の顎間関係の改善のため

に上顎前方牽引装置を継続して使用しながら、5 年

後に治療を終了した。さらに、約 2 年のモニタリ

ング期間を経て、現在は思春期性の成長が終息し

てきており、被蓋関係は良好に保たれている。〈図

２〉 
各症例のモニタリング項目として、定期的なエ

ックス線検査による下顎骨の成長方向および成長

量の把握と手根骨による骨年齢の評価および身

長・体重の計測を行った。 

〈図１〉症例１ 〈図２〉症例２  
【考察】 

口腔管理におけるモニタリングでは、「改善・不

変・悪化」といった変化をとらえる視点を持つこと

が重要である。本症例のように反対咬合治療後の

モニタリングでは被蓋関係だけでなく、顎顔面の

成長に関わる多くの特徴的な要素を評価すること

が不可欠である。さらに、これらの客観的なデータ

を示すことは、長期の咬合管理が必要な患者や保

護者の協力度を高める鍵になるとも考えている。 
我々が“責任ある”早期治療を行うためには、長

期的な予後の安定を図ることにもっと重点を置く

べきであり、今後も有益なモニタリングを行うた

めに、より精度の高い成長評価法を検討していき

たい。 
【文献】  
1） 石谷 徳人：小児歯科・矯正歯科の基本を大切

にした小児期からの咬合治療, 東京臨床出版，

2019． 
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上気道流体シミュレーションを用いた口唇口蓋裂児の鼻腔の上顎急速拡大効果 
Rapid maxillary expansion effects of nasal airway in children 
with cleft lip and palate using computational fluid dynamics 

 
○岩﨑 智憲，菅 北斗，柳澤 彩佳, 白澤 良執，辻井 利弥， 

橋口 真紀子，武元 嘉彦*，嘉ノ海 龍三**，山﨑 要一 
Tomonori Iwasaki, Hokuto Suga, Ayaka Yanagisawa-Minami, Yoshito Shirazawa, Toshiya Tsujii，

Makiko Hashiguchi-Sato, Yoshihiko Takemoto*, Ryuzo Kanomi**,  Youichi Yamasaki 
（鹿大・院医歯・小児歯，*しげたこども歯科（川内市），**カノミ矯正小児歯科クリニック（姫路市）） 

Kagoshima Univ. Dept. Pediatric Dent., Shigeta Pediatric Dentistry, and Kanomi Dental Clinic 
 

【 目 的 】 

口唇口蓋裂児(CLP 児)には審美・哺乳・咀嚼・言

語等の多職種医療従事者の成育的支援が実践され

ている。しかし、CLP 児の約 30%が閉塞性睡眠時無

呼吸症候群(OSAS)に罹患していると報告されてい

るにもかかわらず、呼吸の面からの支援は十分とは

いえない。そこで本研究では上顎急速拡大(RME)が
CLP 児の鼻腔通気状態におよぼす影響を明らかに

するために鼻中隔湾曲度、鼻腔断面積、鼻腔抵抗値、

患側と健側の外鼻孔からの流出量の評価を行った。 
【 対象 と 方法 】 

対象は歯列咬合管理を主訴に来院した平均年齢

10.7±2.5 歳の片側性口唇顎口蓋裂児 19 名(UCLP
群)と、平均年齢 11.1±1.3 歳の口唇口蓋裂のない小

児 20 名(Control 群)とした。精査のため撮影された

CBCT データから鼻幅、鼻中隔湾曲度(鼻腔の左右差)、
鼻腔断面積を計測し(図１)、更に３次元鼻腔モデルを

構築して熱流体解析ソフトにて鼻腔抵抗値、呼気時

の患側と健側の外鼻孔からの流出量を評価し、２群

間の比較と拡大前後の変化を評価した(図２)。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 結果 と 考察 】 

UCLP 群の鼻中隔湾曲度は 4.7 mm と Control 群
の 1.9 mm より有意に大きく(P = 0.004)、拡大後は

3.5 mm に軽減した(P < 0.05)。UCLP 群の鼻腔断面

積は患側が90.0 mm2と健側の117.8 mm2より有意に

小さく(P =  0.010)、左右の合計は 207.8 mm2 と

Control群の259.5 mm2より有意に小さかった。RME
により患側のみ 141.0 mm2と有意に拡大し(P < 0.05)、
左右合計した断面積は Control 群と同程度に拡大し

た(P < 0.05)。また、鼻腔抵抗値は UCLP 群が 1.46 
Pa/ml/secとControl群の 0.40 Pa/ml/secより大きく

(P = 0.043)、拡大後は 0.25 Pa/ml/secと有意に改善し

た(P < 0.05)。呼気時の流出量は拡大前では患側が

54.3  ml/secと健側の145.7 ml/secより有意に少なかっ

たものの、拡大後は患側が 91.8 ml/sec、健側が 108.2 
ml/sec と両側に有意差は認めなかった(図３)。 

 
 
 
 
 
 
 
 
本研究から、UCLP 児は患側に鼻中隔が湾曲して

いるため、鼻腔通気障害が生じていることが示され

た。さらに RME により、患側が健側より大きく拡

大することで鼻腔通気障害が改善することが示さ

れた。これは患側が minor segment であるため、顎

整形力がより大きく作用した結果と考えた。以上、

UCLP 児に対する OSAS を含めた呼吸管理の必要

性とその対応法として、RME の有効性が示された。 

図１ 鼻腔形態の計測（左側 UCLP）  
A：鼻幅， B：鼻中隔湾曲度（鼻腔の左右差）， C：鼻腔断面積 

図２ 鼻腔抵抗値ならびに左右の外鼻孔からの流出量の計測  
A：鼻腔の抽出， B：３次元鼻腔モデルを用いた呼気の鼻腔流

体シミュレーション， C：左右外鼻孔からの流出 

図 ３ 上顎急速拡大による外鼻孔から流出量の変化（左側UCLP）  
A：拡大前 左側の鼻腔通気障害があるため（黒矢印）、右側外

鼻孔のみ流出を認める。 B：拡大後 拡大により左側の鼻腔が

拡大したため（白矢印）、両側の外鼻孔から流出を認める。 

A B

A B C 

A B C 

R L 
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可動式側方脱臼歯整復模型開発の経緯と意義 
Developmental process and significance of the dentition model for lateral luxation 

○楊 秀慶，関本 恒夫，苅部 洋行，内川 喜盛，田中 聖至 
Hidenori Yoh*,***, Tsuneo Sekimoto**, Hiroyuki Karibe***, Yoshimori Uchikawa*, Tanaka Satoshi** 

（*日歯大病院・小児歯, **日歯大・新生歯・小児歯, ***日歯大・生歯・小児歯） 
*Nippon Dental Univ. Hospital Dept. Pediatric Dent. **Nippon Dental Univ. School of Life Dent. at 

Niigata Dept. Pediatric Dent. and ***Nippon Dental Univ. School of Life Dent. at Tokyo Dept. 
Pediatric Dent. 

 
【目的】 
 歯の脱臼は乳歯の約 65%（側方脱臼 22.5%）, 永

久歯の約 50% に起こり, 初期対応が予後に大きく

影響する 1).本邦の歯の外傷に関する教育につい

て鑑みると, 歯学教育モデル・コア・カリキュラ

ムに学修目標が掲げられているが, 卒前教育にお

いては適切な実習模型が存在せず, 歯の外傷患者

の均等配分は不可能であり, また卒後においても

書籍等で知識を得ているのが現状である.   

そこで, 研修歯科医, 歯科医師に対して歯の外傷

に関する認識調査を行った結果, 歯の外傷に関す

る実習模型の必然性を感じ, 可撤式側方脱臼歯整

復模型の開発に至った 2). 今回は, 模型開発の経

緯と意義について報告する.   

【模型開発の経緯】 
１.歯の外傷（脱臼）に関する認識調査 
対象：①日本歯科大学所属研修歯科医 297 名,②歯

の外傷に関する講演会に参加した歯科医師 40 名 
調査項目: 完全脱臼, 陥入, 側方脱臼に関する状

態・処置法について説明できるか?, 模型実習の必

要性, 模型実習の実施時期. 
結果：①研修歯科医への調査 3)は, 研修開始時のオ

リエンテーション期間に行った. 側方脱臼の状態, 
処置法に関する認識は, 完全脱臼, 陥入に対して

有意に低かった（P<0.001, <0.001). ②歯科医師 4)

は, 85％が卒後５年目以上にも関わらず, 側方脱

臼に関する状態・処置法に関する認識は他の外傷

に比べ有意に低かった(P<0.001 and P=0.008). 模
型実習の必要性については, 85％以上の参加者が

必要と回答し, 実習は卒前または研修歯科医時ま

でに行われるべきと回答していた.   
２．試作した歯の外傷整復模型の効果判定 

対象：日本歯科大学所属研修歯科医で４カ月の院

外従施設研修を経て日本歯科大学にて研修中の者

33 名. 

 
調査項目: ①側方脱臼について状態・処置法を説

明できるか?, ②試作模型をみて側方脱臼につい

て状態・処置法を説明できたか?  
結果：院外研修前後で,側方脱臼に対する認識の向

上はなかったが, 試作模型による側方脱臼への理

解度は高まったと参加者全員が回答した 3).   

【実習用模型の開発と意義】 

側方脱臼の頻度は決して稀でないが, 臨床経験

の有無にかかわらず処置法に関する認識が低いこ

とが危惧されたため, 規格化した側方脱臼歯整復

模型を開発 2)し市販された（株式会社ニッシン製, 

DX-7, 1601-U）. 外傷歯の可動式実習模型は皆無

であり, 規格化に際し苦慮したが, 側方脱臼は適

切な対応を行うことによって良好な予後を得られ

ることが多い 1).   

本模型によって実習を行うことは, 専門医が不

在の地域における歯科医師のスキルアップに貢献

し, 本模型が患者への外傷の状態, 処置の説明に

も効果的であると思われることから, 今後は本邦

の歯科医療および患者の信頼度の向上に有効であ

ると思われる. 

【文献】 
1) 北村和夫(監), 楊 秀慶(編)： 歯の外傷の頻度

と予後, 外傷歯のみかたと対応, 医歯薬出版, 

東京, 2018 
2) 楊 秀慶他: 歯の外傷に関する実習用模型の

開発, 第３７回歯科医学教育学会総会および

学術大会抄録集, #A-5, 福島, 7月, 2018. 

 3) Yoh H, et.al: Necessity of developing a 
practice model for dental trauma, 2015 IADR 

General Session, #1225, Boston, USA, 2015. 

4) Yoh H, et.al: Perception of dental traumas 

by dental practitioners,IADR-APR Regional 

Meeting, #P-1-149, Bangkok, Thailand,2013  
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原因不明の内部吸収亢進により多数の乳歯に早期脱落がみられた 1例 
A case report on early loss of multiple primary teeth due to idiopathic internal resorption 

 
○長岡 悠，船山ひろみ，守安克也，朝田芳信 

Yu Nagaoka，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】乳歯の早期脱落は，低フォスファターゼ症

などの全身疾患の症状の 1 つとして起こることが
ある。今回我々は，全身疾患を認めず，原因不明の

内部吸収亢進のため多数の乳歯に早期脱落がみら

れた症例を経験したので報告する。本症例の発表

にあたり，患児および保護者の同意を得ている。 
【症例】初診時年齢：4歳 8か月 
主訴：乳歯が勝手にぐらぐらして抜けていく。 
現病歴：目立った外傷既往もないが，3歳 1か月時
に B , 4歳 6か月時に C が脱落し、かかりつけ歯

科医院にて経過観察を行っていた。さらに，当科受

診 2 日前に B が自然脱落したため，低フォスファ

ターゼ症を疑い，当科へ紹介となった。 

既往歴・家族歴：特記事項なし。 

現症：口腔内所見より，B  ， Bおよび C の早期

喪失を認めたが，エックス線所見より 3 歯ともに

歯槽骨内に根先の残存を認めた。また A はややピ

ンク色を呈しており，内部吸収像を認めた（図 1）。 

 

図 1 初診時の口腔内写真およびエックス線写真（4
歳 8か月） 
【治療及び経過】初診時にかかりつけ小児科へ血

液検査の依頼を行ったが，アルカリフォスファタ

ーゼ値は小児の正常範囲内であった。その後、 Aお

よび根尖が残存していた B  Bの抜歯を行い，可撤

保隙装置を装着した。 C の根尖の残存は，外科的

侵襲も大きく，当時患児の協力状態が得られなか

ったこともあり，保護者の了承を得て経過観察と

した。 

5歳 6か月時： Cが自然脱落し，来院した際に撮

影したエックス線写真より Cの残根及び A の外部

吸収を認めた。 C の残根は C  の残根同様に経過

観察とした。 

5歳 9か月時：口腔内所見で，D の歯冠がややピン

ク色を呈していたが，エックス線写真からは内部

吸収を認めなかったため，2〜3 か月毎にエックス

線検査を行いながら，経過観察を行うこととした

（図 2A）。 

5歳 11か月時： D の咬合面および頬側面が濃い

ピンク色を呈し，エックス線写真より歯頚部付近

での内部吸収を認めたため（図 2B），抜髄処置を行

った。 

図 2 5歳 9か月時（A）および 5歳 11か月時（B）

のエックス線写真 

その後，未来院が続いていたが，6歳 9か月時に，

Dの動揺のため，6か月ぶりに来院されたところ，

D の動揺に加え歯冠破折を認めた。エックス線写

真から保存不可能な内部吸収を認めたため抜歯

とした。早期に内部吸収に気付き，抜髄・根管充

填を行った D は，動揺もなく残存していた。可撤

保隙装置の増歯修理を行い使用していたが，受診

が途絶え，現在の口腔内状況は不明である。 

【考察】小児歯科臨床においては，低フォスファタ

ーゼ症に代表される全身疾患に伴う乳歯の早期脱

落に比べて，原因不明の症例に遭遇することが多

い。本症例は，急速な内部吸収の進行が原因による

乳歯の早期脱落であるが，詳細な経過と治療の効

果を蓄積していくことにより，新しい歯科疾患の

発見に繋がる可能性がある。 

A B 
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学童期から成人期まで長期間口腔内管理を行った低ホスファターゼ症患児の 1 例 
A long term follow up case of the child with Hypophosphatasia 

 
○岩本優子，松本（三宅）奈美*，中岡美由紀**，光畑智恵子，香西克之 

Yuko Iwamoto, Nami Matsumoto(Miyake)*, Miyuki Nakaoka**, Chieko Mitsuhata, Katsuyuki Kozai 
 

（広大・院・小児歯，*河上歯科医院，**広大病院・診療支援部歯科衛生部門） 
Hiroshima Univ. Dept. Pediatric Dent., Kawakami D.C.  

and Hiroshima Univ. Hosp. Central Clinical Divisions Dental Hygiene Section  
 
【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

の変異によって引き起こされる遺伝性代謝性疾患

であり，骨の石灰化障害や高カルシウム血症，け

いれんといった全身症状を呈する。歯科的症状と

しては，乳歯の早期脱落が特徴的であるほか，歯

周病を随伴するとされており，幼少時からの継続

的な歯科管理が重要である。 
 今回，周産期良性型と考えられる HPP 患児につ

いて，7 歳 8 か月より現在（20 歳）に至るまで，

長期に口腔内管理を行った例を報告する。 
【症例】 
患 児：初診時 7 歳 8 か月 男児 
主 訴：前歯に隙間がある 
現病歴：上顎前歯部の萌出後，離開に気づき，か

かりつけ小児科より紹介来院。 
既往歴：妊娠 33 週，体重 1,880 g，身長 39 cm に

て出生，低ホスファターゼ症と診断。その後の遺

伝子検査により，p.F327L / c.1559delT が明らか

にされている。低身長，四肢短縮・弯曲を認め，

紹介元にて成長ホルモン注射を受けていた。乳歯

の早期脱落は認めなかった。 
初診時口腔内所見：Hellman の咬合発育段階ⅢA。

顎顔面領域の骨格的な問題はないが，上下前歯の

唇側傾斜によって正中離開が生じており，主な原

因は舌突出癖と口呼吸と考えられた。歯の形成や

歯槽骨に関する異常は認めなかった。 
口腔管理と全身状態の経過：（主なもの） 
（7 歳 9 か月～11 歳 10 か月頃）主訴に対し，

Myofunctional Therapy とタングクリブ，可撤式

咬合斜面板を併用し，舌突出癖の除去と咬合挙上

を行った。11 歳 10 か月時のエックス線写真で下

顎前歯部の歯槽骨の吸収を認める。 

 
（11 歳 11 か月～12 歳 4 か月）IgA 腎症のため紹

介元小児科にて入院下免疫カクテル療法実施。 
（13 歳頃～）上下顎前歯部の動揺を自覚，第一大

臼歯周囲のプロービングポケットデプス 6 mm と

なり，当院歯周診療科でも併せてフォローを行う

こととなった。これ以降プラークコントロールの

維持のため，2 週間に 1 度の診察と治療を継続。 
（14 歳頃～）下顎前歯部の動揺が強くなり，下顎

前歯部 6 歯をワイヤー，レジンにて固定。 
（16 歳頃～）第一大臼歯も軽度動揺を認める。 
（～現在）2～4 週間毎の診察は継続。前歯部と第

一大臼歯周囲の歯槽骨吸収と歯の動揺を認めるも

のの，顕著な進行は認めずに現在に至る（図 1）。 

＜図 1＞ 19 歳 4 か月時デンタルエックス線写真 

【考察】 
 患児は出生時より HPP と診断を受けていたが，

当科初診の主訴は態癖による不正咬合であった。

以降，長期的な口腔内管理を継続したことで，歯

科的 QOL を維持している。大学生となり，IgA 腎

症に対する通院は継続しているが，体の痛みの自

覚はなく全身症状は安定し，現時点では酵素補充

療法の適応にはならないという。患児の場合，早

期の投薬により歯槽骨の吸収等の歯科的症状もコ

ントロールできた可能性がある。今後，エビデン

スが増え同療法の適応範囲が広がれば，歯科的視

点からも，さらに HPP 患児の QOL 向上に貢献で

きると考える。 

212　小児歯科学雑誌　57（2）：212　2019

O-3-08



一致していた上顎左右中切歯切縁の位置が経時的に顕著な左右差を生じた一例 

A case of chronological incisal line change of the right and left maxillary central 

incisors 

 

○福山可奈子*， **，岡本篤剛** 

Kanako Fukuyama*, Atsuyoshi Okamoto** 

 

（*福山デンタルクリニック， **おかもとこども矯正歯科クリニック） 

*Fukuyama Dental clinic, **Okamoto Pedodontics and Orthodontics Clinic 

 

【目的】 

 前歯部の咬合状態は機能的にも審美的にも重要

であり，心理面への影響も大きい．萌出開始期から

約 4 年間は上顎左右中切歯切縁の位置は一致して

いたが，思春期に入った 13歳以降に著しく切縁の

位置に左右差が生じ，審美性に問題を生じた一例

を経験したので報告する． 

【対象と方法】 

 対象は初診時年齢 3 歳 5 か月の女児で，定期健

診を行ってきた．7歳 1か月時に上顎左右中切歯萌

出開始期より 11歳 2か月までは切縁の位置は左右

で一致していたが，その後徐々に切縁の位置に左

右差が生じ， 13歳 1か月では，切縁の位置に加え

辺縁歯肉の位置に左右差を認め，審美的な問題と

して患児本人が改善を訴えるようになった（図 1）．

上顎前歯部の疼痛等の自覚症状や歯周ポケットの

増大はみられなかった．14歳 10か月時のコーンビ

ームエックス線 CT（以下 CBCT）での精査では，上

顎右側中切歯は他の 3 前歯と比較し歯槽骨頂とセ

メントエナメルジャンクション（以下 CEJ）の位置

関係は近接し，また，根尖部の歯根膜腔が狭窄して

いた（図 2）．以上のことから，上顎右側中切歯が

圧下されていると判断し，マルチブラケットを用

いて上顎前歯部の配列を行った後に咬合調整を行

い過度な咬合力が加わらないようにすることとし

た. 

【結果】 

 上顎左右中切歯の切縁の位置は改善したが，正

中の偏位および辺縁歯肉の位置はわずかに左右差

が残存した．保定 1 年 2 か月経過後において，切

縁の位置に変化はなく経過は良好であった.また，

歯肉退縮，歯周ポケットの増加，歯槽骨の吸収や歯

牙の動揺は見られなかった． 

 

【考察】 

 上顎右側中切歯は,そのCEJと歯槽骨頂の位置関

係および狭窄した歯根膜所見から11歳2ヶ月から

13歳1か月にかけて圧下したと判断した．その原因

として,同歯の口蓋側近心辺縁隆線の咬耗が顕著

であり対合歯と強く咬合していた可能性および残

存していた吸指癖が考えられた．圧下により，上顎

左側中切歯よりも歯頚部歯肉は肥厚しており受動

的萌出遅延に類似した状態になっていたと考えら

れた． 

一方で上顎左側中切歯のCBCT画像（図2）に異常

所見は認められないことから，歯冠長が長くなっ

ている原因は，能動的萌出および受動的萌出によ

るものであると考えられ，上顎右側中切歯と比較

して相対的に歯冠長が長くなり挺出しているよう

な印象を受けることとなった． 

本例を通じて,前歯部切縁の位置が不整である

場合に挺出もしくは圧下の判断が困難な場合CBCT

所見は判断に有効な手段であると考えられた． 

 

図 1 前歯部口腔内写真 

（左から 7歳 1か月,11歳 2ヶ月,13歳 1か月） 

 

 

 

 

図 2 14歳 10か月時における上顎 4前歯の歯軸

断面 CBCT画像（左から上顎右側側切歯，上顎右

側中切歯，上顎左側中切歯，上顎左側側切歯） 
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ヒト乳歯由来歯髄細胞における繰り返しの初期化因子遺伝子導入は 
iPS 細胞形成能を増強した多能性中間細胞を生成する 

Repeated human deciduous tooth-derived dental pulp cell reprogramming factor transfection yields multipotent 

intermediate cells with enhanced iPS cell formation capability 

 

○齊藤一誠，稲田絵美*，村上智哉，岩瀬陽子，黒澤美絵， 

清川裕貴，窪田直子*，山﨑要一*，早﨑治明 

 Issei Saitoh, Emi Inada*, Tomoya Murakami, Yoko Iwase, Mie Kurosawa,  

Yuki Kiyokawa, Naoko Kubota*, Youichi Yamasaki*, Haruaki Hayasaki 

（新潟大・院医歯・小児歯，*鹿大・院医歯・小児歯） 

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

 
【目 的】全身におけるヒト組織特異的幹細胞

（hTSC）は、in vitro および in vivo の適切な条件

下でいくつかの系統に分化する多分化能を有する。

我々は、分化細胞に初期化因子を遺伝子導入する

ことにより、人工的多能性幹細胞（iPSC）を生成

し、in vitro による分化誘導を行い、膵臓および肝

細胞における hTSC（これを以下、iTSC と呼ぶ）

を生成した１）。これらの細胞は、in vivo での腫瘍

形成能が非常に低く、臨床応用における安全性の

面で非常に有利であることが示された。我々は、一

過性の初期化因子の過剰発現によって、iPSC 生成

には至らないが、部分的に初期化された hTSC が

あらゆる分化細胞から単離できると仮定した。 
 本研究では、乳歯歯髄細胞（HDDPC）から人為

的に iTSC が誘導できるかを明らかにすることと、

その多分化能および造腫瘍性について検討した。 
【対象および方法】 
HDDPC の分離：交換期障害のために抜去した乳

歯を用い（歯学部倫理委員会：27-11-R21-6-20）、
無菌的に歯髄組織を採取後、collagenase TypeⅠ、

dispase による酵素処理を行い、20％ウシ胎児血清

（FBS）、１％ペニシリンを含むα -minimal 
essential medium（α-MEM）にて、HDDPC を
37℃、５％CO2湿潤条件下で培養した。 
HDDPC から iTSC の樹立：  初期化４因子

（OCT3/4, SOX2, KLF4, L-MYC）を搭載したプラ

スミドを、遺伝子導入装置  Neon Transfection 
System（Invitrogen 社）を用いてエレクトロポレ

ーション法にて導入した。遺伝子導入後１３日ま

で 20％FBS を含むα-MEM を用いて 37℃、５％

CO2 湿潤条件下にて培養した。 

 
 
【結果および考察】４因子による遺伝子導入後の

HDDPC は、1 回の遺伝子導入後、幹細胞マーカー

である alkaline phosphatase (ALP)活性が徐々に

増加し、２、３回目においてさらに ALP 活性が上

昇した（上図）。また、遺伝子導入後１３日後に得

た iTSC は、親株の HDDPC よりも高い多分化能

を示した。また、nude マウスへの異種移植でもテ

ラトーマなどの腫瘍形成を認めなかった。これら

の結果は、iTSC を HDDPC から単離するための

iPSC 作成技術の有用性を示唆する。 
【結 論】HDDPC への４因子の遺伝子導入によ

る部分的なリプログラムにより、iTSC の存在が明

らかとなった。一般的に、胚性幹細胞 / iPSC は、

分化過程に起こる多能性分化能を段階的に喪失す

る。我々は、分化した細胞への初期化因子の繰り返

し遺伝子導入によって、逆の現象が起こり得るこ

とを示唆した。 
【参考文献】1) Noguchi H, Saitoh I et al. Cell 
Death Differ. 22(1), 145-155, 2015. 
【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） 

図：繰り返し遺伝子導入による ALP 活性の変化 

○
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静水圧負荷刺激により誘導される象牙質形成機転の解明

○宮嵜 彩，杉本 明日菜，岩本 勉

（徳大・院・小児歯）

【目的】

『動水力学説』は，象牙細管に満たされた組織

液の流れや浸透圧の変化によって，疼痛が生じる，

あるいは第二・第

三象牙質を形成す

る分子機構を説明

できる仮説であり，

歯科学における未

解決命題の つで

ある。生命体の基本単位である細胞は その周囲を

組織液によって囲まれており，組織液を介した細

胞への刺激は，すべての細胞動態にも共通する普

遍的な原理である。そこで，われわれは組織液の

動きを介した細胞外の刺激伝達が，静水圧と強く

関連していると考え ，静水圧が象牙芽細胞分化

に及ぼす影響を解明することを目的とした。

【対象と方法】

静水圧（ ）は，液体の密度 （ρ）およ

び重力加速度（ ），高さ を用いて，次の式で求

めることができる。

= ρgh

すなわち，同一環境下（密度および重力加速度

を一定

とした場合）にお

いて，静水圧は水

面の高さに依存す

ることになる。象

牙細管の内圧は平

均 程度で

あると考えられて

おり ，そこに加わる圧力の微弱な変化が修復象

牙質形成に関わると仮定し， メスシリンダ

ーの底に ディッシュを静置し，培養液の高さ

を ～ と変えることによって，約 ～

の圧力を細胞に負荷できる条件で細胞培養を行う

こととした。細胞はマウス由来歯乳頭細胞および

脱落乳歯歯髄細胞（ ）を用いた。

評価法として， 染色， 法，

法，免疫組織学的検討を行い，増殖および分化度

を評価した。なお，ここでは大気圧は とし，静

水圧はゲージ圧を意味することとする。また，本

研究は徳島大学病院臨床研究倫理審査委員会の承

認を得て実施した（受付番号 ）。

【結果】

マウス由来歯乳頭細胞を ～ の高さの培地

下で 日間培養し， 染色を行うと，

静水圧を付与した群で対照群と比較し，石灰化が

促進した。興味深いことに， ，すなわち，わず

かに の圧力を負荷するだけで石灰化の促

進がみられた。これは でも同様の結果を得ら

れ，さらに，象牙芽細胞の分化マーカーである

や の発現も上昇した。一方，静水圧の

負荷は細胞増殖を抑制し，細胞増殖の停止と分化

制御に関わる の発現を誘導した。

静水圧負荷は象牙芽細胞の分化のマスター転写

因子である の核移行を促進し，

の遺伝子発現を誘導した。そのうち の発現

が極めて強く誘導されることを見出し， が

象牙芽細胞の分化に重要な役割をしていることを

明らかにした。また， 阻害は，静水圧負荷に

よって誘導される石灰化を抑制した。

【考察】

本研究において，微弱な静水圧を負荷すること

によって シグナル伝達経路が活性化し，

象牙芽細胞の分化を促進することを見出した。こ

のことは象牙細管に対して微弱な圧力の変動が第

二・第三象牙質の形成に関わっていることを示唆

しており，本知見を応用することによって，新た

な修復材料や裏層剤の開発に繋げていきたい。

【文献】

．
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歯髄培養上清を用いた放射線による唾液腺障害に対する治療効果の検討 
The effect of SHED-Conditioned Medium on radiation-induced salivary gland damage 

 
○河原林啓太，岩本 勉 

Keita Kawarabayashi, Tsutomu Iwamoto  
 

（徳大・院・小児歯） 
Tokushima Univ. Dept. Pediatric Dent. and Tokushima Univ. Graduate Schools Oral Sciences 

 
【目的】 
 唾液腺は，健全な口腔機能を保つために重要な

役割を果たしている。頭頸部領域の癌に対する放

射線治療は唾液腺の機能を著しく低下させ，咀

嚼・嚥下障害，発音障害，味覚障害などの有害事

象をきたす。口腔機能は小児期に獲得されるもの

であり，小児期の唾液腺障害は口腔機能の獲得に

とって非常に不利なものと考えられる。放射線障

害唾液腺に対する治療は，対処療法が主であり，

根本的な治療法は確立されていない。ヒト脱落乳

歯歯髄幹細胞（ SHED ）から得た培養上清

（Conditioned Medium;CM）に含まれる様々な分

泌因子は，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。そこで本研究で

は，SHED-CM による放射線照射による唾液腺障

害に対する治療効果の検討をすることとした。 
【対象と方法】 
 SHED を 70-80%コンフルエントにて，無血清

培地（DMEM）に交換し 48 時間培養した。その

培養上清を回収して SHED-CM とした。対象は 8
週齢，メスの ICR 系統マウスを用いた。マウスの

頸部に対して 12Gy の放射線局所照射を行った。

照射直後から１週間，尾静脈より SHED-CM を投

与（体重×10μl）し，対象群に対しては，DMEM
の投与を行った。放射線照射から１か月後にマウ

スの顎下腺(SMG)を摘出し，顎下腺重量及び HE
染色による組織像の解析を行った。野生型(WT 群)，
放射線照射のみ（RT 群），DMEM 群，SHED-CM
群で比較検討を行った。 
【結果】 

RT群およびDMEM群では顎下腺の重量がWT
群と比較して有意に減少した。一方，SHED-CM
群では，顎下腺重量の減少が抑制された（図１）。 
 
 

 
また，HE 染色像において，RT 群と DMEM 群で

は腺房組織の萎縮により組織間に空隙が生じた。

SHED-CM 群では，萎縮が抑制された（図２）。 

 
＜図１＞体重あたりの顎下腺重量比 

 
 
 
 
 
 

＜図２＞マウス顎下腺のＨＥ染色像 
【考察】 
 本研究結果から，SHED-CM は放射線照射によ

る唾液腺の障害を抑制することが示された。

SHED-CMには唾液腺障害抑制に対して有効な因

子が含まれており，今後の新たな治療法の開発の

一助になると考えられる。 
 
尚，本研究は徳島大学病院臨床研究倫理委員会（受

付番号 1799-3）及び徳島大学動物実験委員会（受

付番号 T28-92）の承認を得て実施した。 
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機能性ペプチド SVVYGLR が破骨細胞におよぼす影響 
The effect of functional peptide SVVYGLR on osteoclast 

 
○濱田吉之輔 1,2，有田憲司 2 

Yoshinosuke Hamada1,2, Kenji Arita2 
 

（1阪大・医・分子病理，2大歯大・小児歯） 
1Osaka Univ. Dept. Molecular Pathology and 2Osaka Dental Univ. Dept. Pediatric Dent. 
【目的】 

骨組織ではリモデリングが行われており、骨

組織の再生を促進するためには，骨芽細胞だけで

はなく破骨細胞の影響も考慮する必要がある。

らは，抗インテグリン α9β1で，破骨細胞の形成

が抑制されることを報告した 。このインテグリ

ンα9β1は ペプチドのレセプターの

一つであることから，機能性ペプチド が破骨細

胞に及ぼす影響について検討した。

【方法】 
1)in vitro における細胞生物学的検討: 

細胞は以下の 種類。マウス破骨細胞前駆細胞

株 （理研セルバンク）。マウス初代骨髄

細胞（ ： ）：

等の方法 にて前駆破骨細胞を誘導。

酒石酸抵抗性酸性フォスファターゼ（ ）染

色

細胞を で洗浄後， を

用いて固定し， 溶液にて反応させた。染色後，

陽性かつ 核以上の多角細胞の数を，顕微鏡

下にてカウントした。

活性量の測定

破骨細胞様細胞培養上清中の のア

イソフォーム 活性量を （

）を用いて定量した。

2)in vivo における組織形態学的分析

雄性 系ラット（ 週齢）の頭蓋

骨に直径約 の欠損部位を形成した。その後，

欠損部に 10 μg の ペプチドを含んだコラーゲ

ンスポンジを埋入し、縫合した。埋入後， 週

間で，頭蓋骨を摘出し，ヘマトキシリン－エオジ

ン（ ）染色を行った。破骨細胞は を染色

することにより識別した。

【結果】 
細胞を破骨細胞様細胞に誘導する際に，

誘導培地中に ペプチドを添加したところ、

群における 陽性多核細胞数は，非添加群と比

較して，有意に減少した。さらに，培養上清中に

おける 活性量は、 群は非添加群と比較

して有意に減少した。

破骨細胞分化関連遺伝子の の発現は，

ペプチドを誘導培地中に添加することにより抑制

された。

マウス大腿骨より採取した を破骨細胞様

細胞へと誘導し， 陽性多核細胞数および

活性量について同様に検討した結果，非添

加対照群と比較して有意に減少した。

において術後 週間で破骨細胞をカウ

ントした結果， 含浸コラーゲンスポンジ埋入群

は 群と比較し有意に減少した（ ）。

術後 週間における 染色後の切片像におけ

る骨再生量は 群よりも 群のほうが有意に

減少していた（ ）。

【考察】 
骨組織欠損部において が破骨細胞の形成を抑

制することで組織再生に効果的に作用する可能性

が考えられる。

今後、 の生体内における作用機序を明らか

にすることで、このペプチドを応用した骨格系生

体材料の開発に繋がる可能性が示唆された。

【文献】 
1)Rao, H., et al. Alpha9beta1: a novel 
osteoclast integrin that regulates 
osteoclast formation and function. J 
Bone Miner Res, 21, 1657-1665. 2006. 
2)Sundaram, K., et al. RANK ligand 
signaling modulates the matrix 
metalloproteinase-9 gene expression 
during osteoclast differentiation. Exp 
Cell Res, 313, 168-178. 2007. 
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外傷治療における細胞培養上清および歯根構成化学的因子の変化による影響 
Effect by condition medium and microenvironment of tooth root for treatment of dental trauma. 

 
○林勇輝，石坂亮，福田理 

Yuki Hayashi, Ryo Ishizaka, Osamu Fukuta 
（愛院大・歯・小児歯） 

Aichi-Gakuin Univ. Dept. Pediatric Dent. 
 

【目的】 
 外傷による障害は、受傷歯はもちろん、歯槽骨

を含む歯周組織にまで広範に起こっているため、

歯髄・象牙質再生を目的とした再生歯内療法だけ

では対応できず、外傷後の歯髄象牙質複合体、歯

周組織、歯槽骨を含む複合的な再生療法の開発が

急務であると言える。また、歯の外傷は時間との

戦いの側面をもっており、培養期間を要する幹細

胞移植では対応できない可能性も考えられる。細

胞培養上清は細胞分泌物の集積物であり、再生効

果を有していることが知られている 1)。さらにど

のような細胞からも回収でき、保存可能である。

また歯を構成する化学的因子は段階的に抽出可能

であると知られており、特に EDTA抽出因子には
歯髄再生誘導因子が含まれている 2)。そこで本研

究では、微小環境の安定している歯と幹細胞培養

上清に着目し、再植モデルにおいて上清の有効性

を、さらに異所性処理歯根移植モデルで歯根を構

成する化学的因子の変化による影響を確認するこ

とを目的に本研究を遂行した。 
【対象と方法】 
 再植モデル（動物実験承認番号：AGUD199） 
再植モデルに使用するイヌ大犬歯より、歯髄幹

細胞を酵素消化法にて播種し、自己血清・DMEM
下にて増殖させ、その上清を回収する。イヌ前歯

部を抜歯し、抜髄および歯根膜の剥離を行う。36
時間後抜歯窩を十分に掻把し抜歯窩内の残存歯根

膜を除去し、上清 5μg/ml含有コラーゲンを満た
した抜歯窩内に再植を行い固定した。この際、抜

髄後根管には上清 5μg/ml含有コラーゲンを移植
する。14日後歯周組織と歯を回収し、HE染色に
て、歯髄・歯根膜・歯槽骨再生の評価を行った。 
 異所性処理歯根移植モデル（動物実験承認番

号：AGUD214） 
 抜去したブタ歯根を 5mm 幅にスライスし、オ
ートクレーブし歯根構成化学的因子を失活させる。

そこに、上清、EDTA 抽出因子またはその両者を
付着させ SCID マウス皮下に異所性歯根移植を行
う。21日後回収し、HE染色・PLAP1、Periostin
免疫染色にて、歯髄・歯根膜再生の評価を行った。 
【結果】 
 再植モデルにおいて、上清の移植により歯髄の

再生が見られた群では、歯根膜の再生が見られた。

加えて、歯根外部吸収が抑制されていることが観

察された。また、これらの現象は歯髄が再生され

ていない群では観察されなかった。 
 異所性処理歯根モデルにおいて、歯髄幹細胞上

清の付着による再生歯髄では有意に未処理歯根の

再生歯髄より歯根膜マーカーの発現は有意に高か

った。また、EDTA 抽出液を上清と共に付着させ
ることで再生歯髄の歯根膜マーカーは有意に減少

した。歯髄幹細胞上清の付着による再生歯根膜で

は有意に未処理歯根の再生歯根膜より歯根膜マー

カーは有意に低かった。しかし、EDTA 抽出液を
付着させることで未処理歯根の再生歯根膜と同等

の発現量となった。 
【考察】 
 再植モデルの結果から、上清は歯髄・歯根膜再

生能、外部吸収抑制能を有することが示唆された。

異所性処理歯根移植モデルでの結果から、EDTA
抽出因子により歯根内部に遊走した組織は歯髄へ

と変化することが分かった。上清のみでも歯根膜

は再生するが、EDTA 抽出因子の作用によってよ
り成熟すると考えられる。以上の結果から EDTA
抽出因子中の歯髄再生誘導因子が歯髄再生を促進

させ、それに伴って歯根膜の成熟が起こることが

示唆された。 
【文献】 
 1）Hayashi Y，et al，Stem Cell Res Ther. 2015 

29;6:111. 
2）Kawamura R, et al.：Stem Cell Res Ther. 
2016;7:77． 
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ロシグリタゾン存在下における Klotho β を介した骨髄脂肪分化制御 
Rosiglitazone regulates bone marrow adipogenesis through Klotho β 

 
〇入江泰正, 香西克之 

Yasumasa Irie, Katsuyuki Kozai 
 

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

 
【目的】 

骨髄には造血系細胞、間質細胞などが含まれて

おり、学童期までの骨髄は赤色骨髄と呼ばれる。思

春期以降には、脂肪細胞が出現し、その割合は 25
歳で全骨髄量の 50〜70％を占めるようになる。こ

のように、骨髄脂肪化は生涯を通じて進行し、黄色

髄と呼ばれる。臨床的には、肥満・加齢・薬剤性な

どにより脂肪髄が増加することが報告されている

が、骨髄脂肪化のメカニズムに関して不明な点が

多い。脂肪分化のマスターレギュレーターPPARγ
のアゴニストであるチアゾリジン系化合物 (TZD) 
のロシグリタゾン (RG) は、抗 2 型糖尿病薬とし

て開発されたが、肥満・骨髄脂肪化を引き起こすな

どの副作用が報告されている。我々は、in vivo に

おいて、RG は血中 FGF21 レベルを減少させるこ

と、in vivo/vitro において、骨髄間葉/間質細胞にお

ける RG依存性の Klb発現誘導することを認めた。

そこで、骨髄脂肪化における Klotho β の役割を詳

細に検討した。 
【方法と結果】 

骨髄脂肪分化における KLβ の役割を詳細に検討

するため、マウス骨髄間質細胞株 ST2 をアスコル

ビン酸・RG 存在下で培養した。濃度依存的、経時

的に RG は脂肪細胞を誘導し、ALP 陽性細胞 (骨
芽細胞) 分化を抑制した。この結果は各種分化マー

カーの発現プロファイルと一致した。一方、Klb 
mRNA は、脂肪細胞分化の初期マーカーLpl およ

び Plin1 の発現と一致して早期に上昇した。In situ 
hybridization、免疫染色による解析では、Klb/KLβ
は Plin1/PLIN1 陽性細胞に確認された。これらの

結果より、KLβ は脂肪細胞分化初期に誘導される

ことが示唆された。 
脂肪細胞分化初期段階における KLβ の役割を検

討するため、組換えマウス Klb アデノウイルス

(Adv-Klb)を ST2 細胞に感染し、KLβ を過剰発現 

 
 
させたが、RG 依存性の PLIN1 陽性細胞数および

脂肪細胞マーカー遺伝子の発現レベルは変動しな

かった。一方、KLβ 過剰発現細胞に FGF21 を添加

したところ、PLIN1 陽性細胞数および脂肪細胞分

化マーカー遺伝子の発現レベルはともに減少した。

また、MEK 阻害剤 U0126 を用いて ERK シグナ

ルが抑制された細胞では、FGF21 依存性の脂肪細

胞マーカーの減少を回復させた。また、RG はマウ

ス骨髄細胞および ST2 細胞において KLβ の発現

を誘導したことから、ST2 細胞の内在性 KLβ を

Stealth RNAiTM siRNA を用いてノックダウンし

た。KLβ ノックダウンにより、PLIN1 陽性細胞数

および脂肪細胞マーカー遺伝子発現レベルをとも

に減少させた。 
【考察】 

KLβ は、RG 依存性の骨髄間質細胞の脂肪細胞

分化に関与する一方、FGF21 は KLβ と FGF 受容

体を共受容体として脂肪細胞分化を早期の段階で

抑制することが示唆された。RG は 2 型糖尿病の治

療薬として有用であるが、RG による骨髄脂肪化の

初期に発現する KLβ は脂肪細胞分化に不可欠であ

り、一方、RG により FGF21 の血中レベルが低下

すると、骨髄脂肪化がさらに進行する可能性が推

察された。これらのことより、肥満患者においては、

TZD による治療時に、血中 FGF21 レベルをモニ

ターするなど、骨髄脂肪化、長期投与による骨粗鬆

化に注意する必要があるものと思われる。 
【会員外共同研究者】 
吉子裕二 (広大・院・硬組織代謝生物学教室) 
【遺伝子組換え 承認番号】 
広島大学組換え DNA 実験安全委員会 30-180 
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カンボジア公立小学校児童の口腔内状況と歯科保健教育の効果 
Oral condition of Cambodian school children and effect of oral health instruction 

 
○浅尾友里愛，岩本優子，達川伸行，櫻井 薫*，光畑智恵子，内藤真理子**，香西克之 

Yuria Asao, Yuko Iwamoto, Nobuyuki Tatsukawa, Kaoru Sakurai*, 
 Chieko Mitsuhata, Mariko Naito**, Katsuyuki Kozai 

 
（広大・院・小児歯，広大病院・小児歯*，広大・院・口腔保健疫学**） 

Hiroshima Univ. Dept. Pediatric Dent.，Hiroshima Univ. Hosp. Dept. Pediatric Dent.*, 
 Hiroshima Univ. Dept. Oral Epidemiology**

 
【目的】 

カンボジアでは，内戦による知識層大量虐殺の

影響により歯科医師数が不足し，多くの国民は歯

科受診が困難である。また，健康教育を受ける機

会がないため口腔衛生に対する意識が非常に低く，

さらに近年の経済成長によりショ糖摂取量が増加

したことで，特に小児において高い齲蝕罹患率を

示している１）。このような状況に対し，カンボジ

ア小学校での歯科保健教育の実現と定着を目的に，

ある公立小学校の教員に対し歯科保健指導につい

ての研修会を実施した。また，同校児童の口腔内

状況を経年的に調査することで，指導の効果につ

いて評価した。 
【対象と方法】 

2011～2015 年に，毎年１回，Siem Reap 州中

心部に位置する公立小学校を訪問した。2011 年～

2014 年は，同校教員（各年 80～90 名程度）に対

し，歯科保健指導についての教員研修会を実施し

た。ぬいぐるみや紙芝居を用い，口腔清掃方法や

食生活指導について模擬授業形式で行った。また，

2011～2015 年に同校児童（1～6 年生，のべ 2576
名）の口腔内診査を広島大学小児歯科の歯科医師

を中心に実施した。齲蝕有病者率，DFT，DF 歯

率等について集計を行った。なお，M（喪失歯）

については齲蝕による喪失と断定できないため，

今回の集計には含めていない。 
【結果】 

齲蝕有病者率はいずれの調査年も 90％以上を

示した。特に，1～3 年生においては各調査年とも

98％以上であった。DFT は，2011 年から 2015
年にかけて 1～3 年生が 2.6→1.5，4～6 年生が 5.4 
→3.3 と減少した。DF 歯率は，2011 年から 2015
年にかけて 1～3 年生は 27.3％→14.1％，4～6 年 

 
生は 26.0％→15.7％と減少した（図１）。 

 

＜図１＞ 平均DF歯率の推移 

【考察】 
今回の調査により，対象校児童の多くが齲蝕に

罹患していることが明らかになった一方で，DFT
や DF 歯率の減少がみられた。対象校では，我々

の訪問をきっかけに日々のブラッシングタイムの

設定や，教員による食生活についての助言が実現

した。それまで行われていなかったブラッシング

の習慣化や食生活指導といった健康教育の実施が，

齲蝕減少に寄与したのではないかと推察される。

我々は，児童への直接的な歯科保健指導ではなく，

教員に対して研修会を実施した。時間的制約から

児童全員に対する指導は困難であるが，教員の指

導力を養成したことで，その場限りではなく日常

的に指導できるようになり，経年的な齲蝕の抑制

につながったのではないかと考える。 
今回は 1 校のみでの実施だが，今後は教員養成

機関などに働きかけを行い，より多くの小学校へ

の歯科保健教育の拡大と定着を目指していきたい。 
【文献】 

1） 岩本優子，他：カンボジア農村部における

小児の口腔内状況調査，小児歯誌，49：307，
2011（抄）．  

220　小児歯科学雑誌　57（2）：220　2019

O-5-01



一時保護所に入所した幼児の齲蝕罹患と養育環境について 
Dental Health Condition and Behavior of Abused Infants in Temporary Shelters in Hiroshima 

 
○新里法子，櫻井 薫*，海原康孝**，二井典子***，細原賢一****，山﨑健次****，香西克之,* 

Noriko Niizato, Kaoru Sakurai*, Yasutaka Kaihara**, Noriko Nii***,  
Kenichi Hosohara****, Kenji Yamasaki****, Katsuyuki Kozai ,* 

（広大・院・小児歯，*広大病院・小児歯，**大垣女子短大・歯科衛生， 
***二井歯科クリニック（広島市），****広島県歯科医師会） 

Hiroshima Univ. Dept. Pediatric Dent. , *Hiroshima Univ. Hosp. Dept. Pediatric Dent. , 
**Ogaki Women’s Collage. Dept. Dental Hygiene, ***Nii D.C. and ****Hiroshima Pref. Dent. Assoc. 

 
【目的】 

児童虐待は近年深刻な社会問題となっており，

虐待の発生予防，早期発見・対応が急務である。

広島県では広島県歯科衛生連絡協議会（行政・大

学・県歯科医師会で構成）を母体とした児童虐待

防止対策会議が組織され，平成 21 年度より広島県

内の一時保護所を月１回訪問し，入所児童の口腔

内診査ならびに口腔衛生指導を行い，口腔内状況

を報告してきた 1),2)。 
今回は，入所児童の特に幼児に焦点を当て，齲

蝕罹患状況および養育環境と齲蝕罹患との関連性

や発達障害の割合について検討を行った。

【対象と方法】 
平成 23 年 4 月から平成 30 年 12 月まで，月一

回の我々の訪問時に一時保護所に保護されていた

18 歳以下の児童 1058 名のうち，未就学児 143 名

（男子 64 名，女子 79 名，年齢 2 歳 2 か月～6 歳

7 か月）を対象とした。歯科検診は仰臥位，照明

下で小児歯科専門医が実施した。入所理由，入所

前の児童の歯科保健行動，児童の養育環境および

発達障害について，一時保護所職員（児童保護司）

に質問紙による聞き取り調査を行った。入所理由

により虐待（身体的虐待，精神的虐待，性的虐待

ならびにネグレクト［養育放棄］）および非虐待（保

護者の疾病，養育困難など）の 2 群に分類した。

発達障害を 3 群，養育環境を 4 段階に分類した。

齲蝕罹患状況の指標を未処置歯率とした。統計学

的 検 討 は Spearman の 順 位 相 関 分 析 ， 
Mann-Whitney のU検定，およびKruskal-Wallis
検定により行った。 
【結果】 

入所児童の入所理由は，虐待が 59.4%，非虐待

が 39.2%であった。また，発達障害については， 

 
「診断済」が 7.7%，「可能性あり」が 18.9%，「障

害なし」が 67.8%であった。 
未処置歯率について，虐待群と非虐待群および

発達障害の診断済み群と診断なし群との間に，統

計学的有意差は認められなかった。入所児童の養

育環境は「やや悪い」と「悪い」が約 66％を占め

（図１），養育環境が悪くなると未処置歯率が高く

なる傾向にあった（P < 0.01，図２）。仕上げみが

きの経験がない，歯ブラシの交換の頻度が低いと

未処置歯率が有意に高くなった。 

 
＜図１＞入所児童の養育環境 ＜図２＞養育環境と未処置歯率 

【考察】 
近年，虐待だけでなく，子どもの情緒や行動，

性格形成などに深刻なダメージを与える行為を

maltreatment と呼ぶことが増えている。入所児

童の養育環境が悪く，約 3 割に発達障害あるいは

その可能性があることから，早期に保護者の養育

能力不足や養育の困難さに気づき，成育環境への

社会的・歯科的支援を行う必要性が示唆された。

その際，齲蝕罹患や歯科保健行動が maltreatment
の指標となることから，小児歯科臨床に関わる職

種の果たすべき役割や責任も増していると考える。

【文献】

）新里法子，他：一時保護された被待児童の口腔内状

況について，小児歯誌，

）新里法子，他：一時保護施設に入所した被虐待児童

の歯科保健行動，小児歯誌，
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『重症心身新生児に対する訪問による歯科からの関りの 1例』 

"A case of involvement from dentistry due to a visit to a severe psychosomatic newborn" 

 

○加賀谷 昇* 深沢 伸一** 小林 美生* 

Noboru Kagaya*, Shinichi Fukazawa**, Miki Kobayashi* 

 

*加賀谷歯科医院(東京都文京区)，**東池袋眼科クリニック(東京都豊島区) 

Kagaya Dental Clinic.  Higashi Ikebukuro eye clinic. 

 

【目的】 

 小児科とその関連領域における医療の進歩は多

くの命を救う事に成功しているが,周産期の異常

より NICU にて対応後,重度の障害をもって在宅と

なった子供への歯科的な目線は未だに多くはない.

その様な中で今回,訪問医を通して家族より訪問

歯科診療の依頼を受け,関わった症例を報告する. 

【対象】 

 患者は平成 28年 11月 12 日出生.女児.重症心身

新生児仮死,低酸素性虚血性脳症,脳性麻痺,左上

葉気腫,右横隔膜弛緩症,ダンピング症候群.大森

赤十字病院で,41 週 2 日に 10 回程度分娩を試みた

が娩出できず,東邦大森へ搬送,緊急帝王切開に

て,41週 2日 3595g で出生.Apg3/5,NICU にて対応.

気管切開,胃瘻造設,逆流防止術施行.GCU から一般

病棟を経て在宅へ.訪問医のあおぞら診療所墨田

を通して家族から口腔の相談とケアについて依頼

を受け,平成 30年 6月 17 日訪問.初診時 1歳半.医

療的ケア体制整備済み.遠赤外線温熱ドーム[日だ

まり]使用.口腔内は上下 AA 萌出. 

【方法】 

母親より経緯を傾聴.気持ちと考え方を受け止

め,支援していく旨を伝える.途中から,別室で休

んでいた父親も参加.ケア方法について, いきな

り口腔内ではなく,まず身体全体をよく触り,首,

頬,口唇と外側から触れていく等を伝える.その後,

実際に口腔内の衛生と機能の管理法を実技指導し

た.兎眼の対応相談も受け,友人の眼科医にお願い

し一緒に訪問.眼表面の乾燥を防ぐ為,防腐剤を含

まない人工涙液やヒアルロン酸の頻回な点眼,角

膜保護成分の生成を促すムチン効果薬の使用,創

傷治癒を含む眼表面の保護目的で油性の眼軟膏の

活用,等を指導頂く. 

【結果】 

 身体から口腔へのケア方法も受け入れて頂き,

口腔用ウエットティッシュやスポンジスティック 

なども積極的に用いて清潔を保つ事がなされた結

果,口腔関連の大きなトラブルは無く過ごす事が

出来た.眼の方も徐々に効果が出て来ているとの

嬉しい声が聞かれた.しかし,残念ながら夏場に体

調を壊し,平成 30年 8月 26 日に亡くなった. 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜図１＞遠赤外線温熱ドームも利用した在宅医療体制 

【考察】 

 障害受容は簡単ではなく,繰り返される悲哀の

感情にある関係者,特に両親に対する繊細な心配

りや言葉遣いは大変重要である.その点に気を遣

いながらの傾聴,同意と,押し付けではない前向き

な支援の形を表した事から,両親と打ち解け,口腔

からの支援が出来たものと思われる.友人の眼科

医の力も借りて,少しでもお役に立てたのであれ

ば幸いである. 

【結論】 

今回は大変残念ながら,早い段階での終焉となっ

たが,長く関わって欲しかったとの言葉と共に,お

別れに呼んで頂けたのは有難く感じた.当経験を

基に,今後も同様な患者とその家族に対し,寄り添

って行く事が出来ればと思う. 

【文献】 

1)橋本浩著：小児在宅医療・訪問リハビリテーシ

ョン入門,中外医学社,東京,2018,pp.1-5. 

2)日本障害者歯科学会編: 

スペシャルニーズ・デンティストリー第 2版, 

医歯薬出版,東京,2017,pp.59,63-65,271．他. 
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睡眠中の口腔内 pH と齲蝕経験歯数の関連 
The relation between oral pH during sleep and DMF 

 
○渡辺泰平，中村昭博，荻原 孝，星野倫範 

Taihei Watanabe，Akihiro Nakamura，Takashi Ogihara，Tomonori Hoshino 
 

（明海大・歯・口腔小児） 
Meikai Univ. Dept. Pediatric Dent. 

 
【目的】 
ヒトは 日に ∼ 時間の睡眠時間をとるが，睡眠

中の口腔内環境についての報告は少ない。睡眠中

は唾液分泌量が減少することから，生体防御機構

が減弱し，細菌が増殖することで口腔内環境が悪

化するといわれている¹⁾。小児の歯科保健指導で

は睡眠中の齲蝕活動性に関する知見は重要である

ことから，本研究では睡眠中の口腔内環境の変化

が齲蝕に及ぼす影響を調べるために睡眠中の口腔

内 を部位別に同時モニターし，その変動につい

て調査した。また，得られた部位別の口腔内 の

変動と齲蝕罹患率 歯数 の相関を分析した。

【対象と方法】

本研究は明海大学倫理委員会承認（承認番号：

）のもとに行った。全身的に健康で，服薬し

ていない成人 名（ 〜 ）を対象とし，

実験開始 時間前より飲食，口腔清掃，喫煙，運

動を避けるように指示した。睡眠中の はアンチ

モン電極を用い， 解析用プログラム内臓メモリ

ー 計にて測定した。口腔清掃を十分に行った後，

上顎中切歯唇側面（ ）および第一大臼歯頬側面

（ ）にそれぞれコンポジットレジン系接着材で

センサーを装着して実験を行った。睡眠中

は午後 ： の就寝後から午前 の起床まで

分間隔で測定し， 日間の結果を解析してその

変動を調べた。また，得られたデータから お

よび の㏗の平均値，最低値を算出し，齲蝕罹

患率 歯数 との相関を分析した。

【結果】

名の被験者の睡眠前平均安静時唾液分泌速度，

平均刺激時唾液分泌速度は正常の範囲２）であった。

就寝して睡眠に至るまでの安静時唾液 は全被

験者で が より高い値を示した。睡眠直後

より，㏗の変動が少なくなり， は徐々に が

下降した。 は速やかに が 程度下降した

が，その後両部位の㏗は上昇する傾向を示し，

の方が より高い状態となり起床時まで続いた。

の の最低値は 程度であり， は

程度であった。また の㏗が より 歯数

と強い負の相関を認めた。

【考察】

本実験では，睡眠中は ， ともに㏗の下降

を示した後，上昇傾向を認めた。 に関しては，

睡眠中大唾液腺からの唾液分泌が少なくなるもの

の完全に停止せず，唾液分泌速度が就寝 時間後

くらいに最低値を示した後，翌朝にむけて徐々に

分泌速度が上昇するため，唾液の㏗もそれに伴い

大きく上昇したと考えられた。一方， は部位

的に大唾液腺の影響を受けにくいため小唾液腺の

活性化により が上昇したと考えられた。小唾液

腺唾液はムチンを多く含むため粘稠度が非常に高

く唾液フィルムの移動速度が遅く，重炭酸塩もほ

ぼ含まれないため，緩衝能が低い³⁾。そのため

の は と比べ，ゆるやかに上昇すると考

えられた。したがって， の㏗が より

歯数と強い負の相関を認めたのは，このような

の変動に差異があるためであると考えられた。

【文献】 

：
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難治性口内炎罹患後に重度歯周炎を発症した小児の 1例 
Treatment of severe periodontitis in child with intractable stomatitis－Case report 

 
○平野慶子，仲 周平，仲野道代 

Keiko Hirano，Shuhei Naka，Michiyo Nakano 
 

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

 
 
【目的】小児における重度歯周炎は稀であり，そ

の発症機序や治療については不明な点が多い。今

回我々は難治性口内炎に罹患し，その後重度歯周

炎を発症した小児の治療を経験したので報告する。 
【症例】 
 主訴：口腔内の衛生状態の管理  
現病歴：５歳１か月時に上顎口蓋側辺縁歯肉全体

の発赤腫脹を中心とした口内炎を訴えて近医小児

科を受診したが，原因不明のため当院小児科に紹

介され，口腔外科，耳鼻科と併科にて治療を行っ

た。壊死性侵襲性口内炎 ，単純ヘルペスウィルス
感染症 ，水痘・帯状疱疹ウィルス感染症，天疱瘡，
類天疱瘡等が疑われたがいずれも血液 ，病理 ，
口腔細菌検査の結果より否定された。口内炎は一

時的に治癒したが５歳４か月時に再発，５歳５か

月時に臨床症状よりベーチェット病が疑われ ，小
児科にてコルヒチン投薬治療を開始し，口内炎は

徐々に消退した。同時に口腔外科ではアズノール

によるうがい ，軟膏塗布 ，シーネの作成等を行
っていたが，次第に乳臼歯部の歯肉の退縮と歯根

の露出が顕著になったため，小児歯科での管理を

依頼された。 
全身的既往歴：なし 
【処置および経過】 
 初診時の口腔内写真を図に示す。エックス線所

見においては全顎的に歯槽骨の吸収を認めていた

が，特に乳臼歯部の歯槽骨の吸収が著しく動揺を

認めた。また口腔内細菌の状態を把握するために

縁下プラークを採取して細菌 DNA を抽出し，主
要な歯周病細菌 10種，Porphyromonas gingivalis 
(Pg)，Treponema denticola（Td），Tannerella 
forsythia (Tf) ， Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans (Aa) ， Prevotella 
intermedia (Pi)，Prevotella nigrescens (Pn)，

Eikenella corrodens (Ec)，Campylobacter rectus 
(Cr) ， Capnocytophaga ochracea (Co) ，
Capnocytophaga sputigena (Cs)のそれぞれに対
する菌種特異的プライマーを用いた PCR 法によ
り，歯周病細菌の有無を検討した。 
その結果，Pg，Td，Tf， Pn，Ec，Cr，Co，Cs  
が陽性であり ，Aa，Pi，が陰性であった。 
Pg，Td，Tf が存在することより重度歯周炎と診
断し 1) ，抗菌剤の局所投与のため歯肉縁下にペリ
オクリン®歯科用軟膏 0.5ｇを貼薬した。１～２か
月に１度のメインテナンスを行い ，現在，プラー
クコントロールは良好であるが全顎的な歯槽骨の

吸収は進行しており ，新たに萌出した永久歯にも
顕著な歯肉の発赤腫脹を認める。 

 
 

 

 

 

 

 

＜図＞初診時の口腔内写真（６歳４か月）。 

【考察】 
 本症例はベーチェット病の疑いがあり，全身的

な免疫力の低下 ，それに伴う口内炎による衛生状
態の悪化等の影響で多種の歯周病細菌が定着し ，
重度歯周炎に移行した可能が示唆される。さらに

現在，混合歯列期であるが，顕著な歯槽骨の吸収

が認められ，永久歯列への影響が予想されるため

定期的なメインテナンスを続けていく予定である。 
【文献】 
 1）三辺正人，吉野敏明編：細菌検査を用いた歯
周治療のコンセプト，医学情報社，東京，2008， 
pp.32-34．  
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Helicobacter pyloriの口腔内における局在と齲蝕罹患との関連性の検討 
Association of Helicobacter pylori colonization in oral cavity with dental caries development 

 
○門田珠実，又吉紗綾，鋸屋侑布子，野村良太，仲野和彦 

Tamami Kadota, Saaya Matayoshi, Yuko Ogaya, Ryota Nomura, Kazuhiko Nakano 
 

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

 
【目的】 
	 Helicobacter pyloriは胃疾患の原因菌として知
られているが、その感染源および感染経路の詳細

は未だ明らかとなっておらず、その多くが小児期

に口腔を介して感染が成立すると考えられている。

本研究では、唾液および抜歯適応となった歯より

採取したデンタルプラークと歯髄を用いて、H. 
pylori の口腔内における局在と齲蝕との関連性に
ついて分析を行うこととした。 
【対象と方法】 
1. 対象および口腔サンプルの採取 
	 本研究は、大阪大学大学院歯学研究科倫理委員

会の承認を得て行った。2016年から 2017年にか
けて重度の齲蝕や歯周炎などの理由で抜歯が必要

となり、大阪大学歯学部附属病院を受診した 87
名の患者を対象とした。被験者の同意を得た上で、

唾液および抜歯適応となった歯を採取した。また、

視診およびパノラマエックス線写真診査により被

験者 87名のうち 85名のDMFTを算出した。 
2. 口腔サンプルの分析 
滅菌生理食塩水に保存された抜去歯を 10分間超
音波処理し、歯に付着したデンタルプラークを採

取した。その後、87サンプルのうち 54 サンプル
については、滅菌インスツルメントを用いて歯か

ら歯髄を採取した。得られたそれぞれの口腔サン

プルから細菌 DNAを抽出し、nested PCR法によ
りH. pyloriの存在の有無を検討した。 
3. 統計学的検討 
	 各分析における H. pylori 検出率の統計学的有
意差の検定は ANOVAの Bonferroni法を用いた。 
【結果】 
1. 口腔サンプルにおけるH. pyloriの分布 
	 87 名の被験者から採取された口腔サンプルの
うち、唾液では 8 名(9.2%)、デンタルプラークで
は 13名(14.9%)、歯髄では 5名(9.3%)がH. pylori 

 
陽性であった。これらの口腔サンプルのいずれか

からH. pyloriが検出された被験者は18名(20.7%)
であった。 
2. DMFTとH. pylori検出率 
	 DMFTが 6歯以下の被験者 21名から採取した
口腔サンプルのうち 1 名(4.8%)のデンタルプラー
クからのみ H. pylori が検出された。一方で、
DMFTが 7歯以上の被験者 64名(歯髄は 40名よ
り採取)においては、17名(26.6%)がいずれかの口
腔サンプルにおいてH. pylori陽性であり、齲蝕罹
患歯が 6 歯以下の被験者と比較して、有意に高い
H. pyloriの陽性率を認めた(P < 0.05)。 
3. DMF歯の有無とH. pyloriの検出率 
	 未処置歯がない被験者 33名におけるH. pylori
陽性者は 6名(18.2%)であったのに対し、未処置歯
がある被験者では 52名のうち 12名(23.1%)でH. 
pylori が検出された。また、喪失歯がない被験者
48名のうち 7名(14.6%)でH. pyloriが検出された
のに対し、喪失歯を認めた被験者 37 名からは 11
名(29.7%)でH. pyloriが検出された。さらに、処
置歯が 4本以下の被験者24名では 1名(4.2%)にお
いてのみH. pyloriが検出されたのに対し、処置歯
が 5 本以上の被験者 61 名では 17名(27.9%)から
H. pyloriが検出され、有意に高いH. pyloriの検
出率を示した(P < 0.05)。 
【考察】 
	 H. pyloriは唾液、デンタルプラークおよび歯髄
のそれぞれのサンプルから検出された。また、齲

蝕罹患歯が少ない被験者と比較して、齲蝕罹患歯

が多い被験者において高い検出率を示した。これ

らの結果から、H. pyloriは齲蝕罹患歯に定着しや
すい可能性が示唆された。 
【会員外共同研究者】 
濱田正和、鵜澤成一 
 (大阪大学大学院歯学研究科口腔外科学第二教室) 
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母乳および人工栄養児における口腔細菌叢の比較 
Comparison of the oral microbial profile in breast-fed and formula-fed infants. 

 
○森嶋 清二，武田 香，河野 有里，山 和馬*，會田 悠人*，  

瀧本 悠菜**，石原 央子**，城 隆太郎**，丸山 真達** 
Seiji Morishima, Kaori Takeda, Yuri Kono, Kazuma Yama, Yuto Aita,  
Yuna Takimoto, Chikako Ishihara, Ryutaro Jo, Masato Maruyama  

 
（公益財団法人 ライオン歯科衛生研究所，*ライオン株式会社 先進解析科学研究所， 

**ライオン株式会社 オーラルケア研究所） 
The Lion Foundation for Dental Health, *Advanced Analytical Science Laboratories, Lion 

Corporation, **Oral Care Research Laboratories, Lion Corporation 
 

【目的】 
乳幼児の腸内細菌叢の形成に母乳や離乳食が大

きく影響を及ぼすことは知られているが、口腔細

菌叢の形成に及ぼす要因については不明な点が多

く残されている。今回、我々は特に授乳に焦点を当

て、その影響を明らかにする目的で、母乳中心およ

び人工乳中心に授乳した乳幼児の唾液中細菌叢を

経時的に比較した。 
【対象と方法】 
本研究は 2015 年 6 月から 2017 年 1 月までに出

生した乳幼児を対象に、質問票により毎月の母乳/
人工乳摂取の割合、頻度などに関して調査し、生後

12か月までの母乳の割合が平均 80%以上の者を母

乳群（11 名；男児 9 名、女児 2 名）、30%未満の者

を人工乳群（11 名；男児 6 名、女児 5 名）として

被験者を抽出し、唾液細菌叢の解析対象とした。対

象 者 の 唾 液 は Salimetrics Infant Swab 
（SalivaBio）を用いて生後 1 週間、1、3、6、9、
12 および 18 か月の時点で採取した。唾液試料か

らの細菌由来のゲノム DNA の抽出は nexttec™ 1-
Step DNA Isolation Kit（nexttec Biotechnologie）
を用いて行ない、16S rDNA v1-v2 領域を PCR 増

幅後、Miseq プラットフォームにより各サンプル

3000 リードのシークエンシングを行ない解析した。

なお、本研究は一般社団法人日本口腔衛生学会倫

理委員会にて承認を受け実施した（第 26-5 号）。 
【結果】 
生後 12 か月までの母乳の割合は母乳群で 94%、

人工乳群で 12%であり、1 日あたりの授乳の回数

は両群とも時間の経過とともに減少し、特に 12 か

月目以降、有意な減少を示した。 
細菌叢の多様性（Operational Taxonomic Unit

数、Shannon Index）は母乳群、人工乳群ともに経

時的に増加した。中でも人工乳群は母乳群に比較

して生後 3 か月目から有意に高い多様性を示した

が、生後 18 か月目では両群間に差は認められなく

なった。 
細菌の構成比率は両群ともに Streptococcus 属

細菌が生後 1か月目をピークとして生後 18か月ま

で最優勢であった。群間で比較すると生後 3 か月

目より 12 か月目まで、母乳群では Streptococcus
属細菌の占める割合が有意に高いことが特徴的で

あり、一方の人工乳群では Neisseria, Veillonella, 
Actinomyces, Haemophilus, Fusobacterium, 
Porphyromonas属細菌などが有意に高い構成比率

を示していた。 
【考察】 

腸内細菌叢と同様、口腔内においても母乳があ

る種の細菌の定着をコントロールしていることが

示唆され細菌叢の多様性形成に影響を及ぼしてい

ることが認められた。また、この影響は生後 12 か

月以降の母乳摂取の低下とともに消失する傾向を

示したことから、母乳を主たる栄養方法とした時

期に特徴的な現象であることが示唆された。今後、

この期間の影響が将来的な細菌叢形成にどのよう

な影響を及ぼすかを明確にすることが課題である。 
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出生から 18か月までの乳幼児口腔細菌叢の両親との比較 
Comparison of oral bacterial profile between parents and child from birth to 18 months. 

 
○城 隆太郎，瀧本 悠菜，石原 央子，丸山 真達，山 和馬*，會田 悠人*， 

武田 香**，河野 有里**, 森嶋 清二** 
Ryutaro Jo, Yuna Takimoto, Chikako Ishihara, Masato Maruyama, Kazuma Yama*, Yuto Aita*, 

Kaori Takeda**, Yuri Kono**, Seiji Morishima** 
 

（ライオン株式会社 オーラルケア研究所，*ライオン株式会社 先進解析科学研究所, **公益財団法人
ライオン歯科衛生研究所） 

Oral Care Research Laboratories, Lion Corporation, *Advanced Analytical Science Laboratories, 
Lion Corporation, **The Lion Foundation for Dental Health 

 
【目的】 
 一般的に出生後の口腔細菌叢は、歯の萌出など

口腔環境の変化の影響を受けながら形成されるこ

とが知られているが、食、生活習慣が与える影響な

ど不明な点も多く残されている。本研究では、乳幼

児期の口腔細菌叢形成に及ぼす両親の口腔細菌叢

の影響を把握することを目的に、出生から 18か月
までの継続的な乳幼児の口腔細菌叢と、その両親

の口腔細菌叢との比較解析を実施した。 
【対象と方法】 
 本研究は 2015年 6月から 2016年 9月までに出
生した乳幼児 49名（男児 22名、女児 27名）及び
その両親を対象に実施した（一般社団法人日本口

腔衛生学会倫理委員会承認、第 26-5号）。乳幼児の
口腔サンプルとして、Salimetrics Infant Swab 
（SalivaBio）を用いて生後 1 週間、1、3、6、9、
12 および 18 か月の時点で唾液を採取した。両親
からは、乳幼児の生後 18か月の時点で洗口吐出液
（蒸留水 3mLで約 10秒間洗口した吐出液）を採
取した。細菌叢の測定は、サンプルより nexttec™ 
1-Step DNA Isolation Kit（nexttec Biotechnologie）
を用いて抽出した細菌由来 DNAの 16S rDNA v1-
2領域を PCR増幅し、Miseqプラットフォームに
よるシークエンシングに供し、各サンプル 3000リ
ードを取得した。その後、得られた全配列を用いて

99%以上の相同性を持つ配列ごとに OTU
（Operational Taxonomic Unit）を作成し、サン
プル間の細菌叢の類似性を解析した。 
 
 

【結果】 
 生後 18か月時点での乳幼児の口腔細菌叢と、親
の細菌叢を比較したところ、子の持つ OTUのうち
親子間で共有するOTUの組成比（共有率）は28.6%
であり、非親子間（22.6%）と比較して有意に高い
値を示した（p < 0.01, t-test）。また、父子間の共
有率は 27.9%、母子間の共有率は 29.3%であり、有
意な違いは確認されなかった（p = 0.23）。 
続いて、出生からの経時的な乳幼児の口腔細菌

叢の親との共有率を比較したところ、出生 1 週間
後から組成比として 8.2％の OTUを親と共有して
おり、その後経時的に共有する OTUの組成比が増
加した(1か月：9.9%、3か月 13.3%、6か月：12.4%、
9か月：16.0%、12か月：20.1%、18か月：28.6%)。
また、いずれの月齢においても、親子-非親子間の
共有率には有意な差が検出された。 
さらに、夫婦-非夫婦間で細菌叢の共有率を比較

したところ、夫婦間で有意に高い共有率を示した

（夫婦間：39.8%、非夫婦間：26.7%、p < 0.01）。 
【考察】 
 出生直後から、親子間で口腔細菌の共有関係が

存在し、子の口腔細菌叢形成に親の口腔細菌叢が

影響を及ぼすことが示唆された。また、父子-母子
間で有意な共有率の違いは確認されず、父母双方

の口腔細菌叢が同様に子の口腔細菌叢形成に影響

していると考えられた。一方で、夫婦間においても、

口腔細菌の共有関係が認められ、食、生活を共にす

る中で口腔細菌叢が類似したと考えられた。 
 
 

228　小児歯科学雑誌　57（2）：228　2019

P-3



次世代シークエンサーを用いた小児の口腔内細菌叢の解析 
第 2 報：red complex species の感染に関連する細菌 

Analysis of oral microbial flora in children using next generation sequencer  
 Part2: Bacteria associated with red complex species infection 

 
○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・歯・小児障害歯） 

Division of Pediatric Dentistry and Special Care Dentistry, 
 Department of Developmental Oral Health Science, Iwate Medical University 

 
【目的】 
口腔内には、約 700 種類もの細菌が生息すると

され、清掃状態の不良や様々な口腔内環境の変化

などの影響を受け、その細菌数に変化が生じる。

口腔内の代表的な疾患として、齲蝕と歯周疾患が

挙げられるが、どちらも進行することで局所にお

ける細菌数が増加し、菌血症などにより全身へ影

響を及ぼすとされている。齲蝕の原因菌である S. 
mutans は、感染性心内膜炎や心臓弁膜症、脳出

血などに深く関わっているとされる。また、歯周

疾患は、多種類のグラム陰性嫌気性細菌により引

き起こされるが、なかでも P.gingivalis は毒性が

高いとされ、この細菌は動脈硬化や糖尿病などの

疾患に影響を与えている。P.gingivalis は重度の歯

周疾患に関連するとされ、他の 2 菌種(T.denticola，
T.forsythensis)と共に‘red complex species‘と分

類されている。そこで、今回の研究では‘red 
complex species‘に感染している小児患者の口腔

内細菌叢を解析し、感染のない小児との比較や齲

蝕原因細菌(S.mutans)との関係性について比較検

討したので、報告する。 
【対象および方法】 

本学小児歯科外来を定期的に受診している小児

の中で、S.mutans に感染のない小児 6 名と、感

染のある小児 10 名を対象とした。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

部倫理員会の承認を得て実施している（承認番号

01262）。被験者の 16 名（男児 7 名、女児 9 名、6
～14 歳、平均年齢±標準偏差：9.13±2.31 歳）の

年齢分布に差は認められなかった。被験者から平 
成 29 年 2 月から 6 月までの期間に歯肉縁上プラ 
ークを全歯面より可及的に採取し、このプラーク 

 
より得られた精製ゲノム DNA をもとに次世代シ 
ークエンサーMiSeq(Illumina 社)を用いてメタゲ

ノム解析を行った。得られたデータは、QIIME な

らびに Metagenome@KIN を用いて解析を行い、

IBM SPSS Statistic 25.0 を使用し、ノンパラメト

リック解析を行った。有意水準は、全て 0.05 未満

とした。 
【結果】 
1)菌種の比較： ‘red complex species‘の感染者は、

111.07±35.46 菌種、非感染者は、123.5±0.5 菌

種で、有意差は認められなかった(p>0.05)。 
2)‘red complex species‘感染に関与する細菌：‘red 
complex species‘の感染者と非感染者の細菌叢に

どのような違いが生じているか比較検討を行い、

19 菌種に有意差を認めた(p<0.05)。また、感染者

にのみ Dialister pneumosintes が認められた。 
3) Socransky の分類における比較：‘red complex 

species’の感染者と非感染者の細菌叢を Socransky

の分類を用いて、分類し比較検討したところ、

‘orange complex species‘において有意差を認めた

(p<0.05)。 
4)S.mutansとの関連：両者の感染の有無の比較検討

を行ったが、関連性は認められなかった(p>0.05)。 

【考察】 

‘red complex species‘に感染している小児の細菌

叢について解析すると、いくつかの細菌において

存在比率で有意差を認めるものがあった。 

また、齲蝕原因菌であるS,mutansとの関連につい

ても比較検討したが、‘red complex species‘の感染

との関連は認められなかったが、S. anginosusにお

いて有意差を認めており、齲蝕原因菌である

S.mutansの属するStreptococcus属が歯周疾患に何ら

かの関与をしている可能性が示唆された。 
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非アルコール性脂肪肝炎患者口腔における Streptococcus mutans の分布に関する検討 
 

Oral cavity distribution of Streptococcus mutans in non-alcoholic steatohepatitis patients 
 

○田畑佳子，仲	 周平，仲野道代 

Keiko Tabata, Shuhei Naka, Michiyo Matsumoto- Nakano 

 

（岡大・医歯薬・小児歯） 

Okayama Univ. Dept. Pediatric Dent. 
 

【目的】 

	 非アルコール性脂肪性肝疾患 (Non-alcoholic 

fatty liver disease; NAFLD) は, 病態が進行すること

が稀な非アルコール性脂肪肝 (Non-alcoholic fatty 

liver; NAFL) と肝硬変や肝細胞癌に進行すること

がある非アルコール性脂肪肝炎  (Non-alcoholic 

steatohepatitis; NASH) からなる．我々はこれまでに，

齲蝕原性細菌 Streptococcus mutans の中で，コラー

ゲン結合能に関与する菌体表層タンパクである 

Cnm および歯面への初期付着に関与する Protein 

Antigen (PA) を保有する株が，動物モデルを用いた

検討により，NAFL から NASH への病態の進行に

関与している可能性を明らかにしてきた．本研究

では，NAFLD 患者の唾液サンプルより分離した S. 

mutans に関して，これらのタンパクの保有率およ

びその性状について検討したので報告する。 

【対象と方法】 

1. 対象：市立奈良病院で, 生検により NAFLD と

診断された 40名の患者 (NASH は 20名，NAFLは

20名)を対象とした．なお本研究は，同病院倫理委

員会および岡山大学病院倫理委員会の承諾を得た

後，同意の得られた対象から唾液の採取を行い研

究に使用した． 

2. NAFLD 患者の唾液中に存在する S. mutans の

分離と同定：唾液サンプルを Mitis-Salivarius (MS) 

寒天培地に播種し，37℃で 48時間培養後，コロニ

ー数をカウントした．また, MS プレートから分離

した株を Brain Heart Infusion 液体培地にて 37℃

で 24 時間培養した後，細菌 DNA を抽出し, S. 

mutans の特異的プライマーを用いた polymerase 

chain reaction (PCR) 法により，菌を同定した. さら

に S. mutansと同定された菌は, Cnmをコードする

遺伝子 cnm に特異的なプライマーを用いた PCR 

法によって cnmの有無を調べた. また, Western  

 

blotting法により PA の発現の有無を確認した．同

時に S. mutans の血清型の特定も行った. 

3. 統計学的分析：得られた結果の統計学的有意差

の検定は，Fisher の正確確率検定法と t 検定を用

いた．また，P <0.05 を有意差ありと判定した． 

【結果】 

NASH および NAFL 患者における  S. mutans 

の検出率はそれぞれ 85.0％ と 80.0％ で有意差

は認められなかった．しかしながら NASH 患者の

唾液サンプル中の S. mutans の菌数は, NAFL 患者

と 比 較 し て 有 意 に 高 か っ た (9.5×105 vs. 

1.2×104CFU/mL, P <0.05). 

一方，Cnm および PA を保有する S. mutans の

割合は NASH 患者において有意に高い値を示し

た(52.9% vs. 18.7%, P <0.05)．また，NASH 患者に

おける Cnm および PA を保有する S. mutans の血

清型については，c 型が 75.0%，e 型が 12.5%，f 

型が 0%， k 型が 12.5% で，c 型の占める割合が

多い結果であった． 

【考察】 

	 本研究の結果から，NAFL 患者と比較してNASH 

患者から高頻度に Cnm および PA を保有する S. 

mutans が検出されることが明らかとなり，これら

の菌株が，NAFL から NASH への病状の増悪化に

関与している可能性が示唆された．今後は，これら

菌株をこれまで確立した動物モデルに使用し，病

理組織学的な観点から NASH 発症の可能性に関

して検討していく予定である. 

【会員外共同研究者】 

殿村修一	 （市立奈良病院神経内科） 
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長期飼育のラット齲蝕モデルにおける IgA 腎症発症の検討 
Investigation of possible IgA nephropathy onset in rat model of dental caries after long-term 

feeding period 
 

○和唐薫子，仲 周平*，野村良太，仲野道代*, 仲野和彦 
Kaoruko Wato, Shuhei Naka*, 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.,  
*Dept. Pediatric Dent., Okayama Univ. Grad. Sch. Med. Dent. Pharm. 

 
【目的】 

IgA 腎症は、予後不良な慢性糸球体腎炎であり、

小児慢性糸球体腎炎の半数を占める。IgA 腎症で

はメサンギウム細胞増殖やメサンギウム細胞への 
IgA 沈着を認めるが、その詳細な機序は不明であ

る。これまでに、IgA 腎症患者の口腔内では菌体表

層にコ ラーゲ ン結 合タン パク を発現 する 
Streptococcus mutans 株が多く検出されること

を明らかにした。本研究では、この株をラットの口

腔内に定着させ長期飼育により重度齲蝕を誘発し、

IgA 腎症発症への関与を検討することにした。 
【対象と方法】 
本研究は、岡山大学動物実験委員会の承認

(OKU2017213) を得て行った。 
1. 供試菌株: IgA 腎症患者の唾液検体から分離し

た菌体表層にコラーゲン結合タンパクを発現する 
S. mutans SN74 株をストレプトマイシン (1500 
μg/ml) 耐性とした SN74R 株を用いた。 
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; 日本 SLC, 静岡) に 2 日間抗生物質

を投与し、口腔常在細菌を抑制した。1010 ~ 1011 
CFU の供試菌を 1 日 1 回 5 日間、10 匹にピペッ

トを用いて口腔内に直接投与した (SN74R 群)。
一方で、菌を投与しない群 10 匹 (コントロール群) 
を設け、両群にスクロース 56 %含有齲蝕誘発性飼

料 (Diet 2000, 日本クレア) を与えた。従来のラッ

ト齲蝕モデルの飼育期間は 10 週程度であるが、重

度齲蝕および慢性経過をたどる IgA 腎症誘発検

討のため長期に飼育することにした。生後 34 週目

に尿および血液採取後、屠殺し腎臓の摘出を行っ

た。顎骨は摘出してプラークスコアおよび齲蝕ス

コア 1,2) を算出し、尿および血清は成分分析を行っ 

 
た。また、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

を用いた蛍光免疫染色を行った。 
【結果】 
1. プラークスコアおよび齲蝕スコア: SN74R 株
群のプラークスコアおよび齲蝕スコアは、コント

ロール群と比較して、有意に高い値を示した。また、

観察された齲蝕のほとんどが歯髄に到達していた。 
2. 尿および血清成分: 血清アルブミン値、血清尿

素窒素値、血清クレアチニン値および尿タンパク / 
尿クレアチニン比は、コントロール群と SN74R 
株群との間に有意差は認められなかったが、

SN74R 株群では尿中赤血球が多く認められた。 
3. 腎臓組織における組織学的評価: PAS 染色では、

SN74R 株群においてコントロール群と比較して、

メサンギウム細胞および基質の増殖が観察された。

IgA 抗体を用いた蛍光免疫染色では、SN74R 株群

においてコントロール群と比較して、パラメサン

ギウム領域に IgA の沈着が多く認められた。 
【考察】 

IgA 腎症患者の唾液検体から分離したコラーゲ

ン結合タンパクを発現する S. mutans 株をラッ

トの口腔内に定着させ長期飼育すると、重度齲蝕

が誘発され IgA 腎症様腎炎が発症することが明

らかになった。今後、この菌株による IgA 腎症発

症メカニズムを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） 
長澤康行（兵庫医科大学腎・透析科） 
伊藤誓悟（防衛医科大学校腎臓内分泌内科） 
【参考文献】 
1) Keyes, P. H., J. Dent. Res., 23: 439-444, 1944 
2) 大嶋 隆ら, 小児歯誌 19: 150-158, 1981 
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Actinomyces oris のフィンブリリン依存的な初期付着及び凝集に対する短鎖脂肪酸の影響 
Effects of SCFAs on fimbrillin-dependent initial attachment and colonization of Actinomyces oris 

 
○鈴木到，清水武彦 

Itaru Suzuki, Takehiko Shimizu 
 

（日大・松戸歯・小児歯） 
Nihon University School of Dentistry at Matsudo, Dept. Pediatric Dent. 

 
【目的】 

小児期における齲蝕の発生の要因の一つとして、

齲蝕原因菌の付着及び増殖によるバイオフィルム

形成が深く関与している。Actinomyces oris は初

期付着菌であり、歯面への付着や凝集と関係して

いる。細胞表面には 2つの型の重要な線毛を持つ。

I 型線毛 FimP と FimQ によって形成され、歯面に

覆われている唾液高プロリンタンパク (PRPs) へ
の結合に関係する。一方、II 型線毛は FimA と

FimB によって形成され、他の口腔細菌との共凝集

やバイオフィルム形成に関係する。短鎖脂肪酸 
(SCFAs) は Fusobacterium nucleatum のような

口腔細菌の代謝産物である。しかしながら、A. oris
のフィンブリリン依存的な初期付着と凝集に対す

るSCFAsの影響についてはあまり報告されていな

い。本研究では、A. oris の初期付着および凝集に

おける、フィンブリリンと SCFAs の関係性を明ら

かにするための検討を行った。 
 
【方法】 
1. 初期付着および凝集実験 
ヒト唾液コートした 6 穴培養プレートに、A. oris 

MG1 株または線毛欠損株 (ΔfimP 株, ΔfimQ 株, 
ΔfimA 株, ΔfimB 株) の細菌懸濁液 (OD600=0.4) 
を加え、37℃、5% CO2下で 3 時間前培養し、PBS
で洗浄後、60 mM SCFAs (酪酸、プロピオン酸、

吉草酸、乳酸、蟻酸） を添加した TSBs を加え、

さらに 1 時間培養した。PBS で洗浄後、SYTO 9
と propidium iodide で底面の付着細菌を染色し、

共焦点レーザー顕微鏡 (CLSM) を用いて観察し、

画像解析を行った。また、付着と凝集のメカニズム

を明らかにするために、抗 GroEL 抗体 (シャペロ

ンに対する抗体) 及び FruA (レバン分解酵素) を
培地に加えて培養し、SYTO 9 と  propidium 
iodide で染色後、CLSM を用いて観察し評価した。 

 
2. 初期付着生菌数の測定 
方法 1 と同様に、A. oris MG1 株を 37℃、5%CO2

下で 4 時間まで培養した。PBS で洗浄後、セルス

クレーパーを用いて付着細菌を剥がし、遠心管に

集め、PBS を用いて希釈した細菌を、BHI 寒天培

地上に播いた。37℃で 48 時間培養後、寒天培地上

に形成したコロニー数を測定した。 
 
【結果】 

60 mM SCFAs は、A. oris MG1 株の I 型および

II 型フィンブリリン依存的な生菌の初期付着およ

び凝集を促進させた。しかし各フィンブリリン遺

伝子変異株において、60 mM SCFAs の促進効果は

緩かった。抗 GroEL 抗体は 60 mM 酪酸添加時に

おけるΔfimAの初期付着および凝集を阻害したが、

MG1 株の付着および凝集を阻害しなかった。

SCFAs 無添加時において、FruA は A. oris MG1
株の初期付着および凝集を促進させた。また、

FruA は 60 mM 酪酸添加時における MG1 株の初

期付着および凝集を促進させたが、ΔfimA の初期

付着および凝集を促進させなかった。 
 
【考察】 

SCFAs は、A. oris のフィンブリリンに依存した

初期付着および凝集を促進させた。GroEL は、酪

酸で刺激された FimA 非依存的な初期付着と凝集

に関わることが考えられた。一方、酪酸で刺激され

た FimA 依存的な初期付着や凝集には、GroEL は

関わらないことが考えられた。SCFAs は、FimA お

よび GroEL 依存的に A. oris の初期付着や凝集を

促進することが示唆された。酪酸で刺激された

FimA 依存的な初期付着および凝集にとってレバ

ンは必要でないかもしれないと考えられた。 
 

232　小児歯科学雑誌　57（2）：232　2019

P-7



内エナメル上皮の新規マーカーAmeloDの転写制御機構解明 
Identification of the gene regulation of the novel inner enamel epithelium marker AmeloD 

 
◯Shahad Al Thamin, 千葉雄太, 吉崎恵悟*, 賈 玲玲, 山田亜矢, 齋藤 幹, 福本 敏 

◯Shahad Al Thamin, Yuta Chiba, Keigo Yoshizaki*, LingLing Jia, Aya Yamada, Kan Saito,   
Satoshi Fukumoto 

 
(東北大・院・小児歯、九州大・院・矯正*)  

Tohoku Univ. Div. Pediatric Dent., Kyushu Univ. Div. Orthodontics 
 
【目的】 
	 小児歯科領域においてエナメル質形成不全は遭

遇する機会が多いが、その病因は完全には明らか

となっていない。一方、エナメル質の形成におい

ては、エナメル芽細胞が重要な役割を持つことが

知られているが、その前駆細胞である内エナメル

上皮細胞については、細胞特異的なマーカー分子

が同定されておらず、細胞特性や役割について未

だ不明な点が多い。 
	 我々はこれまでに、歯に特異的に発現する新規

遺伝子 AmeloDが、内エナメル上皮細胞のみに発
現するマーカー遺伝子であり 1)、AmeloD 欠損マ
ウスがエナメル質形成不全を呈することを明らか

にした 2)。そこで、本研究では内エナメル上皮細

胞の分化機構を解明するため、AmeloD 遺伝子の
転写制御機構を明らかにすることを目的とした。 
【対象と方法】 
	 ラット歯原性上皮細胞株 SF2 を用い、AmeloD
の発現を誘導する増殖因子をスクリーニングした。

遺伝子発現変化は RT-qPCR、シグナル経路解析は
ウエスタンブロットにて検討した。AmeloD のプ
ロモーター解析は、AmeloD のプロモーター領域
500bp を含むレポーターベクターを作成し、ルシ
フェラーゼアッセイで評価した。AmeloD プロモ
ーター活性の細胞特異性は、マウス歯原性上皮細

胞株 CLDE、マウス歯原性間葉細胞株 mDP、ヒ
ト口腔扁平上皮癌細胞株 KB、HSC-2、HSC-4、
ヒト子宮頸癌細胞株 Helaを用いて比較検討した。 
【結果】 
	 SF2 細胞を用いて、歯の初期発生に重要な増殖
因子をスクリーニングした結果、TGF-β1によっ
て AmeloDの発現が誘導された。また、TGF-β1
は、エナメル芽細胞分化マーカーであるアメロブ

ラスチンの発現を誘導したことから、エナメル芽 

 
細胞分化に関与することが示唆された。加えて、

SF2 細胞において、TGF-β1 が ERK1/2 と
SMAD2/3 のリン酸化を行うことがわかった。続
いて、AmeloD の発現誘導に関わるシグナル経路
を同定するために、ERK1/2 関連シグナル経路阻
害剤 U0126 を加えたところ、TGF-β1 刺激によ
る AmeloDの発現誘導が阻害された。 
	 次に、AmeloD のプロモーター解析を行ったと
ころ、AmeloD プロモーターレポーターは、他の
細胞種に比較し、歯原性上皮細胞株である SF2細
胞と CLDE細胞において高い活性を示し、さらに
その活性は TGF-β1 によって上昇することが確
認された。 
【考察】 
	 TGF-β1 は Smad2/3 や ERK1/2 を介して上皮
細胞の分化、遊走など様々な機能を制御すること

が知られているが、本実験結果より、ERK1/2 の
活性化が AmeloDの発現誘導に必須であり、内エ
ナメル上皮の細胞分化を制御していることが示唆

された。また、AmeloD プロモーターは歯原性上
皮細胞にのみ高い活性が見られ、転写開始点より

500bp 上流までの範囲に発現制御領域が存在する
ことが明らかとなった。これは、組織発生におい

て AmeloDが歯原性上皮に特異的に発現すること
に一致する。 
	 本研究で得られた知見は、内エナメル上皮細胞

の分化機構の解明につながるのみならず、将来的

にはエナメル質形成不全の病因解明に貢献するこ

とが期待される。 
【文献】 
	 1）He B, Chiba Y et al. J Dent Res. 2019 
	 2）Chiba Y et al. J Biol Chem. 2018 in press 
【遺伝子組換え実験承認番号】 
2017歯組換-001 
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歯根切除が歯の再植・移植後の歯髄歯根膜治癒過程に及ぼす影響について 
Effect of root resection on the pulpal and periodontal tissue healing 

 following tooth replantation/transplantation 
 

○大島邦子，早崎治明 
Kuniko Nakakura-Ohshima, Haruaki Hayasaki 

 
（新潟大・院医歯・小児歯） 

Niigata Univ. Div. Pediatric Dent.  
 
【目的】 
 完全脱臼歯の再植において，根未完成歯では歯

髄再生が期待されるのに対し，根完成歯ではその

可能性が低いことが知られている．一方，歯根完成

歯の脱臼性外傷後にトランジエント・アピカル・ブ

レイクダウンが起こることも近年注目されている．

すなわち，根尖孔の広さが歯髄再生に直接関与す

ると考えられているが，その血管再生および歯髄

治癒過程については未だ不明な点が多い．本研究

は，歯根完成歯の根尖部を意図的に切除すること

により，外傷歯歯髄の血行回復とドナー・ホスト相

互作用を検証し，その治癒のメカニズムを解明す

ることを目的とした． 
【対象と方法】 
実験１：深麻酔下で 3 週齢の Crlj:CD1 [ICR]マウ

ス上顎第一臼歯を抜去後，実験群では歯の再植前

に歯根を 1/2～1/3 切除し，同マウスに再植した．

対照群では抜去歯を同マウスにそのまま再植した． 
実験２：GFP トランスジェニックマウス上顎第一

臼歯を抜去後，実験１と同様に実験群では歯根切

除し，対照群ではそのまま，野生型（C57BL/6J 
[B6J]）マウスに移植した．同時に，野生型マウス

第一臼歯も同様に実験群および対照群を設定し

GFP マウス抜歯窩へ他家移植した． 
実験１．２ともに，術後 1 日から 8 週後に深麻酔

下にて 4%PFA 溶液で灌流固定後，通法に従い脱

灰，パラフィン切片を作製，HE 染色にて歯髄・歯

周組織治癒過程を解析した．免疫染色は，抗 GFP
抗体（1000 倍希釈）および抗ネスチン抗体（500 倍

希釈）を用いた．再植実験では Ki-67 および

TUNEL assay により細胞分裂/アポトーシス活性

も併せて検索した．（新大研第 18 号４承認済） 
【結果】 
１．再植実験(ICR マウス)  

  
再植後２週で，対照群は歯冠歯髄に骨様組織の形

成を認めるものが多いのに対し，歯根切除群（実

験群）では全例第三象牙質形成を確認した．また，

実験群は歯根部歯髄内でアポトーシスを起こす

細胞数が再植後急激に減少し，逆に活発な細胞分

裂が早期に確認された． 
２．他家移植（GFP マウス／野生型マウス） 
 他家移植直後３日では，ホスト由来細胞が根尖

または根切部から移植歯歯髄へ多数進入している

ことが確認された．術後１週では，歯根部のドナー

由来細胞がネスチン陽性を示し，象牙芽細胞様細

胞に分化していた．また，実験群では，血管の進入

とその近傍の象牙芽細胞様細胞の分化が早期に起

こるとともに，歯冠部のドナー細胞が生存し，象牙

質形成を確認できるものも認められた．術後２週

になると，炎症が残存するもの，歯冠部および歯根

部に第三象牙質を形成するもの，骨形成を認める

ものなど多様な治癒パターンを示した．術後 4 週

では象牙質形成が進行し，術後８週になると，対照

群・実験群ともに歯髄腔の狭窄が起こったが，象牙

芽細胞を含む歯髄組織は保持されており，ICR マ

ウス他家移植で観察される歯冠歯髄の完全閉塞は

認められなかった． 
【考察】 
 歯の再植・移植後には歯冠部幹細胞が消失し，髄

床底部および歯根部幹細胞の増殖と遊走がおこり，

歯髄が治癒すると考えられている．また，歯髄幹細

胞が消失すると骨様組織が形成されるが，歯根切

除は早期に血行を回復することにより，歯髄幹細

胞を維持し，象牙質形成に促進的に働くことが示

唆された． 
【会員外共同研究者】 
 1）新潟大学医歯学総合研究科硬組織形態学分野

大島勇人教授 
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ヒト乳歯歯髄由来細胞における軽度・短時間の熱刺激の影響 
Effect of mild heat stress for a short time on human deciduous dental pulp cells 

 
○青木 翔，原田京子*，奥野真江，河合咲希*，永石千琴，加々美恵一，今瀧梨江，竹村美智子， 

篠永ゆかり*，有田憲司* 
Sho Aoki, Kyoko Harada*, Masae Okuno, Saki Kawai*, Chikoto Nagaishi, Keiichi Kagami 

Rie Imataki, Michiko Takemura, Yukari Shinonaga*, Kenji Arita* 
（大歯大・院・小児歯，*大歯大・歯・小児歯） 

 Graduate school of Dentistry. (Dept. Pediatric Dent）Osaka Dental University. 
 * Department of Pediatric Dentistry, Osaka Dental University 

 
【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)。熱刺激に

より組織修復能を高めることで、可逆性歯髄炎に

おいては治療を回避することが可能になり、また

歯髄処置が必要な歯髄炎においても、処置前に予

め歯髄を加温しておくことで、より良い予後が期

待できるものと考える。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軽度短時間の熱

刺激の影響についてはほとんど解明されていなか

ったが、我々は 43℃15 分の熱刺激が乳歯歯髄由

来細胞に有用であることを明らかにした。今回ひ

き続き HSP に着目し、HSP70 の発現メカニズム

ついて検討を行った。 
【対象と方法】 
・ヒト乳歯歯髄由来細胞 

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。本研究は、本学「医の倫理委員会」の

承認を得た。（大歯医倫理 060606 号） 
・遺伝子発現の解析 

96well培養プレートにヒト乳歯歯髄由来細胞を

1×104 個/well で播種し、37℃ CO2 5 %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 HSP70 を用い、指標と

して GAPDH を使用した。 
・HSP70 タンパク発現の検討 

6well培養プレートに乳歯歯髄由来細胞を 1.0×
106個/well で播種し、37℃ CO2 5 %下で 48 時間 

 
培養後 43℃の熱刺激を 15 分間与え、24 時間後の

タンパク発現を Wes（Protein simple）にて検討

した。 
・PI3-K 阻害剤の影響 

6well培養プレートに乳歯歯髄由来細胞を 1.0×
106個/well で播種し、37℃ CO2 5 %下で 48 時間

培養、PI3-K 阻害剤を 30 分反応させた後、43℃
の熱刺激を 15 分間与え、24 時間後の HSP70 タ

ンパク発現を Wes（Protein simple）にて検討し

た。 
【結果】 

HSP70 遺伝子発現は、43℃15 分の熱刺激直後

に、有意な増加が認められ、HSP70 タンパク発現

は、43℃15 分の熱刺激 24 時間後において増加が

認められた。また、PI3-K 阻害剤である

wortmannin の添加により、熱刺激によって産生

された HSP70 タンパク発現が抑制された。 
【考察】 

43℃15 分の軽度短時間の熱刺激は乳歯歯髄由

来細胞における HSP70 発現増加に影響を与える

ことが明らかとなり、またその発現メカニズムに

は PI3-K が関与していることが示唆された。

PI3-K は細胞機能の制御においてタンパク質の合

成など幅広い役割を持つことが報告されており 2)、

今後 PI3-K の活性化について検討していくことが

必要であると考える。 
【文献】 
1) 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． 
2) Hemings BA, Restuccia DF: PI3k-PKB/Akt 
pathway. Cold Sprig Harb Perspect Biol 4(9); 
a011189: 2012. 
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パミドロネートはヒト乳歯歯髄由来幹細胞において、ビリルビンによる 
細胞死を抑制し、象牙質形成不全を回復させる 

Pamidronate decreases bilirubin-impaired cell death and improves  
dentinogenic dysfunction of stem cells from human deciduous teeth 

○山座治義 
Haruyoshi Yamaza 

 
（九大・院・小児歯） 

Section of Pediatric Dentistry, Kyushu University Faculty of Dental Science 
 

【目的】 
先天性胆道閉鎖症などで小児に起こる高ビリル

ビン血症は、脳や眼、皮膚の黄疸の原因となると

ともに、口腔内では乳歯や永久歯に黄緑色の色素

沈着や硬組織の低形成などを引き起こす。しかし、

高ビリルビン血症による歯牙の硬組織低形成は、

肝臓移植による血中ビリルビン濃度の正常値への

低下とともに改善するが、高ビリルビン血症によ

る歯牙の異常に対する効果的な歯科的管理法は確

立されていない。そこで本研究では、小児の骨形

成不全症に対して治療効果を示しているパミドロ

ネートに着目し、高ビリルビン血症による歯牙の

異常への治療効果を、ヒト乳歯歯髄由来幹細胞

（stem cells from human exfoliated deciduous 
teeth: SHED）を用いて検証した。 
 
【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

ンおよび10 µMパミドロネート含有培地にて培養

を行い、SHED のビリルビンによる細胞死や関連

するシグナル伝達系、硬組織誘導への影響に対す

パミドロネートの効果について検索を行った。な

お本研究は、九州大学の倫理員会 (Protocol 
Number: 678-00)および動物実験委員会(Protocol 
Number: A21-044-1)の承認の下、実施した。 
 
【結果】 
ビリルビンが SHED において、ミトコンドリア

経由の細胞死を誘導し、AKT や ERK1/2 の抑制と

NF-κBの活性化と関連していた。ビリルビンは in 
vitro と in vivo において、SHED の象牙質形成を

阻害することを確認した(図 1)。また、パミドロネ

ートは SHED において、ビリルビンで誘導された

細胞死を、AKT や ERK1/2、NF-κBのシグナル伝

達系を介して減弱させることや、ビリルビンによ

り阻害された SHED の象牙質形成を回復させた

(図 1)。 

＜図 1＞SHED の象牙質誘導時におけるビリルビンと 

パミドロネートの影響 
 
【考察】 

本研究の結果から、高ビリルビン血症の小児に

おける歯牙の異常は、歯原性幹細胞におけてビリ

ルビンに影響を受けた AKT や ERK1/2,NF-κBシ

グナル伝達系の変化によって生じた細胞死と硬組

織形成不全が原因と示唆された。歯原性幹細胞に

おけるビリルビンによる機能障害は、パミドロネ

ートにより回復させることができた。以上のこと

から、疾患に関連する幹細胞を用いたその病態解

明の新しい実験モデルを提唱することができ、将

来的には損傷を受けた幹細胞の治療や予防に対す

る新規の幹細胞を標的とした薬物治療法を提供す

ることが可能となりうる。 
 
【文献】 

1）Yamaza T. et al. Stem Cell Research & 
Therapy, 1(1), 5, 2010. 

2）Ma L. et al. PLoS One 7: e51777, 2012． 
 
＊本研究での利益相反はありません。 
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Microarray analysis of the periodontal ligament cells derived from human permanent teeth with 
Down syndrome. 

○Takeyoshi Asakawa, Masumi Kugino, Tomokazu Hasegawa , Asami Asakawa , Kentaro 
Yoshimura , Kiyohito Sasa , Hitomi Matsushima, Masakazu Nitta, Karin Nagata, Tomomi 
Sugiyama, Yukie Shimada, Ryutaro Kamijo , Takahiro Funatsu. 

Showa Univ. Dept. Pediatric Dent. *Dept. Biochemistry. **Kodomonohaisyasann. and *** Tokushima 
Univ. Dept. Pediatric Dent. Institute of Health Biosciences

 

 

 
Periodontal Ligament cells of permanent 
teeth(PDL) Periodontal Ligament cells of 
permanent teeth with Down Syndrome (PDLDS)

Clariom Array
cDNA
PDL,PDLDS Simian virus 

40 Large T (SV40) human telomerase 
reverse transcriptase (hTERT ) 

single cell cloning
Transfection of Periodontal ligament cell 

1(TAPDL1)
Transfection of Periodontal ligament cells 
derived from human permanent teeth with Down
Syndrome(TAPDLDS)

 
cDNA PDLDS

RCAN1, POSTIN
OMD,BMP4

SV40 hTERT

PCR a:PDL b:TAPDL c:TAPDLDS 
 

DSCR1

Down

 
 

1) FuentesJJ,etal:DSCR1,overexpressed in 
Down Syndrome, is an inhibitor of 
calcineurin-mediated signaling 
pathways. Hum.Mol Genet,9(11):1681-
90.2000.      

a b c a b c a b c 
SV40 hTERT GAPDH 

357bp 
153bp 
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初期齲蝕病変に対する S-PRG フィラー含有マウスガード及びペーストの効果 
Effect of mouthguards and pastes containing S-PRG Filler on pre-cavitation carious lesions 

 
○吉安慧人，杉本勘太，若松紀子，岡野 哲，安村真一*，長谷川信乃，田村康夫，飯沼光生 
Keito Yoshiyasu, Kanta Sugimoto, Noriko Wakamatsu, Testu Okano, Shin-ichi Yasumura*, 

Shinobu Hasegawa, Yasuo Tamura, Mituo Iinuma 
 

（朝日大・歯・小児歯, *朝日大・歯・口腔外科） 
Asahi Univ. Dept. Pediatric Dent., * Asahi Univ. Dept. Oral Surgery 

 
【目的】 

小児歯科臨床において、多数歯にわたり幼若永

久歯歯頚部に初期齲蝕病変を認める例は多く、積

極的な対応法が求められている。近年、Surface 
reaction-type pre-reacted glass-ionomer (S-PRG)
フィラーを含有するマウスガード材料が牛歯エナ

メル質の脱灰を抑制することが in vitro の実験 1)

により示されている。また S-PRG フィラーを含有

ペーストが、エナメル質の脱灰を抑制することが、

人の小臼歯を用いた in vitro の実験 2)でも明らか

にされている。しかし in vivo において、これらの

材料の初期齲蝕に対する効果を調べた研究は見ら

れない。本研究では、多数の幼若永久歯に初期齲蝕

を認めた者を対象として、S-PRG フィラー含有ペ

ーストをマウスガードにて病変部に作用させ、再

石化治療への応用の可能性を探ることを目的とす

る。なお、本研究の実施にあたり、朝日大学倫理審

査委員会の承認（承認番号 29028）ならびに、対象

児の保護者から本研究に関する同意を得ている。 
【対象と方法】 

対象は朝日大学医科歯科医療センター小児歯科

で定期管理を行っている患者のうち、上顎前歯部

および小臼歯部の歯頚部に初期齲蝕病変を有する

３名（16 歳女児Ａ、13 歳男児Ｂ、12 歳女児Ｃ）で

ある。印象採得を行い、顎模型作成後に２mm 厚さ

の S-PRG フィラー20wt％含有マウスガード用

EVA（Ethylene-Vinyl Acetate）製シート（松風）

を段階的に 90℃まで軟化し、吸引加圧成型法

（0.5MPa、10 分間）によりマウスガードを作成し

た。マウスガード内面の病変部に接する部分に、S-
PRG フィラー5wt%含有ペースト（PRG プロケア

ジェル、松風）をシリンジにて注入し、ブラッシン

グ後就寝時に装着するよう被検者に指示した。被

検者にマウスガード装着日時を記録してもらい、

１~２か月毎の来院時に病変部の口腔内写真を撮

影し術前と比較した。口腔内写真の色調とサイズ

の補正のために、CasMatch（ベアーディック、東

京）を使用した。 
【結果】 

マウスガード装着時間は、被検者Ａは１日６時

間、被検者Ｂは 6.5～８時間、被検者Ｃは８時間で

あった。使用頻度は開始３～４か月後までは３例

とも毎日使用していたが、それ以後は被検者Ａ，Ｂ

は週２回程度となっていた。被検者Ｃは毎日使用

したが、ペーストの使用感が気になるとのことで、

ペーストをほとんど使用せずマウスガードのみ装

着した。５か月後、被検者Ａと被検者Ｂにおいて、

初期齲蝕病変の縮小が認められる歯があった。６

～７か月後まで経過観察を行った現在、修復処置

が必要となる歯は無かった。被検者Ｂは歯ぎしり

による穿孔のため３か月目にマウスガードを再製

したが、マウスガードの使用感については、３例と

も問題なしとの回答であった。 
【考察】 

今回の結果から、マウスガードを用いて S-PRG
フィラー含有ペーストを初期齲蝕病変部に作用さ

せることにより、病変部の再石灰化効果があるこ

とが示唆された。今後は症例数をさらに増やし、長

期間にわたる経過観察を行い、マウスガードの適

切な使用時間・使用頻度・ペーストの併用頻度など

の条件を確立していきたい。 
【文献】 

1）白井友恵，他：S-PRG フィラー含有マウスガ

ードのう蝕抑制効果，スポーツ歯学，19：8-13，
2015． 

2）Masahiro Iijima et al：The effects of single  
application of pastes containing ion-releas-
ing particles on enamel demineralization; 
Dent Matel J，36：461-468，2017． 
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BioUnion フィラー含有グラスアイオノマーセメントのエナメル質脱灰抑制効果 
Inhibition of enamel demineralization by BioUnion filler containing glass ionomer cement 

 
○吉満亮介 

Ryosuke Yoshimitsu 
 

（株式会社ジーシー） 
GC Corporation 

 
【目的】 

乳歯，幼若永久歯はエナメル質が成熟していな

いため，齲蝕に罹患しやすい。さらに，乳歯は裂溝

が複雑な形をしており，幼若永久歯は裂溝が深く，

歯ブラシによる清掃が及びにくい。そこで，齲蝕予

防のために小窩裂溝を封鎖するシーラント材料，

特にフッ化物イオン徐放性をもつ材料が広く活用

されている。当社では新規機能性フィラーとして

亜鉛，カルシウム，フッ素を含有する BioUnion フ

ィラー，さらに BioUnion フィラーを配合したグラ

スアイオノマーセメント (ケアダインレストア)を
開発した。ケアダインレストアは亜鉛，カルシウム，

フッ化物イオンを徐放する充填用修復材料である。

本研究ではケアダインレストアのエナメル質脱灰

抑制について，ビッカース硬度による検証を行っ

たので報告する。 
【対象と方法】 

材料はケアダインレストア，フジ VII，フッ化物

イオン徐放性のあるコンポジットレジン (製品 A)
を用い，コントロールとして材料無しとした。 

#1200 耐水研磨紙にて研磨した牛歯エナメル質

に直径 5mm の穴を開けたテフロンシール (厚さ

0.1 mm) を貼り，試験窓の半分に各材料を充填し

た。温度 37°C，湿度 90%のチャンバー中に 1 時間

静置後，脱灰液 (0.1 M 乳酸，pH4.5)にて 72 時間

浸漬した。材料を充填していない露出したエナメ

ル質表面の硬度をビッカース硬度計で測定した。 
【結果】 

各材料におけるエナメル質表面のビッカース硬

度を図 1 に示す。ケアダインレストア，フジ VII に
おける歯質表面硬度は製品 A，コントールよりも

高い値を示した。さらに，ケアダインレストアにお

ける歯質表面硬度はフジ VII よりも高く，脱灰し

ていないエナメル質と有意差はなく，高い脱灰抑

制効果を示した。 

 

(Tukey-Kramer, p < 0.05) 

図１脱灰抑制試験後のエナメル質表面硬度 

 
【考察】 

高い脱灰抑制効果が得られた理由として，フッ

化物，亜鉛イオンの効果が考えられる。フジ VII や
ケアダインレストアから溶出したフッ化物イオン

は，ハイドロキシアパタイトの OH-と置換し，耐酸

性の高いフルオロアパタイトへと変化すると考え

られる。また，ケアダインレストアは酸溶液中にて

フジ VII と同等のフッ化物イオンを溶出する上，

亜鉛を溶出する。溶出した亜鉛イオンは脱灰液中

に存在するハイドロキシアパタイトのカルシウム

と置換して α-hopeite といったリン酸亜鉛を沈着

させると考えられる 1)。フジ VII はフッ化物イオン

を溶出するが，亜鉛イオンを溶出しないため，ケア

ダインレストアで確認された高い脱灰抑制効果は

亜鉛イオンの溶出による違いと考えられる。 
以上のことより，亜鉛およびフッ化物イオンを

溶出するケアダインレストアはエナメル質に対す

る脱灰抑制効果が高く，齲蝕の予防，シーラント材

料として有用であることが示唆された。 
【文献】 
1）N. R. Mohammad, et al. Anderson. Physical 
chemical effects of zinc on in vitro enamel 
demineralization. J. Dent. 2014 ; 42 : 1096-1104. 
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粉体セルロースナノファイバー添加がグラスアイオノマーセメントの物性に及ぼす影響 
Effect of addition of powdery cellulose nanofibers on properties of glass ionomer cement 

 
○永石千琴，篠永ゆかり，今瀧梨江，竹村美智子，加々美恵一，  

青木翔，西村貴子，阿部洋子，原田京子，有田憲司 
Chikoto Nagaishi, Yukari Shinonaga, Rie Imataki, Michiko Takemura, Keiichi Kagami,  

Sho Aoki, Takako Nishimura, Yoko Abe, Kyoko Harada, Kenji Arita 
（大歯大・歯・小児歯） 

Osaka Dental Univ. Dept. Pediatric Dent. 
 

【目的】 
グラスアイオノマーセメント（GIC）はコンポジ

ットレジンなどと比較して明らかに機械的強度に

劣るため，優れた特性を多く有するにも関わらず，

我が国では GIC，特に従来型 GIC の使用頻度はコ

ンポジットレジンと比較して低いのが現状である。

そこで，我々は GIC の補強材として「夢の新素材」

として近年注目されている植物由来の繊維状物質

であるセルロースナノファイバー（CNF）に着目

し，CNF の GIC に与える影響について検討したの

で報告する。 
【材料および方法】 
基材として従来型歯質保護用 GIC，Fuji VII（ジ

ーシー）を使用した。CNF は粉末状 CNF，セルロ

スター（スターライト工業，以下 STAR）を用いた。

Fuji VII 粉末と Fuji VII 液をメーカー推奨粉液比

1.8 で練和し，硬化前に総粉末量の 2%，4%，6%お

よび 8%相当量の STAR を加えてさらに練和した。

セメント泥を各種モールドに填入し硬化させ，練

和開始から 24時間後に万能試験機にて 3点曲げ試

験を行った。また，フッ化物イオン溶出量を練和開

始から 7 日目までは 24 時間毎に，その後は 1 週間

毎にフッ化物イオン選択電極を接続したイオンメ

ーターにて測定した。 
【結果】 
１）3 点曲げ強さ 

STAR を添加しなかった Control 群と比較し，

2%，4%および 6%STAR 添加群の 3 点曲げ強さは

有意に高い値を示した。8％添加群では有意差は認

められなかった（図１）。 
２）フッ化物イオン溶出能 

STAR の添加率が増加するにつれて，試料からの

フッ化物イオン溶出量が多くなる傾向がみられた

（図２）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【考察】 

従来型 GIC に粉末状 CNF を 4％～6％添加する

と 3点曲げ強さが向上することが明らかとなった。

これは，CNF の短径はナノレベルであるが長径が

その 100 倍以上あるという線維構造によるものと

考えられた。また，CNF の添加量が多くなるほど

フッ化物イオン溶出量が多くなる傾向がみられた

が，CNF の添加によりフッ化物を含むセメントの

ガラス粉末量が減り，実験群試料中の Fuji VII の
粉液比が変化したためと推察された。 

これまで，CNF は水懸濁液の状態のものが多く，

歯科用セメントへ応用するには水分という欠点が

あった。今回，粉末状 CNF が GIC に応用可能で

あることを確認したが，まだ不明な点も多い。今後

は機械的強度に経時的な影響が生じるか等検討し

たいと考えている。 

＜図１＞ 3 点曲げ強さ 

＜図２＞ フッ化物イオン溶出能 
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小児用マウスガードの研究開発 
― 第１報 材料学からのアプローチ ― 

Research and Development of Pediatric mouse guard 

" Part 1 ; Approach from Materials Science " 
○中村浩志*'***,中村美どり**'***,平林厚二****,大須賀直人*'*** 

Nakamura Hroshi, Nakamura Midori, Hirabayashi Kouji, Osuga Naoto 
 

(*松歯大・小児歯,**松歯大・口腔生化学,*** 松歯大・総合歯科医学研究所) ,****（株）ダイワ 
Matsumoto Dental Univ. Department of Pediatric Dent. Department of Oral Biochemistry 

Matsumoto Dental Univ. Institute for Oral Science Matsumoto Dental Univ. and DAIWA Co.,Ltd 
【目的】 
歯の外傷は受傷歯のみならず、受傷者の口腔機能

や審美性および受傷者の心理面へも大きな影響を

与える。近年、小児歯科臨床の現場では、学校にお

ける体育授業や課内活動時に発生する外傷などの

ほか、コンタクトスポーツの低年齢化の進展など

により、子供たちの永久歯の外傷は増加傾向にあ

り、その受傷程度は近年、より重篤化していると言

われている。そこで我々は、こども達の抱えるこの

ようなリスクを軽減させる目的として、スポーツ

選手が口腔外傷の防止に使用するいわゆるマウス

ピースを小児に用いることが有用ではないだろう

かと考えた。 
成長発育の小児であるためできる限り身体にとっ

て影響を及ぼさない自然由来の原料を素材とした

独創的な構造をベースに、乳歯から永久歯への交

換の激しい発育途中の小児に対しても適用可能で、

簡便なマウスピースを開発することを本研究の開

発意義とした。 
子供たちに安心して使用してもらえる安全なマウ

スピースを開発することが本研究の目的である。

【材料と方法】 
 今回新たに開発したマウスピースは外殻と緩衝

材の2層構造を基本に呈すものである（図１）。 
 
 
 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

（図１）マウスピース 

外殻には、熱可塑性素材である EEA（エチレン・

アクリル酸エチル共重合体）を使用した。 
緩衝材は天然由来の素材を使用し安全で安心して

使できるものにした。 
緩衝材にはある程度の凝固性と非硬化性を維持

させる目的で材料を選定した（図 2）。 

     

  （図 2）緩衝材 粘弾強さ 
【結果】 
 緩衝材は寒天粉末と糖アルコールの混合物を使

用した。その結果、緩衝材は柔らかい餅状のペース

トを呈した。 
操作性に優れた外殻とそれに対し柔軟性に富み

流動性の少ない緩衝材が完成した。 
【考察】 
 今後はフィールドテストを実施するとともに、

マウスピースを多くの使用者に安心して使用して

もらい、個々の歯列弓にフィットして装着感に優

れるものを提供する予定である。 
【備考】 
本研究は松本市製造業等活性化支援助成金 
(平成 30年度 申請)によって実施された。 
本研究は特許出願番号： 
特願 2019－27902で出願済である。 
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食品性状が大脳皮質の血流動態に及ぼす影響 
Influence of food properties on hemodynamics of the cerebral cortex 

 
○杉本恵里，名和弘幸，佐久間重光＊，高木信哉＊，野村佳世，藤井美樹，福田理 

Eri Sugimoto, Hiroyuki Nawa, Shigemitsu Sakuma＊, Shinya Takagi＊, Kayo Nomura,  
Miki Fujii, Osamu Fukuta 

 
（愛院大・歯・小児歯，＊愛院大・歯・冠•橋義歯） 

Dept. Pediatric Dent.,＊Dept. Fixed Prosthodontics,School of Dentistry,Aichi Gakuin Univ. 
 
【目的】	 

	 摂食嚥下機能は、生まれつき獲得している機能ではな

く、環境からの適切な刺激や離乳食を食べるなど、繰り

返される学習によって獲得していく機能であり、母乳な

どの液体から固形食への移行は、生来備わっている自律

的・反射的な運動からより成熟した随意的な運動を獲得

することによりなされる1)。すなわち離乳が開始される

と、それまで哺乳により摂取していた乳汁とは異なる食

品の食物性状や大きさを認知し、それに応じた摂食嚥下

に関連する諸筋の運動を制御する過程において、大脳皮

質の活動が関わってくるのではないかと予想される。し

かし、これを明らかにした研究は少ない。	 

	 そこで本研究では触覚点が多く集まる２)ため、食物性状

や大きさの認知に有利であると考えられている口腔の

前方部において、異なる性状の食物を押しつぶす際の脳

の活性化部位について機能的近赤外分光法（fNIRS）に

て計測された大脳皮質の血流動態から検討することを

目的とする。	 

【対象と方法】	 

	 被験者は摂食嚥下障害の訴えがない健康成人男性

９名（平均年齢：26.2±3.3歳）とした。試料にはゼ

リー（エンジョイカップゼリー	 キャラメル味、クリ

ニコ）を用い、ゼリーそのままの硬さのものを固形群、

ペースト状に調整したものをペースト群として、それ

ぞれ４g捕食させた。課題（タスク）は、舌尖部と口

蓋前方部にて10 秒間押しつぶす動作として、固形群

およびペースト群それぞれ5回ずつ行わせ、そののち

自由に嚥下させた。なお、本研究は本学歯学部倫理委

員会の承認（承認番号：548）を得て実施した。	 

	 脳血流動態の計測には、光トポグラフィー装置

（ETG-4000、日立メディコ）とこれに付属する52 チ

ャンネルプローブを用いた。固形群、ペースト群から

得られたデータをそれぞれ加算平均し、主成分分析を

行った後、チャンネルごとにタスク直前の5秒間のデ

ータの平均値（レストデータ）と10秒間の押しつぶ	 

	 

	 

しタスク後半５秒間のデータの平均値（タスクデータ）

をそれぞれ求め比較した。また、固形群、ペースト群

間の比較には、タスクデータからレストデータを減じ

た脳血流の変化量をチャンネルごとに算出し行った。

統計処理にはPaired	 t-testを用い、ボンフェローニ

補正を行い、有意水準はP<0.05とした。	 

【結果】	 

	 レストデータに比べ、タスクデータが有意に増加し

たチャンネルは、固形群では、３チャンネル（左側下

前頭回弁蓋部、左側中心後回	 、左側中側頭回）で、

ペースト群では、固形群の３チャンネルに加え、６チ

ャンネル（左右上側頭回、左側下前頭回三角部、左側

側頭極）であった。また、固形群とペースト群の脳血

流の変化量に有意差は認めなかった。	 

【考察】	 

	 咀嚼時や嚥下時の脳機能活動部位については、fMRI、

fNIRSなどを用いて報告されているが、食物を押しつ

ぶす際の脳の活性化部位についての報告はみられな

い。今回、固形群、ペースト群とも押しつぶし時に、

一次体性感覚野である中心後回と一次味覚野といわ

れる下前頭回弁蓋部の血流量が有意に増加していた

ことより、同部の活性には食品性状は影響していない

可能性が示唆された。さらに、ペースト群においては

一次味覚野に近接する上側頭回、下前頭回三角部、側

頭極の血流量が有意に増加していたことより、ペース

ト状の食品の方がより脳活動を活性化する可能性が

示唆された。	 

【文献】	 

	 1）向井美惠：離乳期以降の摂食嚥下リハビリテー

ションと発達期嚥下調整食分類の使い方,	 脳と

発達50巻Suppl.	 Page	 S190	 2018．	 

	 2）山田守：口腔領域における痛みの生理,	 歯界	 	 

展望31巻,	 Page	 1207-1214	 1968．	 
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Characterization of Epithelial cell rests of malassez by single cell limiting dilution  

マラッセ上皮遺残細胞におけるシングルセルクローニングおよび特性解析 

○Islam Taufiqul Syed, Erika Minowa, Daisuke Noro, Yoshihito Kurashige, Masato Saitoh 

ソヨッド・タウフィクル・イスラム，蓑輪映里佳，野呂大輔，倉重圭史，齊藤正人 

 

Health Sciences Univ. of Hokkaido. Dept. Pediatric Dent. 
（北医療大・歯・小児歯科） 

 
【Objects】 
Cap stage of tooth development includes four different 

cell layers. The inner layer is called inner enamel 

epithelium (IEE), the outer layer is outer enamel 

epithelium (OEE). After the bell stage, Hertwig’s 

epithelial root sheath (HERS) is formed at the lower 

edge of enamel organ during root formation stage. This 

structure consists of IEE and OEE and is thought to 

have an ability that decides the shape of tooth root 

formation. After root formation, HERS disintegrates 

and forms epithelial rests of Malassez (ERM). The 

characteristics of ERM cells in vitro have been 

demonstrated as cultured epithelial cells derived from 

periodontal ligaments. However, there are two kinds of 

epithelial cell in ERM. The identity of those cells has 

yet to be explored. In this study, we established clone 

cells derived from ERM by single cell limiting dilution 

method and analyzed the characteristics of ERM 

cloning cells. 
【Material & Methods】 
Cloning: ERM cells were isolated from porcine 

periodontal ligament by outgrowth method, from 

which a group of cloning ERM cells was obtained 

through the single cell limiting dilution in 96 well plate. 

After achieving 80% confluence cells were transferred 

in 100mm dish.   

Proliferation assay: Growth rate was assessed by 
CyQUANT Cell Proliferation at 103 cell/ml for 7 days. 

Immunofluorescence: Each cloning ERM cell was 

checked for odontogenic epithelial marker CK19. 

Real-time (RT-PCR): Total RNA was extracted from 

crude ERM and cloning ERM cells. After cDNA 

synthesis, expression levels of amelogenin were 

evaluated by real-time (RT-PCR). 

Calcification assay: Osteoblast-like cells, MC3T3-E1, 

were applied onto insert of 6-well culture dishes’ 

transwell units coated with collagen I. Crude ERM and 

cloning ERM cells were co-cultured with MC3T3-E1 

on the bottom of 6-well culture dishes’ transwell units 

for 30 days. ALP activity was measured from the 

culture media with the p-nitrophenyl-phosphate 

reaction by plate reader at 405 nm. 
The statistical significance of the difference was 

analyzed using One-way ANOVA and Scheffe’s test.

【Results & Discussion】 
Isolated number of cloning cells from crude ERM was 

30. From them, few cloning ERM cells were found 

with different distinct characteristics. 6 type of Cloning 

ERM cells were selected by visual inspection and 

proliferation assay. These cloning ERM cells exhibited 

high and low expression level of amelogenin by 

Real-time RT-PCR. Crude ERM cell was used as a 

positive control. High amelogenin expressed cells 

showed low proliferation ratio where else cells with 

low amelogenin showed high proliferation. On 

calcification assay, cloning cells with high amelogenin 

showed less calcification compared to cells with low 

amelogenin which is similar to our previously 

established theory about amelogenin inhibiting 

calcification.   

【Conclusion】 
In summary in this experiment we have used single 

cell limiting dilution method effectively to establish 

few new characteristics of ERM cell.  

【References】 
	 1）Noro D. et al., Effect of epithelial cells 

derived from periodontal ligament on 
osteoblast-like cells in a Transwell 
membrane coculture system., 60(7):1007-12, 
2015. 
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パン酵母β-グルカンが破骨細胞分化に与える影響について 
Effects of Glucan from baker’s yeast on osteoclast differentiation 

 
○原	 詩歌*，有吉	 渉**，吉岡	 香絵**, 牧	 憲司* 

Shiika Hara*, Wataru Ariyoshi**, Kae Yoshioka**, Kenshi Maki* 
 

（*九州歯大・歯・小児歯，**九州歯大・歯・感染分子生物学） 
*Kyushu Dental Univ. Div. Developmental Stomatognathic Function Science and **Kyushu Dental 

Univ. Div. Infections and Molecular Biology 
 
【目的】 
	 これまでの研究でパターン認識受容体の 1 つ

の dectin-1 のアゴニストであるβ-グルカンの一
種、curdlanが Sykキナーゼを介したNFATc1発
現の負の制御により破骨細胞形成を抑制する、と

いうことが報告されている。dectin-1 は破骨細胞
前駆細胞をはじめとする骨髄系細胞に特異的に発

現していることから、curdlan が選択性の高い骨
吸収抑制薬として応用可能であることが示唆され

た。以上のことから、本研究では curdlan以外の
β-グルカンによる RANKL 誘導性の破骨細胞分
化制御能の有無に関して検討することを目的とし

た。	

【対象と方法】	

	 ddyマウス由来の骨髄細胞を採取後、M-CSFで
3 日間培養し、破骨細胞前駆細胞を誘導した。そ

の後、M-CSF及び破骨細胞分化因子(RANKL)存
在下でパン酵母β-グルカンを添加した。また破骨

細胞前駆細胞株のRAW264.7細胞とdectin-1過剰
発現株(以下 d-RAW)についても RANKL 存在下
に破骨細胞の分化誘導を行った。培養後の細胞の

破骨細胞分化能について TRAP染色、細胞増殖能
はWST-8assay、さらに、real-time RT-PCR法、
Western blotting法にて破骨細胞関連遺伝子及び
タンパクの発現を評価した。	

【結果】 
	 パン酵母β-グルカンの添加により、細胞の生存

に影響を及ぼすことなく、RANKL による破骨細
胞形成が濃度依存的に抑制された。破骨細胞分化

における主要な転写因子であるNFATc1は遺伝子
及びタンパクレベルで発現が抑制された。また、

Western blotting法にて、c-fosタンパクの発現が
抑制され、real-time RT-PCR法にて RANKLに
よる破骨細胞分化マーカーの発現が抑制された。	

	

その一方で、RANKL により制御される破骨細胞
分化の negative regulaterであるMafB、Irf-8の
発現はパン酵母β-グルカンにより一部回復した。	

 
 

    

                
＜図１＞BMMにおける TRAP染色結果 
 
【考察】 
	 パン酵母β-グルカンは、破骨細胞の細胞増殖に

影響することなく、RANKL 誘導下の破骨細胞形
成を濃度依存的に抑制することが示された。その

分子メカニズムとして、NFATc1発現抑制と、そ
れに伴う破骨細胞関連マーカー遺伝子の TRAP、
Oc-stamp の発現の抑制が関与することが示唆さ
れた。このβ-グルカンによる NFATc1 の負の制
御は、dectin-1を介する RANKL による破骨細胞分
化因子の c-fosの発現の抑制や、破骨細胞分化抑制
因子のMafB、Irf-8の発現回復、さらに上流因子
の Blimp1 の発現抑制が関与していることが示唆
された。	

【文献】 
Toru Yamasaki et al, : The dectin 1 agonist 
curdlan regulates osteoclastogenesis by 
inhibiting nuclear factor of activated T cells 
cytoplasmic 1 (NFATc1) through Syk kinase, J 
Biol Chem. 2014 Jul 4 
	 	

1 µg/ml 5 µg/ml 

10 µg/ml 25 µg/ml 

- 

M-CSF (20 ng/ml) + RANKL (40 ng/ml) + β-glucan 
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Jansen型 PTH/PTHrP受容体の骨系細胞における機能異常解析 
Analysis of functional abnormality in Jansen type PTH/PTHrP receptor in osteocytic cell 

 
○下村－黒木淳子，林－坂井幸子*，梨田智子**，森田貴雄** 

 Junko Shimomura-Kuroki, Sachiko Hayashi-Sakai*, Tomoko Nashida**, Takao Morita** 
 

（日歯大・新生歯・小児歯，*新大病院・歯・放射，**日歯大・新生歯・生化） 
The Nippon Dental Univ. Sch. Life Dent. Niigata Dept. Pediatric Dent., *Niigata Univ. Div. Oral 

Maxillo. Radiol., and **The Nippon Dental Univ. Sch. Life Dent. Niigata Dept. Biochem. 
 
【目的】 

我々は今までに、PTH1R の点突然変異によっ

て生じる Jansen 型骨幹端軟骨異形成症の骨格異

常について in vitro において実験を行い、野生型

PTH1R と PTH1RH223R が相互作用している可能

性を報告した 1) 。一方、Blomstrand 型軟骨異形

成症の骨格異常については、変異型 PTH1R タン

パク質とリガンドの結合能の欠如ばかりでなく受

容体の局在異常が認められ、その原因として小胞

体での品質管理機構による細胞内輸送異常の可能

性が推察されることを報告している 2)。Jansen 型

骨幹端軟骨異形成症の骨格異常の分子機構におい

ても細胞内輸送異常の可能性があると予想される

ことから、今回、骨系細胞の primary culture に

おいて野生型および変異型 PTH1R の発現解析を

行い、新たな知見を得たので報告する。 
【対象と方法】 

野生型 PTH1R および Jansen 型変異 PTH1R
（以下 PTH1RH223R）遺伝子発現ベクターの C 末

にそれぞれ Flag および HA タグを付けたものを、

lipofection 法にて HEK293T 細胞に遺伝子導入し、

各 PTH1R を強発現させた。その後、Flag および

HA に特異的な抗体を用いた免疫染色、細胞から

抽出した蛋白を用いた Western blotting、さらに

野生型および変異型 PTH1R 遺伝子を、DMP1 
promoter/enhancer 配列の下流に組み込み、骨細

胞特異的に遺伝子を発現するベクター（以下

DMP1 ベクター）を構築した。マウス頭頂骨から

骨系細胞を分離して培養し、このベクターを強発

現させ、免疫染色によりその発現を確認した。 
【結果】 
PTH1R を強発現させた HEK293T 細胞の免疫染

色より、野生型受容体の細胞膜上への均等な発現

が認められたが、変異型 PTH1RH223Rにおいては 

 
野生型のような細胞膜上への発現が認められなか

った。マウス頭頂骨から分離した骨系細胞に組み

込んだ各 PTH1R の発現を免疫染色で確認したと

ころ、HEK293T 細胞での発現と同様、変異型受

容体の局在変化が認められた。PTH1R を強発現

させた HEK293T 細胞のホモジネートについて

Western blotting を行ったところ、野生型 PTH1R
と PTH1RH223R のタンパク質バンドは異なるパタ

ーンを示したが、PNGaseF 処理したところ、両

者はほぼ同一のバンドパターンとなった。 
【考察】 

受容体発現の局所性が、骨系細胞においても

HEK293T 細胞での発現と同様であることが免疫

染色で確認された。HEK293T 細胞に発現させた

野生型 PTH1R と PTH1RH223Rのタンパク質には

糖鎖修飾に何らかの違いがあることから、タンパ

ク質の糖鎖修飾と細胞内輸送との関連性が示され

た。以上から、変異型 PTH1R の機能異常は、野

生型 PTH1R と構造上の違い、およびその細胞内

局在が異なることに起因し、タンパク質の糖鎖修

飾の相違がその原因であると考えられた。 
【文献】 
1) Shimomura-Kuroki J, et al: Characterization 
of a PTH1R missense mutation responsible for 
Jansen type metaphyseal chondrodysplasia. 
Odontology, 105:150–154, 2017. 
2) Shimomura-Kuroki J, et al: Rat wild-type 
parathyroid hormone receptor (PTH-R) and 
mutant PTH-RP132L show the different 
intracellular localization in vitro, Biomedical 
Research, 29(2); 61-69, 2008. 
【会員外共同研究者】 
1）北海道大学歯学研究科 網塚憲生教授 
2) 山口大学大学院医学系研究科 下村裕教授 
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山椒成分 α による 活性の増強

Hydroxy-α-Sanshool enhances TRPM5 channel activity 
 

○秋友達哉，香西克之

Tatsuya Akitomo，Katsuyuki Kozai 

（広大・院・小児歯）

Hiroshima Univ. Dept. Pediatric Dent. 

【目的】

味質には甘味・塩味・酸味・苦味・うま味の

つの基本味があり，味物質を味細胞に発現する味

覚受容体が認識して，シグナル伝達が開始される。

α 以後： は山椒成分

の中で主として山椒特有のヒリヒリとした痺れを

生み出している。この については体性感

覚神経系への影響の報告はされている¹⁾が，味覚

受容に与える影響についての報告はない。ヒトに

おける官能試験において，山椒刺激前後における

基本味の感受性の変化を調べたところ，甘味・苦

味・うま味において山椒刺激後に味覚閾値の低下

が認められた。これより がこの つの味

覚受容を高めていることが示唆された。そこで，

が甘味・苦味・うま味に対し，どのよう

な影響を与えているかを明らかにするために下記

の実験を行った。

【対象と方法】

は甘味・苦味・うま味の味覚受容に関わ

る細胞内情報伝達分子であり，細胞内 Ca²⁺濃度の

上昇により，その活性を高め，味細胞の脱分極を

引き起こす陽イオンチャネルである。この

を， 受容体を有する 細胞に遺伝子導入

した。これにより， 刺激を行うことで 産生

を介し Ca²⁺濃度が上昇し， が開口し，膜電

流の変化が生じる。この味細胞をモデル化した細

胞を用いて， の味覚への影響を調べるこ

とにした。グラミシジン・パッチクランプ法を用

いて，－ に膜電位を固定し細胞膜電流を測定

した状態で灌流装置を用いて 刺激を行い，そ

の際のイオン電流をコントロール値とする。そし

て， を与えた状態における 刺激時の

イオン電流と比較した。

また，同一の細胞にて， 刺激後に細胞反

応の回復を待ち， 存在下にて再度

刺激を行い，それぞれのイオン電流を比較した。

【結果】

を発現する 細胞において，

Sanshool(10μM)の刺激では膜電流に変化はなか

ったが，その後に にて刺激を行うと， 単

体投与した場合よりも顕著に を介する内向

きのイオン電流が増加した。

同一の細胞にて， 単体刺激， 存在

下の 刺激をそれぞれ行った場合においても，

存在下においてより大きな内向きのイオ

ン電流を示した。細胞によっては 単体刺激時

では生じなかったイオン電流が， 存在下

での 刺激では確認された。

＜図１＞細胞の模式図

【考察】

が 受容体刺激による細胞内 Ca²⁺

濃度上昇を介した の活性化をより増強して

いることが明らかとなった。そして，それに伴っ

て， が甘味・苦味・うま味の 味におけ

る味覚受容を修飾していることが示唆された。

本研究により， の味覚受容への影響が

明らかとなることで，味覚障害を呈する患者への

応用も可能となると考える。

【文献】

） ，

【会員外共同研究者】

杉田誠（広大・院・口腔生理）

松浪勝義（広大・院・生薬）

 
味細胞  HEK293 細胞 
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小児歯科におけるストレスモニタリングシステムの開発 
―生理的指標から小児の情動変化を知る― 

Development of a stress monitoring system for pediatric dentistry: Analyses of child’s emotional 
changes from physiological indicators 

 
○関矢多希，杉本久美子*，宮新美智世 

Taki Sekiya，Kumiko Sugimoto*，Michiyo Miyashin 
 

（東医歯大・院・小児歯，*東医歯大・院・顎顔面解剖学） 
Tokyo Medical and Dental Univ. Dept. Pediatric Dent. and * Tokyo Medical and Dental Univ.Dept. 

Maxillofacial Anat. 
 

【目的】 
小児歯科診療において安全で快適な治療を提供

するためには、患児の感情変化や内部ストレスを

把握し適切な対応をとることが重要である。これ

まで我々は、歯科治療中のストレス反応を客観的

に評価できるモニタリングシステム構築を目的と

し、学童期患児のコンポジットレジン修復中の、脳

波と自律神経活動の解析を行い、これらの指標が

患児の内的状態把握に有用である可能性について

報告した 1)。本研究では、幼児を対象とし、上記の

生理的指標の記録解析を行い、モニタリングに利

用できるか検討したので報告する。なお、本研究は

東京医科歯科大学歯学部倫理審査委員会（D2013-
055）の承認を得て実施した。 
【対象と方法】 
本学小児歯科外来に通院中の 4～6 歳の患児 11

名を対象とし、浸潤麻酔下におけるコンポジット

レジン修復治療中の脳波と心電図の記録を行った。

脳波は、2 個の Ag-AgCl 円型電極を配置したヘア

バンド型の装置（Alphatec4S、脳力開発研究所）

を用いて前額部から記録した。記録脳波を周波数

解析によってθ波（4-6Hz）、α波（7-14Hz）、β波

（15-23Hz）帯域に分け、各処置における最大パワ

ー周波数帯域の時間的割合を算出し、安静時と比

較した。自律神経活動については、アクティブトレ

ーサーAC－301A（ジー・エム・エス）を用いて記

録した心電図から心拍変動を周波数解析すること

によって交感神経活動と副交感神経活動を計測し、

各処置時のレベルを安静時と比較した。各処置時

と安静時との比較にはWilcoxonの符号順位検定を

用い、ｐ＜0.05 を有意差ありとした。 

【結果】 
１）脳波の各周波数帯域の変動 
リラックス状態を示すα波の割合は、安静時と

比較して、ラバーダム防湿・タービン切削時に有意

に低下し、緊張状態となったことが示された。一方、

注意集中・ストレス状態を示すβ波は、口腔内診査

とタービン切削時に増加したものの有意な変化は

認められなかった。 
2）自律神経活動・心拍数の変動 
交感神経活動は、安静時と比較し、ラバーダム防

湿・コントラ処置時に有意に上昇した。副交感神経

活動は、タービンによる切削時に低下傾向を示し

たが有意な変化は認められなかった。心拍数は、ラ

バーダム防湿・タービン切削時に、有意な上昇を示

し、コントラ処置時に上昇傾向を示した。 
【考察】 

小児歯科治療におけるストレスモニタリングを

目的として生理的指標の変動を測定した結果、ラ

バーダム防湿および切削時に交感神経活動と心拍

数の上昇、α波の減少が認められ、これらの処置中

にストレスが高まる可能性が示唆された。ストレ

スの要因として、開口器使用や切削器具による振

動等が不快感を生じたと考えられる。本結果から、

今回記録した生理的指標が、学童期だけではなく

幼児においても、ストレスモニタリングに有用で

あることが示唆された。 
【文献】 
1）関矢多希，他：小児歯科におけるリアルタイ

ムストレスモニタリング法の開発－自律神経活動

および脳活動からの評価－．小児歯誌 54 (4)：
443-449，2016． 
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新生仔期顔面外傷性ストレスに起因する成体期皮膚切開痛変調への CCL2 シグナルの関与 
CCL2 signaling contributes to orofacial mechanical allodynia following neonatal traumatic 

stress 
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【目的】 
新生児期外傷は精神的・身体的ストレスと同様

に成人後の神経系に様々な変化を引き起こし、異

常疼痛の原因となることが明らかにされている 。

歯科領域においては、舌痛症・非定型顔面痛や顎

関節症の痛み等がストレスと密接に関連すると考

えられているが詳細は不明である。

最 近 の 研 究 で は 、 Tetrodotoxin-resistant 
voltage-gated sodium channel 1.8 (Nav1.8) の発

現増加は痛覚過敏の増強に関与するとの報告があ

る 。また、C-C chemokine receptor type 2 
(CCR2)を介した C-C motif chemokine 2 (CCL2)
シグナルにより Nav1.8 の発現が増加するという

報告 もされている。 
本研究では、新生仔期外傷性ストレスモデル動

物を作製し、顔面部皮膚切開痛に対する新生仔期

外傷性ストレスの影響を CCR2・CCL2 に着目し

検討した。なお、本発表について動物実験委員会

の承認 (AP17D028) を得ている。 
【対象と方法】 
吸入麻酔下にて雄性 SD ラット（生後 4 日目）

の口髭部皮膚に横切開を加え縫合し、さらに生後

7 週目に深麻酔下にて口髭部皮膚を同様に再切開

して縫合した再切開群、生後 7 週目のみ切開して

縫合した成体期切開群、縫合のみを行った sham
群を用いた。 
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、熱逃避反射潜時と機械

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: 再切開群において再切開縫合後 14 日目ま

で、切開部皮膚に CCR2 拮抗薬 (RS504393,  

 
abcam 社) を連日局所投与し、機械逃避反射閾値

を隔日的に測定した。 
実験 4: 成体期切開群において再切開縫合後 14 日

目まで、切開部位に CCL2 (PRC1011, Thermo 
Fisher Scientific 社) を連日局所投与し、機械逃避

反射閾値を隔日的に測定した。 
【結果】 

sham 群と新生仔に切開を加えた群では口髭部

皮膚への熱および機械逃避反射閾値に違いはみら

れなかった。一方，再切開群では，成体期切開群

に比べて熱および機械痛覚過敏が亢進した。 
また、再切開群における CCR2 の阻害により機

械逃避反射閾値低下の抑制が認められた。 

更に、成体期切開群における CCL2 の投与によ

り機械逃避反射閾値の低下が認められた。 

＜図＞機械逃避反射閾値への CCR2 拮抗薬投与の効果 

【考察】 
新生仔期皮膚外傷によって生じる成体期口髭部

皮膚切開後の熱および機械痛覚過敏の増強には、

口髭部投射三叉神経節ニューロンにおける CCR2
を介したニューロン活動の亢進が関与することが

示唆された。 
【文献】 

1）Beggs S et al.: Brain, 135(2): 2012, 404-417. 
2）Morgan et al.: J Pain, 9(6): 2008, 522-31 
3）Kao DJ et al.: J Neuroinflammation, 9: 

2012, 189 
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妊娠母体の咀嚼が新生仔の海馬の神経細胞数とアストロサイトに及ぼす影響 
Effects of chewing during prenatal stress on neuron and  

astrocyte in the hippocampus of offspring 
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【目的】 
 近年の研究から、妊娠中の母体に慢性的なスト

レスが負荷されると生まれてくる仔の海馬の神経

細胞数の減少とアストロサイトのマーカーである

GFAP の発現が低下することが明らかとなった。
アストロサイトは、血管系と神経を結び付け、栄

養物質を神経へ供給する働きや、神経伝達物質の

取り込みなどの神経間の活動電位の伝達において

も重要な役割を担っている。 
我々のこれまでの研究で、ストレス負荷中の妊

娠マウスの.積極的な咀嚼運動が、仔マウスの学習
障害を改善することを報告してきた 1)。今回、我々

はストレス負荷中の妊娠マウスの咀嚼運動が、母

体ストレスにより惹起される仔マウスの海馬神経

細胞数、アストロサイトに与える影響を検討した。 
【対象と方法】 
 実験には 3 か月齢 DDY マウスを用い、交配さ
せた。妊娠 12日目から出産までの 1週間妊娠マウ
スに 1回 45分間の拘束ストレスを 1日 3回負荷
した。これらの母マウスから生まれた仔マウスを

ストレス群（S）、拘束ストレス中に爪楊枝を噛ま
せた母体から出生した仔マウスを咀嚼群（Ch）、
ストレスを負荷せず通常の母体から出生した仔マ

ウスをコントロール群（C）とした。１か月齢に
育った 3群のマウスを用いて、麻酔下で灌流固定
を行い、脳を取り出した。その後、前頭断で厚さ

15 ㎛の切片を作製し、Nissl 染色を行い、海馬 3
領域（CA1、CA3、DG）における神経細胞数を定
量的に解析した。さらに、前頭断で厚さ 40㎛の脳
の凍結切片を作製し、抗 GFAP抗体を用いて ABC
法により免疫染色を施し、海馬 3 領域における

GFAP 陽性細胞面積を定量的に測定した。なお、
この実験は朝日大学歯学部動物実験専門委員会の

承認を得ている(2018-5)。 
【結果】 
 S の海馬 CA1、CA3 領域における神経細胞数、
GFAP陽性細胞面積は、C、Chに比べて有意に減
少した。同領域における Cと Chとの間の神経細
胞数、GFAP 陽性細胞面積に有意な差は見られな
かった。C、S、Ch の海馬 DG 領域における神経
細胞数、GFAP 陽性細胞面積に有意差は認められ
なかった（図）。 

 
 ＜図＞GFAP陽性細胞面積の結果 

【結論】 
 今回の結果から、ストレス負荷中の妊娠マウス

の咀嚼運動が仔の神経細胞数の減少やGFAP陽性
細胞面積の減少を改善することが分かった。これ

らのことから、妊娠ストレス下の母体の咀嚼運動

が、生まれてくる仔の海馬の神経細胞やアストロ

サイトの障害を抑制することにより、学習障害を

改善するものと考えられた。 
【文献】 
1) Kubo K et al : Int. J. Med. Sci. 2018. 15. 9. 
849-858  
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幼若期ラットの大脳皮質におけるコリン作動性介在ニューロンは錐体細胞を脱抑制させる 
Cholinergic interneurons disinhibit pyramidal neurons in juvenile rat cerebral cortex 

 
○松村幸恵、白川哲夫 
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【目的】 
 アセチルコリン(ACh)は学習・記憶・認知など

に深く関わっており、コリン作動性ニューロン

(AChN)を含めた発達期の神経伝達の異常は知的

能力障害と深く関わっている。大脳皮質に存在す

る コ リ ン 作 動 性 介 在 ニ ュ ー ロ ン (cortical 
cholinergic interneuron: CCN) は vasoactive 
intestinal peptide (VIP)陽性であり、ACh と

GABAを共放出することが報告されている 1)。VIP
は抑制性介在ニューロンの化学的マーカーの一つ

であり、他に somatostatin (SST)と parvalbumin 
(PV) 等が知られている。VIP ニューロンは前脳基

底部からのコリン作動性投射によって活性化され

ると、錐体細胞(pyramidal neuron: PyN)を恒常的

に抑制している PV ニューロンとSSTニューロン

の活動を抑制し、結果として PyN を脱抑制するこ

とが示唆されている 2)。しかし，錐体細胞の脱抑

制に関わる単一抑制性シナプスの電気生理学的メ

カニズムは不明である。そこで我々は、「CCN に

よる GABA 作動性抑制性神経伝達は、共放出され

る ACh により調整を受ける」という仮説のもと、

大脳皮質に存在するニューロンから全細胞記録を

取り、電気生理的解析を行った。 
なお、本研究は日本大学動物実験委員会の承認

を得て行った。（承認番号：AP16D035-1） 
【対象と方法】 
1． 脳スライス標本作製 
通 法 に 従 い 、 生 後 約 3 週 の

ChAT-tdTomato×VGAT-Venus 共発現ラットの大

脳皮質を含む急性脳スライスを作製した。 
2．ホールセル・パッチクランプ法 
蛍光顕微鏡下にて tdTomato 陽性・Venus 陽性・

陰性ニューロンを同定し、CCN、GABA 作動性ニ

ューロン、PyNから全細胞記録を行い、解析した。 
【結果】 

①CCN に Ach を投与したところ、大きな脱分極

を示し、この脱分極は α4β2 ニコチン受容体を介

していた。②CCN による単一抑制性シナプス後電

流は主に low threshold spike neurons (LTSN)と
fast-spiking neurons (FSN)で観察され、この応答

はアトロピンによって減弱した。③CCN はしばし

ば gap-junction (GJ)を介して、近傍のコリン作動

性介在ニューロンと相互に接続し、カルバコール

によってスパイク発火の同期性が高まった。 

 
＜図１＞CCNによる錐体細胞の脱抑制局所神経回路 

【考察】 
 これらの結果から、①前脳基底部からの ACh 入

力は CCN 細胞膜上のニコチン受容体を介して

CCN を活性化させ、②CCN により共放出される

ACh は FSN/LTSN 細胞膜上のムスカリン受容体

を介して単一抑制性シナプス後電流を増強し、③

②での抑制はCCN間のGJによって協調的に行わ

れることが示唆された。 
【謝辞】 
 本研究は日本大学歯学部薬理学講座の小林真之

教授と歯科麻酔学講座の金子啓介博士との共同研

究である。 
【文献】 
1)Engelhardt et al. Functional characterization 
of intrinsic cholinergic interneurons in the 
cortex. J Neurosci. 27:5633-42, 2007. 
2)Kepecs and Fishell. Interneurons cell 
typesare fit to function. Nature. 505:318-26, 
2014. 
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 Folic acid-mediated mitochondrial activatin for protection against oxidative stress in human 
dental pulp stem cells derived from deciduous teeth 

 
○Yu Zhang, Hiroki Kato, Keiji Masuda, Haruyoshi Yamaza,  

Yuta Hirofuji, Xu Han, Kazuaki Nonaka 
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Kyushu University Faculty of Dental Science 

 
【Objects】 

Enzymatic antioxidant systems, mainly 
involving mitochondria, are critical for 
minimizing the harmful effects of reactive 
oxygen species, and these systems are enhanced 
by interactions with nonenzymatic antioxidant 
nutrients. Because fetal growth requires 
extensive mitochondrial respiration, pregnant 
women and fetuses are at high risk of exposure 
to excessive reactive oxygen species (ROS). The 
enhancement of the antioxidant system, e.g., by 
nutritional management, is therefore critical for 
both the mother and fetus. Folic acid (FA) 
supplementation prevents homocysteine 
accumulation and epigenetic dysregulation 
associated with one-carbon metabolism. However, 
few studies have examined the antioxidant 
effects of folic acid for healthy pregnancy 
outcomes. The purpose of this study was to 
elucidate the association between the 
antioxidant effect of FA and mitochondria in 
undifferentiated cells during fetal growth using 
stem cells of human exfoliated deciduous teeth 
(SHED) as a model of undifferentiated cells in 
the fetus. 
【Material & Methods】 

Experiments using human samples were 
reviewed and approved by the Kyushu 
University Institutional Review Board for 
Human Genome/Gene Research (approval 
number 678–00) and were conducted in 
accordance with the Declaration of Helsinki. A 
human exfoliated deciduous tooth from a healthy 
7-year-old individual was provided by 
Department of Pediatric Dentistry and Special 

Need Dentistry at Kyushu University Hospital. 
Pyocyanin (PYO), generating ROS, was used as 
an experimental reagent to examine oxidative 
stress. 
【Results & Discussion】 

PYO-induced ROS production inhibited SHED 
growth and migration, with mitochondrial 
inactivation and fragmentation. These changes 
were alleviated by FA via the upregulation of 
PGC-1α, a master regulator of mitochondrial 
biogenesis, and the downregulation of DRP1, an 
essential factor for mitochondrial fragmentation 
(Fig. A and B). These results suggested that FA 
targeted mitochondria to activate antioxidant 
systems, thereby protecting undifferentiated 
cells from oxidative stress. 

 
Fig. Effects of FA on upregulation of PGC-1α (A), 
and downregulation of DRP1 (B) 
 
【Conclusion】 

FA may protect undifferentiated cells from 
oxidative damage by targeting mitochondrial 
activation. Our results provide evidence for a 
new benefit of FA in pregnant women and fetuses. 
【Reference】 
Zhang Y et.al., Biochem. Biophys. Res. Commun. 
508: 850–856, 2019 
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歯周病原性菌バイオマーカーとしてのジペプチジルペプチダーゼの有用性 
- DPP activity as a potent biomarker of periodontopathic bacteria - 

 
○西俣はるか，藤原 卓 

Haruka Nishimata, Taku Fujiwara 
 

（長崎大・歯・小児歯） 
Nagasaki Univ. Dept. Pediatric Dent. 

 
【目的】 
	 Porphyromonas ジペプチジルペプチダーゼ 
(DPP) は，細胞内膜と外膜間のペリプラズムに局
在するペプチダーゼで，オリゴペプチドを分解し

て細胞内に取込み可能なジペプチドへ変換する酵

素である。 
DPP 群によるジペプチド産生機構は歯周病原性
菌の P. gingivalis や，急性症状を伴う感染根管内
より分離される P. endodontalisといった糖非発酵
性菌の生存に欠かせない。両菌における DPP は
我々の研究などからDPP4, 5, 7, 11の 4種が存在
し，各々の酵素は異なる基質特異性を有すること

が明らかになった。 
本研究は，DPP群を保有する口腔細菌の探索，
歯周病原性菌群および口腔サンプルにおける DPP
活性の解析から，DPP と口腔細菌性疾患との関連
を検討することを目的とした。 
【対象と方法】 
1) KEGG Orthology Databaseにて，P. gingivalis 
の各 DPP 遺伝子と 30%以上の相同性を持つオル
ソログ保有菌を選び，これらの細菌でさらに

Expanded Human Oral Microbiome Database 
(eHOMD) に登録されているものを抽出した。 
2) P. endodontalis ATCC 35406, P. gingivalis 
ATCC 33277, Prevotella intermedia ATCC 
25611, Aggregatibacter actinomycetemcomitans 
ATCC 33384などの 7種の歯周病原性菌，および
対照として Strep. mutans, Strep. salivariusを供
試菌とし，MCA基質（Nemoto TK et al, 2018）
を用い各菌の DPP，およびアミノペプチダーゼ活
性を測定した。 
3) 8名のボランティアから唾液・歯肉縁下プラー
クを採取し，そのペプチダーゼ活性は，2)と同様
にMCA基質を用いて測定した。 
 

 
【結果】 
1) 43 菌種が抽出され，その多くが Bacteroidetes
門に属する嫌気性菌だった。 
2) ゲノム情報に一致して，既知であった P. 
gingivalis や P. endodontalis の他にも Tan. 
forsythiaや Prev. intermediaに 4種類の DPP活
性を認めた。一方，Trep. denticola, F. nucleatum， 
A. actinomycetemcomitans, お よ び

Streptococcus 2菌種には活性は認めなかった。 
3) ヒト唾液サンプルではDPP4活性が顕著に認め
られたが，それ以外の DPP 活性は僅少であった。
一方，歯肉縁下プラークでは各DPP活性が認めら
れ，被験者毎に異なる傾向が見られた。 
【考察】 
	 データベース検索の結果，全口腔細菌(772 taxa)
のうち，DPP 遺伝子は Porphyromonas 属，およ
び Prevotella 属を含む嫌気性菌に限定的に存在す
ることが明らかになった。これらの細菌は歯肉縁

下プラークを構成することから，プラーク中の

DPP 活性の測定により歯周病原菌の有無とそれら
の活動度が評価できるものと推察された。 
唾液にて DPP4 活性が高値であったのは顎下腺

由来ヒト DPP4 の寄与が大きいものと考えられた
が，一方，歯肉縁下プラークのDPP活性は細菌叢
由来のDPP活性に近いと考えられ，口腔細菌に起
因する病態との関連の可能性が推測された。 
以上，口腔サンプルを用いたDPP活性測定によ
り，歯周病原性菌の存在の有無が予測されること

から，DPP活性測定は歯周病原性菌のバイオマー
カーとして有用であることが示唆された。 
【文献】 
T K Nemoto, et al： Anal Biochem. 548: 78-81, 
2018. 
 

252　小児歯科学雑誌　57（2）：252　2019

P-27



【目的】

　乳臼歯咬合面の形態分析について，これまで多

数の報告がなされてきたが，それらは歯冠幅径な

どの単純測定による尺度化しやすい２点間距離や

咬頭数，そして主観的な文言による説明が主であ

り，乳臼歯咬合面の形態そのものを分析し，比較

した報告は少ない。

　演者らは，乳臼歯咬合面の解析法として幾何学

的形態測定法の一つである薄膜スプライン解析法

等に着目し，一定の成果があったことを過去に報

告した１）。しかしながら，これらの手法は乳臼歯

咬合面冠のトレースを必要とするなどの手間がか

かることに加え，画像解析の急速な進歩において，

必ずしも精度が高いは言えなくなった。

　そこで，今回は非トレース下での咬合面形態の

分析に，いわゆる AI（Artificial Intelligence，

人工知能）の一部である Deep Learning を用い，

乳臼歯咬合面画像による歯種判定手法について，

その可否を検討した。

　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．Deep Learning について

　　Deep Learning は AI における要素技術の一 

　つであり，沢山の画像データから対象物の特徴 

　を学習させることで，未知の画像を与えた時に 

　対象物が何であるかを「確率」として表現する 

　手法である。画像認識競技会「ILSVRC2012」に 

　て最優秀性能を発揮し，その後における画像認 

　識の主流になりつつある手法である。その原理 

　は，ある歯種の画像（学習素材）とその歯種名 

　を AI に与え続け，AI を学習させることが基本 

　となる。これらの学習結果をもとに，コンピュー 

　ターに未知の画像を与えると，コンピューター 

　はこれを認識し，対象物が何であるかを候補別 

　に確率で表現する。

２．資料

　　う蝕や修復物等の不確定要素を極力認めない 

　口腔内模型を撮影した下顎第一乳臼歯および下 

　顎第二乳臼歯のカラー咬合面画像とした。

３．測定方法

　　下顎第一乳臼歯と下顎第二乳臼歯それぞれに 

　ついて，無差別に選んだ咬合面画像 50 組を学 

　習素材として AI に学習させた。これとは別に， 

　10 組を検体として，歯種ならびに左右差を正 

　しく鑑別できたかを調査した。

【結果】

　第一乳臼歯について，第一候補で左右問わず歯

種を鑑別できたものは 10 例中７例，左右を含め

て歯種を鑑別できたものは 10 例中５例，　第二乳

臼歯について，左右問わず歯種を鑑別できたもの

は 10 例中 10 例，左右を含めて歯種を鑑別できた

ものは 10 例中６例であった。

【考察ならびに結論】

　以上のように，非トレース下における乳歯咬合

面の画像解析の可能性が示唆された。歯冠形態は

「見ればわかる」という先入観がその定量化に関

する研究を長年妨げてきた。AIは学習機能を持っ

ており，より深く学習させたり，学習素材を増や

したり，また撮影方法を工夫することで，その精

度を上げることが可能であり，ヒトが見落としが

ちな歯冠形態の微細な差異の発見などへの応用も

考えられ，今後のさらなる発展が期待できる。

【文献】

１）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：P-041 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，小児歯 

　　誌 , 55：233-233, 2018．

ＡＩを用いた乳臼歯咬合面の画像解析について

Image Analysis on occlusion form of deciduous molar using AI

○菊池元宏 *,**，小山香菜子 *，保坂京子 *，加藤由紀子 *，松山真理子 *，朝田芳信 *

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

（*鶴見大・歯・小児歯，** 埼玉医大・医・口腔外科）

（*Tsurumi Univ Dept Pediatric Dent. ，**Saitama Medical Univ Dept Oral Maxillofacial Surgery）
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パノラマエックス線写真を用いた上顎第一大臼歯の異所萌出の予測指標の検討 
 

Investigation of features on panoramic radiograph predicting ectopic eruption of the maxillary 
first permanent molars  

 
○原本（石丸）紘子，嘉ノ海龍三 
Hiroko Haramoto, Ryuzo Kanomi 

 
（カノミ矯正・小児歯科クリニック） 

Kanomi Orthodontic Pediatric Dental Clinic 
 

【目的】 
小児歯科臨床において、しばしば上顎第一大臼

歯の異所萌出に遭遇する。上顎第一大臼歯の異所

萌出は第二乳臼歯の歯根吸収を引き起こす。第二

乳臼歯の歯根吸収が進行し、早期脱落した場合に

は第二乳臼歯の後継永久歯の萌出余地不足を招来

する。そのため、早期発見・診断し、必要な場合

は適切な時期に治療介入を行うことが望ましいと

考えられる。そこで本発表では、上顎第一大臼歯

の異所萌出の予測指標となりえる特徴について検

討した。 
【対象と方法】 

カノミ矯正・小児歯科クリニックに来院した患

児のうち、乳歯列期から混合歯列期後期まで継続

して来院している患者を対象とした。その内、上

顎第一大臼歯の萌出中に上顎第二乳臼歯の歯根が

吸収し、異所萌出を認めた群を異所萌出群 25 名

(平均年齢 5.7±0.9 歳)、上顎第一大臼歯が正常に

萌出した患者を正常群60名(平均年齢5.4±0.9歳)
とした。 

対象者の dental age ⅡA 期から上顎第一大臼

歯が口腔内に萌出する以前までに撮影したパノラ

マエックス線写真を用いた。 Nolla の分類 1)によ

り、上顎第一大臼歯の発育状態を評価し、上顎第

一大臼歯の発育段階は 6(歯冠完成)から 9(歯根ほ

ぼ完成、根尖未閉鎖)までの 4 つの発育段階に分類

された。発育段階毎に正中線に対する上顎第一大

臼歯の歯軸の傾斜角度、咬合平面からの上下的な

歯胚の位置、正中線からの近遠心的な歯胚の位置、

隣在歯胚の発育段階等に関して分析・検討を行っ

た。 
 

【結果】 
今回用いたパノラマエックス線写真において、 
正中線に対する上顎第一大臼歯の歯軸角度は

Nolla の分類 7(歯根 1/3 完成)以降すべての発育段

階で、正常群と比較し異所萌出群において有意に

近心に傾斜していた。正中線からの上顎第一大臼

歯の距離は、分類 6(歯冠完成)以降において、異所

萌出群は近心に位置していた。咬合面からの距離

は、分類 6 以降において、異所萌出群は有意に低

位であった。また、異所萌出群において上顎第二

乳臼歯から下顎枝前縁までの距離が有意に小さか

った。さらに各分類において異所萌出群では、上

顎第二小臼歯の歯胚の発育段階が遅延していた。

分類 7 以降で、上顎第二小臼歯の歯胚は、有意に

近心、低位に位置した。 
【考察】 

乳歯列期におけるパノラマエックス線写真にお

いて、第一大臼歯の歯胚の位置が低位・近心であ

るものは異所萌出につながる可能性が示唆された。

また、上顎第二小臼歯歯胚の位置や形成程度が第

一大臼歯の萌出に影響を与える可能性が示唆され

た。第一大臼歯の歯冠完成は 2.5 から 3 歳 2)とさ

れている。乳歯列前期においてもパノラマエック

ス線写真を撮影することは、不正咬合の早期発見

を行い、健全な永久歯列への育成を図ることがで

きると考えられる。 
【文献】 

1) Nolla, C, M.: The development of permanent teeth, J. 

Dent, Child, 27: 254.196 

2) 山下 浩，落合靖一，大森郁朗．小野博志，中田 稔： 小

児歯科学－総論－，医歯薬出版株式会社，東京，1997 年，

pp 128  
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手術前早期治療を行った唇顎(口蓋)裂児の栄養摂取方法についての研究 
A study of nutrition in pre-surgical treatment for the infants with cleft lip with/without palate 

 
○小川 綾野，成瀬 正啓，横山 恭子，小棚木 順子，後町 真弓，田淵 由希，佐々木 康成 

Ayano Ogawa, Masahiro Naruse, Kyoko Yokoyama, Junko Odanagi,  
Mayumi Gocho, Yuki Tabuchi, Yasunori 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 
 
【緒 言】 

唇顎(口蓋)裂児は，出生直後から哺乳障害を生

じることがある．手術前鼻歯槽形態誘導(PNAM)
治療は，鼻歯槽口蓋形態の成長誘導だけでなく哺

乳推進に重要な役割を果たしている．しかし，経

口哺乳困難な児の実態は不明である．そこで本研

究では，当センターで出生した唇顎(口蓋)裂児の栄

養摂取方法について調査・検討を行った． 
【対象と方法】 

対象は，2011 年 4 月から 2018 年 7 月までに当

センターにて出生した唇顎(口蓋)裂児のうち，当科

にて PNAM プレート(以下，プレート)治療を行っ

た児 113 名(男児:66 名，女児:47 名)とした．調査

項目は，裂型・出生時体重・周産期入院中の栄養

摂取方法・合併疾患の有無および内容とした．栄

養摂取方法は，全量経口摂取(以下，経口群)，出生

後経管栄養であったが退院時全量経口(以下，経管

→経口群)，経管栄養(以下，経管群)の 3 群に分け

て，正・低出生体重児との関係について検討した．  
【結 果】 
(1) 裂型は，唇顎裂:36 名(32%)，唇顎口蓋裂:69
名(61%)，口蓋裂:8 名(7%)であった． 
(2) 入院中の栄養摂取方法は，経口群:81 名(72%)，
経管→経口群:14 名(12%)，経管群:18 名(16%)であ

った．経口群のうち，プレート装着直後の哺乳方

法の変化を図 1 に示した． 

(3) 栄養摂取方法と出生時体重の間には有意差が

あった(図 2)． 

(4) 合併疾患は経口群では 8 名(9%)が，経管→経

口群・経管群ではすべての児がそれぞれ有してい

た．その内容は，循環器疾患・染色体異常・呼吸

障害・消化器疾患等，多岐に渡っていた． 
【考 察】 
(1) 経口群では，プレート装着前はシリンジ・カ

ップを使用していたが，プレート装着後，哺乳瓶

に移行していた．また，全例で出生後 5 日以内に

プレート装着しており，入院中に哺乳が確立する

よう支援を行っていること 1)と一致していた．  
(2) 経管→経口群は経口群に比べて低出生体重児

の割合が有意に高かった．これは，低出生体重児

は低血糖になりやすいことに加えて，唇顎(口蓋)
裂児は哺乳獲得に時間を要するため，確実な栄養

摂取目的で初期に経管栄養を開始したことを裏付

けていた．また，このような児はプレート装着の

効果により，安定した哺乳獲得ができた結果，経

管栄養の離脱が可能となったと考えられた． 
(3) 経管群は，出生後 NICU での管理を必要とし

ていた．唇顎(口蓋)裂以外の要因で哺乳が獲得でき

ず，経管栄養が必要となった．経管栄養を行いな

がら少量ずつでも経口哺乳を継続していくことが，

哺乳機能獲得のために重要であると考えられた． 
【文 献】 
1) 大山牧子，他:胎児診断された口唇口蓋裂を持つ

児の 1 ヶ月健診時の栄養状況，こども医療センタ

ー医学誌，47(1) 3-7，2018 
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手術前早期治療を行った唇顎(口蓋)裂児授乳期の哺乳量および体重増加についての研究 
A study of milk volum and gain of body weight in pre-surgical treatment for the milk stage of 

infants with cleft lip with/without palate 
 

○横山恭子，小棚木順子，後町真弓, 田淵由希，小川綾野，成瀬正啓，佐々木康成 
Kyoko Yokoyama, Jyunko Odanagi, Mayumi Gocyo, Yuki Tabuchi, Ayano Ogawa,  

Masahiro Naruse, Yasunori 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

 
【目的】 
当科では，唇顎(口蓋)裂児に対して口蓋プレート

を用いた手術前鼻歯槽形態誘導(PNAM)治療を行

っている．この治療は，鼻歯槽口蓋形態の成長誘導

だけでなく哺乳推進に重要な役割を果たしている．

唇顎(口蓋)裂児の家族は，裂に起因した哺乳障害や

形成外科手術に向けた発育に対して関心が高い．

そこで本研究では，PNAM 治療(以下,プレート治

療)を行った児の発育の指標として哺乳量および体

重の変化について後方視的に調査を行い，プレー

ト治療期間の児の発育を評価した． 
【対象と方法】 
対象は，2012 年 2 月から 2019 年 2 月までに当

センター形成外科初回手術が終了した患者のうち，

生後の退院時の哺乳方法が哺乳瓶であり，かつ出

生時体重が 2500g以上で他の合併症のない唇顎(口
蓋)裂児 48 名(男児 27 名，女児 21 名)である．調査

項目として，親へ依頼した哺乳記録から，生後 1 か

月，3 か月，5 か月時を挟んだ一週間の哺乳量を抽

出した．また，出生時体重を 2500g から 3000g 未

満(2500g 以上群)および 3000g 以上(3000g以上群)
に分類し，生後 1 か月，3 か月，5 か月，7 か月時

体重を調査し，体重標準曲線 1）上で検討した． 
【結果】 
1) 唇顎(口蓋)裂の内訳は，唇顎口蓋裂:両側 9 名

(19%)，片側 27 名(57%)，唇顎裂:両側 1 名(2%)，
片側 10 名(21%)，口蓋裂:1 名(2%)であった． 
2) 哺乳量は，2500g 以上群および 3000g 以上群と

も月齢とともに増加していた．3000ｇ以上群は

2500ｇ以上群と比べて哺乳量は多い傾向にあり，

特に生後 1 か月時の哺乳量においては有意に多か

った．(p<0.05) 
3) 体重変化を体重標準曲線 1）に作図した．(図 1) 

 
両群とも体重平均値は、標準曲線に沿ってほぼ推

移し，体重変化の異常は見られなかった．  

    
<図 1 男児・女児の体重変化> 

【考察】 
1) 裂型の内訳は，治療施設の特徴が出る．2) 口蓋

裂が 1 名と少なかったのは，当科ではプレート治

療の適応外となることが多いためと考えられた． 
2) 3000g 以上群が 2500g 以上群と比較して体重が

大きく推移していたことは，3000g 以上群の哺乳

量が多かったことと一致していた． 
3)唇顎(口蓋)裂児は，ほぼ成長曲線に沿った発育を

認めた．過去の報告 3)から、哺乳床を用いない唇顎

(口蓋)裂児は，哺乳困難によると考えられる新生児

期の体重増加不良を生じ，順調な発育は初回手術

後まで見られなかった．当科でのプレート治療が

新生児期の哺乳障害を改善したと考えられた． 
【文献】 
1) 日本小児内分泌学会，平均身長・平均体重およ

びその標準偏差と，横断的成長曲線(身長・体

重ＳＤ曲線) 
2）大槻玲子，他：口唇・口蓋裂患者の臨床統計学

的観察，口科誌，51(2)：132-136，2002． 
3）加地はるみ，他：唇裂口蓋裂児の身体発育につ

いて 乳幼児期における身長体重発育につい

て，小児保健研究，44(6)：545-549，1985． 
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極超低出生体重児の栄養摂取状況の推移 
Process of nutrition intake in very or extremely low birth weight infants 

○大岡貴史 
Takafumi Ooka 

 
（明海大・歯・摂食嚥下リハビリテーション学） 

Meikai Univ. Dept. Feeding and Swallowing Rehabilitation 
 
【目的】 
 極超低出生体重児では出生時の哺乳力不足や摂

食機能獲得段階での問題によって経口での栄養が

十分摂れず，経管・経静脈栄養が行われることがあ

る．一方で，その後の摂食機能療法や栄養指導など

によって種々の問題が改善し，経口摂取が可能と

なる場合もある．本研究では，経管栄養から経口摂

取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，埼玉県内某医療センターを受診した極

超低出生体重児のうち，①摂食外来初診時に代替

栄養を行っており，その後に複数回の摂食指導を

受けた児 26 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，代替栄養の有無，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

経口摂取に移行できた群（離脱群）と代替栄養を継

続した群（継続群）との比較を行った． 
なお，研究実施に際しては本学倫理委員会の承

認を得た． 

【結果】 
 栄養摂取方法については，11 名で代替栄養から

完全に離脱でき，15 名は何らかの代替栄養を受け

ていた．離脱群における代替栄養期間の平均は 9.2
±4.8 か月であり，平均通院期間は 14.2±6.9 か月

であった． 
離脱群の最終診察時には初診時と比較し平均

2211.9±1635.5g の体重増加を認めた．一方，継続

群の体重増加は 2838.5±1218.4g であり，継続群

の体重増加の方が多い傾向であった．  
最終評価時の摂食機能については，離脱群は全

員が成人嚥下機能を獲得しており，7 名がおしつぶ

し以上の機能を獲得していた．継続群においては 

3名がおしつぶし以上の機能を獲得していたもの

の，4名が未だ経口摂取への拒否などを認め，経口

摂取準備期と判断された．

＜図１＞最終評価時の摂食機能段階

 
【考察】 
 代替栄養の有無にかかわらず，初診時と最終診

察時を比較した際には食内容・摂食機能の多くで

改善がみられた．また，摂食機能発達が得られた例

すべてにおいて粗大運動発達も認められ，両者の

関連性が示唆された．一方，代替栄養が継続した群

では体重増加は十分得られたものの摂食機能発達

が停滞する例が認められ，特に経口摂取への拒否

感が強い場合もあった．以上より，低出生体重児の

栄養指導においては，長期的かつ多角的な指導や

支援が必要である場合が生じると推察された． 
【文献】 
 1）石野晶子，他：極低出生体重児の保護者の育

児不安と育児支援体制，小児保健研究，65：
675-683，2006． 

 2）佐藤拓代，他：低出生体重児保健指導マニュ

アル，成育疾患克服等次世代育成基盤研究事

業，2012． 
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顎関節症を有する小児患者の下顎頭前機能面面積と下顎窩の定量的計測 
Quantitative measurements of the articular areas of the mandibular condyle and the glenoid 

fossa in juvenile patient with temporomandibular disorders 
 

○小樋香織 1,3)，伊東宏和 2)，宮新美智世 3) 

Kaori Kohi, Hirokazu Ito, Michiyo Miyashin, Kaoru Kobayashi. 
 

（鶴見大・歯・有床義歯 1），鶴見大・歯・放射 2)，医科歯科大・歯・小児 3)） 
1)Tsurumi Univ. Dept. Removable Prosthodontic, 2)Tsurumi Univ. Dept. Oral and Maxillofacial 
Radiology and Diagnosis, and 3)Tokyo Medical and Dental Univ. Dept. Pediatric Dent. 

 
【緒言】 

近年，小児を取り巻く社会環境や生活様式の変

化により顎関節症を含む咀嚼障害の訴えが増加し

ていると報告がされている 1)。報告の多くが顎関節

雑音・疼痛等に対する症状の報告であり，形態変化

について経年的に定量的に行っているものは少な

い。今回の目的として，我々は顎関節症症状を有し

MRI 撮影を行い顎関節症と診断した患児に対し，

経過観察を行い定量評価を行った 1 症例を報告す

る。 
【症例と方法】 

患児：女児（初診時年齢：11 歳） 
主訴：左側顎関節部での関節音と左側咬筋疼痛

による開口障害 
現病歴：2009 年 8 月より上顎両側犬歯の萌出困

難より矯正治療を開始した。2011 年 7 月一期治療

が終了し，二期治療開始までの経過観察となった。 
現症：2014 年 6 月矯正医より左側顎関節雑音と

左側咬筋痛による開口障害の訴えがあり，同年 8月

に精査・治療依頼により当医院を紹介来院した。初

診時の開口距離 30mm，左側顎関節ではクレピタ

スを蝕知し，MRI の結果，右側円板内方転位，左

側非復位性関節円板前方転位，左側変形性顎関節

症（erosion）と診断し，開口練習と骨形態の経過

観察を行っていくこととした。 
初診時，6 か月，12 か月，36 か月時に MRI 撮

影を行い，2017 年 12 月には最大開口距離 48mm
で無痛，関節雑音は蝕知せず，MRI 所見は右側復

位性顎関節円板前方転位，左側非復位性顎関節円

板前方転位，左側変形性顎関節症は変化なく，下顎

頭周囲には皮質骨が形成され経過良好であった。 
定量的測定方法：下顎頭の計測は，初診時より撮 

影した MRI を用いて我々が以前報告 2)した測定方 

 
法により下顎頭前機能面面積の総和を測定した。 
下顎窩面積の測定方法は，T2*像の咬合位矢状断像

を用い，下顎窩が計測可能なスライスはすべて計

測対象とし，関節隆起最下点と下顎窩最深点を各

スライスに対し，1mm 間隔でプロッドし計測値と

した。最終的にスライス厚が 4mm のため計測値に

4 を乗した面積とし各関節隆起最下点から下顎窩

最深点の面積の総和を面積とした。 
【結果】 

初診時から36か月経過後の経時的下顎頭前機能

面面積と下顎窩面積を表 1 に示す。 
＜表１＞下顎頭前機能面面積と下顎窩面積の推移 

【考察】 
骨変形を認めなかった右側下顎頭前機能面面積

は増加しているのに対し，骨変形が生じている左

側下顎頭前機能面面積の増加は認められなかった。

これに対し，下顎窩の面積は両側ともに増加し，左

側下顎窩面積がより増加していた。骨変形のない

右側下顎頭は成長したが，左側下顎頭は成長が少

なく，これを代償するように下顎窩面積大きくな

ったと考えられる。 
【文献】 

1) 日本顎関節学会：新編 顎関節症 改訂版，

永末書店，第 2 版；95：2018 
2) 小樋香織，他：日顎歯誌，25：3 ; 163-170，

2013． 
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咀嚼機能発達不全によるラット咬筋のマイクロ RNA および mRNA の発現プロファイルの変化 

Alternation of micro RNA and mRNA expression profiles in rat masseter muscle by 
developmental failure of masticatory function 

 
○藤田優子，牧 憲司 

Yuko Fujita, Kenshi Maki 
 

（九歯大・小児歯） 
Kyushu Dent Univ. Div. Developmental Stomatognathic Funct Sci.

 
【目的】 
 咀嚼は、口腔機能のなかで最も重要な機能であ

り、その発達が障害されると、全身の成長発育に

重大な影響を及ぼす。しかし、咀嚼筋の発達を制

御する遺伝子やそれらの役割については、未だ解

明されていない。  
マイクロ RNA(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。したがって、咀嚼機能の発達不全に

よって発現が変動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。そ

こで本研究では、咀嚼機能発達不全モデルラット

を使用して、咬筋の miRNA と標的遺伝子の発現プ

ロファイルについて解析を行った。 
【材料と方法】 
 本研究は、九州歯科大学動物実験委員会の承認

を得て行った(13-20)。生後 3 週齢の雄ラット 10

匹を 5 匹ずつ固形食摂取(Control)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。

咬筋を摘出後、HE染色標本を作製し、組織形態計

測を行った。同時に、咬筋のトータル RNA を抽出

し、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か

ら変動 miRNAの標的遺伝子を検出し、変動 mRNAと

一致した遺伝子を抽出した。さらに、無作為に 7

種の変動 miRNAと 5種の標的 mRNAを選択し、リア

ルタイム PCR解析を行った。   

【結果】 
 咬筋線維の横断面積は、SD群が Control群より

も有意に低値を示した(p<0.05)。 

マイクロアレイ解析の結果、SDによって有意に

発現が下方制御された 39種の miRNAと(図)、有意 

 
 

に発現が上方制御された 74 種の mRNA が抽出され

た。データベース解析の結果、20種の miRNAと 18

種の遺伝子からなる合計 26 の miRNA-mRNA ペアが

抽出された。リアルタイム PCR 解析の結果、7 種

の miRNAの発現が SDによって有意に下方制御され、

5 種の mRNA の発現が SD によって有意に上方制御

された。これらの結果を統合すると、SDによって

Tmem109 は miR-221-3p と miR-708-5p に、Pak1 は

miR-221-3p と miR-383-5p に 、 Nup210 は

miR-3584-5p に、それぞれ発現が上方制御された

ことが明らかとなった。 

 

＜図＞ miRNA のマイクロアレイ解析による volcano 

plot (左)と、上位の変動 miRNAのヒートマップ(右) 

 

【考察】 
 近年、Tmem109 は、電位依存性非選択的陽イオ

ンチャネルであり、筋細胞の速筋特性の発達、維

持のために重要な成分であること、Pak1は、神経

筋接合部のアセチルコリン受容体の凝集に関わり、

脛骨神経切断モデルマウスにおいて、その発現が

活性化することが報告されている。したがって、

miR-221-3p 、miR-708-5p 、および miR-383-5pは、

神経伝達の調整や筋細胞の発達を促すことにより、

咬筋の成長促進因子として作用し得る可能性が示

唆された。 
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咬筋における小眼球症関連転写調節因子（MITF）の生理的役割 
Role of microphthamia-associated transcription factor in masseter muscle 

○成山明具美，奥村 敏*，朝田芳信 
Megumi Nariyama, Satoshi Okumura*, Yoshinobu Asada 

（鶴見大・歯・小児歯，*鶴見大・生理学） 
Tsurumi Univ. Dept. Pediatric Dent. and *Tsurumi Univ. Dept. Physiology 

 
【目的】 

小 眼 球 症 関 連 転 写 調 節 因 子 MITF 
(Microphthalmia-associated transcription factor）
は慢性カテコラミン刺激による心肥大の発症過程

に重要であることが報告されているが、骨格筋肥

大の形成過程における役割については不明である。

mitf 遺伝子変異型マウス（mi/mi）は、小眼球症以

外に難聴、アルビノ、大理石骨病などの異常が報告

されているほか、破骨細胞が正常に発生しないこ

とによる歯の萌出不全モデルマウスとしても用い

られている１)。  
今回、MITF の骨格筋肥大形成過程における生理

学的役割を明らかにするために、mi/mi を用いて、

筋肥大効果のあるクレンブテロール[CB, β2-AR 
（アドレナリン受容体）作動薬]を持続的に投与し、

骨格筋肥大に対する mitf 変異の影響を解析したの

で報告する。（動物実験承認番号 30P037） 
【対象と方法】 

12 週齢雄の mi/mi および野生型（WT）マウス

をそれぞれコントロール群と CB 群に分けて、コ

ントロール群には PBS を、CB 群には CB 
(2mg/kg/day)を３週間腹腔内投与した。その後、そ

れぞれのマウスを安楽死させ、咬筋（速筋）、前脛

骨筋（速筋）、ヒラメ筋（遅筋）、心筋を採取した。

各群のマウスの体重、筋重量、脛骨長（TL）に対

する筋重量の比（筋重量/TL）、各筋の筋線維横断面

積 （CSA; μm2） 、線維化およびアポトーシスの

割合について測定した。 
【結果】 

WTマウスでは、CB投与により、咬筋、前脛骨筋、

心筋の筋重量/TLが有意に増加（p＜0.05）したのに

対し、mi/miマウスでは、これらの筋で有意な増加

はみとめられなかった。筋線維横断面積 （CSA; 
μm2） の測定結果からも、WTではCB投与により

咬筋（p＜0.01）、前脛骨筋（p＜0.05）では肥大効

果が確認されたが、mi/miでは筋肥大は確認されな

かった。一方、ヒラメ筋に対するCBの筋肥大効果 

 
はWT、mi/miともにみとめられなかった。コント

ロール群、CB群ともにmi/miの咬筋および心筋で

は有意に（p＜0.01）線維化がみとめられたが、前

脛骨筋、ヒラメ筋においては、線維化が認められな

かった（p=NS）。また、mi/miの咬筋および心筋で

はWTと比較してアポトーシスの増加がみとめら

れ（p＜0.01）、その増加はCB投与により抑制され

た（p＜0.01）。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜図１＞咬筋における筋重量/脛骨長（A）、筋繊維断

面積（B）、線維化の割合（C）、およびアポトーシス

の割合（D）の比較 

 
【考察】 

以上の結果から、MITF は心筋だけでなく、咬

筋や前頚骨筋などの速筋型骨格筋においても、β2-
AR 依存性の筋肥大とβ2-AR 非依存性の線維化に

重要な役割を果たすことが示唆された。また、CB
（β2-AR 作動薬）が mitf 変異によるアポトーシ

スの誘導に対して抑制作用をもつことが示唆され

た。 
【参考文献】 
1) Nariyama M, et al.: Functions of miR-1 and 
miR-133a during the postnatal development of 
masseter and gastrocnemius muscles. Mol. Cell 
Biochem. 407, 17-27, 2015 
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未就学児における口呼吸症候群に関連する因子の探索的研究 
An exploratory study of the factors related to mouth breathing syndrome in preschool children 

 
○ 稲田絵美，齊藤一誠＊，海原康孝＊＊，村上大輔，野上有紀子＊，窪田直子， 

白澤良執，奥 猛志＊＊＊，早崎治明＊，山崎要一 

Emi Inada, Issei Saitoh＊, Yasutaka Kaihara＊＊, Daisuke Murakami, Yukiko Nogami＊, Naoko Kubota, 

Yoshito Shirazawa, Takeshi Oku＊＊＊, Haruaki Hayasaki＊, Youichi Yamasaki 

 

（鹿大・院医歯・小児歯，＊新潟大・院医歯・小児歯 
＊＊大垣女子短大・歯科衛生，＊＊＊おく小児矯正歯科） 

Kagoshima Univ. Dept. Pediatric Dent., Niigata Univ. Dept. Pediatric Dent., 

Ogaki Women’s College Dental Hygiene and Oku Clinic of Pedodontics and Orthodontics 
 
【 目 的 】 
小児の口呼吸は、口腔環境の悪化や顎顔面形態

への悪影響だけでなく、全身状態への弊害も示唆

されていることから「口呼吸症候群」と定義して

今後取り組んでいく必要がある。小児期の口腔機

能は常に発達・獲得の過程にあるため、「口腔機能

発達不全症」のもとで小児の口呼吸症候群を評価

し、対応するためには、各成長のステージにおけ

る症候群の特性について理解を深める必要がある。

以上より、本研究では未就学児おける口呼吸症

候群の関連因子を探索的に検討した。

【 対象と方法 】 
鹿児島県内の ～ 歳の未就学児 名を対象と

し、口唇閉鎖力測定とその保護者に対して自記式

アンケートによる調査を行った。

口唇閉鎖力測定には、デンタルフロスを結紮し

た既製品のボタンとデジタルフォースゲージ（イ

マダ社製）を用いた。測定結果の解析には、性別

と年齢を要因とした二元配置分散分析と、年齢間

比較のため 法を適用した。

また、アンケートの質問は、口呼吸症候群に関

連があると考えられている「全身状態」、「鼻・の

ど・耳の状態」、「咬合や口腔の状態」、「口唇や歯

肉の状態」、「食事」に関する 項目から構成され

た。この中から、関連性の高い質問項目をグルー

プ化して抽出するため、因子分析（最尤法、プロ

マックス回転）を行った。

【 結 果 】 
口唇閉鎖力については、増齢に伴い有意に大き

くなった。また、男児の方が女児に比べて大きく 

 

図： 口唇閉鎖力の平均値

増加する傾向があった（図）。 
因子分析の結果、口呼吸症候群に関連する項目

が つ抽出され、「鼻」、「口唇閉鎖不全」、「捕食・

咀嚼」、「飲食習慣」の つの因子にグループ化さ

れた。各因子はそれぞれに相関関係を認めたが、

特に「口唇閉鎖不全」と「鼻」の相関は強かった。

【 考 察 】 
今回の結果から、未就学児は口唇閉鎖力が著し

く増加することが明らかとなった。また、口唇閉

鎖不全に関与する因子は単一ではなく、全身状態

や生活習慣、食べる機能等の多因子が相互に作用

する可能性が示された。このことから、未就学児

は口唇閉鎖力の発達期であり、口呼吸症候群が発

生する初期段階となる可能性が示唆された。 
本研究結果は、口呼吸症候群に対する早期診断、

早期対応の重要性を示すとともに、多様性を持つ

口呼吸症候群の診断の一助になるものと考える。 
【 謝 辞 】 
本研究は、町田賞研究奨励賞の研究助成により

実施されたものである。 
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【目的】

　上唇小帯は，顔面頭蓋の発育や歯の萌出に伴う

歯槽骨の高さの増大により付着位置が相対的に上

方に移動し，その幅も狭小化していく。しかし，

何らかの原因で退縮が不十分な場合には，上唇小

帯の形態や付着位置の異常が認められる。演者ら

は乳幼児期の小児を対象に，上唇小帯の形態と付

着位置をもとにした型分類を行い，上唇小帯の型

は増齢的に正常型が増え，異常型が減り，その転

機が２～３歳前後にあることを報告した１）。今回，

転機となる３歳以後の上唇小帯の形態と付着位置

の変化を詳細に検討することで，小帯切除に対す

る治療方針を決定するための一助となることを目

的に本研究を行った。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 1228　2014 年）

【研究方法】

１．被験者

　　被験者は，東京都，神奈川県ならびに茨城県 

　の幼稚園あるいは保育園に通園している幼児を 

　対象に，乳歯列完成期で，かつ歯周疾患を有さ 

　ない３～５歳の定型発達児 448 名とした。

２．観察方法

　　各被験者における上唇小帯の形態ならびに付 

　着位置を，演者らの過去の報告に従い分類した 

　（図１）。統計解析は，異常型の出現数に偏りが 

　みられるため，統計上の必然性から，５人以下 

　の出現数が認められたⅢ型，Ⅳ型ならびにⅤ型 

　を一つの型にまとめた上で，正常型と異常型の 

　出現率について残差分析を行った。

【結果】

１．正常型および異常型の出現率

　　すべての年齢において，正常型の出現率が異 

　常型に比べて高かった（表１）。

２．残差分析

　　３歳児は【正常型】が有意に多く，【Ⅲ型＋ 

　Ⅳ型＋Ⅴ型】が有意に少なく，【Ⅱ型】が少ない 

　傾向であった（ｐ＜ 0.1）。５歳児は【Ⅲ＋Ⅳ＋ 

　Ⅴ型】が多い傾向（ｐ＜ 0.1）であった（表２）。

【考察および結論】

　すべての年齢において，正常型の出現率が異常

型に比べて高かったが，増齢的に異常型の出現率

が高くなっており，その背景にはⅢ型およびⅣ型

の増加が関与していた。さらに，５歳ではⅤ型の

出現が認められた。すなわち，４歳以降では，将

来的に上唇小帯の切除術が必要となる可能性が指

摘されているⅢ型やⅣ型の出現率が増加すること

から，より慎重な対応が必要であると考えられる。

【文献】

１）酒井暢世　他：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． 

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

－幼児における実態調査－

Survey of actual condition of the upper labial frenum in young children

〇酒井暢世，鈴木冴沙，高原　梢，稲永詠子，鈴木伸江，菊池元宏，朝田芳信

Nobuyo Sakai，Saesa Suzuki，Kozue Takahara，Eiko Inenaga，Nobue Suzuki，
Motohiro Kikuchi and Yoshinobu Asada

（鶴見大・歯・小児歯）

Department of Pediatric Dentistry, Tsurumi University School of Dental Medicine

図１　上唇小帯の分類（図示）

表１　正常型ならびに異常型の出現数

108 人 17 人 7 人 2 人 2 人 0 人
79.4 ％ 12.5 ％ 5.1 ％ 1.5 ％ 1.5 ％ 0.0 ％
114 人 20 人 18 人 10 人 7 人 0 人

67.5 ％ 11.8 ％ 10.7 ％ 5.9 ％ 4.1 ％ 0.0 ％
94 人 17 人 15 人 11 人 5 人 1 人

65.7 ％ 11.9 ％ 10.5 ％ 7.7 ％ 3.5 ％ 0.7 ％

人23

人

４歳 169 人

５歳 143 人

人 1 人

３歳 136

合計 316 人 44814 人

年齢 正常型
異常型

合計
Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型 Ⅳ型 Ⅴ型

人54 人 40

表２　残差分析

108 人 17 人 7 人 4 人
79.4 ％ 12.5 ％ 5.1 ％ 2.9 ％

114 人 20 人 18 人 17 人
67.5 ％ 11.8 ％ 10.7 ％ 10.1 ％

94 人 17 人 15 人 17 人
65.7 ％ 11.9 ％ 10.5 ％ 11.9 ％

合計

上段：人数（人）　中段：出現率（％）　下段：検定結果

↑

↑↑↑or↓↓↓：p<0.01　↑or↓：p<0.1

448 人

５歳 143 人

38 人40 人316 人 54 人

３歳 136 人

４歳 169 人

↑↑↑ ↓ ↓↓↓

年齢 正常型
異常型

合計
Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ＋Ⅳ＋Ⅴ型
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全身運動を取り入れた口腔機能発達支援の取り組み  
第一報：保護者の子どもに対する認識調査 

The support of oral functional growth introducing body exercise 
A survey on children’s oral function recognition of guardians 

 
○大澤佳代，伊濵沙紀，近藤紗央里，中野崇 

Kayo Osawa, Saki Ihama,Saori Kondo,Takashi Nakano 
 

豊橋キッズデンタルクリニック 
Toyohashi Kids Dental Clinic   

 
【緒言】 

口唇閉鎖不全，口呼吸，舌癖，発音不明瞭など小

児の口腔機能発達不全に関する話題は近年多く取

り上げられ，小児期の歯科領域のみならず，育児の

現場においても口腔機能への関心が高まっている． 
口腔機能は全身の成長と共に発達するため，口

腔諸器官の運動訓練だけでなく，全身運動を含め

た発達支援が必要となる．そこで当院では，未就学

児を対象に，口腔機能発達支援を目的とした感覚

統合の要素を含めた，遊んで学べる体幹運動教室

（以下，オーラルスポーツクラブと略）を開始した. 
今回，オーラルスポーツクラブの概要および保護

者からみた子どもの口腔機能に関する認識につい

ての事前調査を行ったので報告する． 
【対象と方法】 

平成 30 年 12 月からのレッスンに参加を予定し

ていた 3 歳から 6 歳までの定型発達児 8 名(平均年

齢 4.1 歳)を対象とした．調査内容は，口唇閉鎖，

呼吸，摂食，発音，姿勢，歯並び，過敏についての

計 7 項目とした．なお，小児とその保護者には本

研究の主旨を説明し，同意を得られている． 
【結果】 
１．「いつもお口が開いていますか？」に対し，「は

い」が 2 名(25%），時々開いている 5 名

（62.5%），「いいえ」1 名(12.5%)であった． 
２．「ろうそくの火は消せますか？」に対して，「は

い」5 名(62.5%)，「時間はかかるができる」3
名(37.5%)であった． 

３．「聞き取りにくい言葉はありますか？」に対し

て，「はい」2 名(25%)，「いいえ」6 名(75%)
であった． 

４．「くちゃくちゃ音をたてて食べますか？」に対 
して，「はい」4 名(50%)，「いいえ」4 名（50%） 

 
であった． 

5.「姿勢は気になりますか？」に対して，「気に 
る」5 名(62.5%)，「気にならない」3 名(37.5%)
であった． 

6.「歯並びについて気になりますか？」では，「は

い」6 名(75%)，「いいえ」2 名(25%)であった． 
7．「からだを触れられることは苦手ですか？」に対

して，「首周り」2 名，「いいえ」6 名であった.  
調査結果より，保護者の子どもの口腔機能に対

する認識の度合いは，それぞれの評価項目で異な

ることが理解された． 
【考察】 

今回の調査結果および, オーラルスポーツクラ

ブの活動を通して，口唇閉鎖ができていないこと

や，生理的な呼吸の困難さは, 姿勢（体幹）保持力

の低下や歯列不正とも関連性があると考えられた.
一方で保護者は, 日常生活での何気ない疑問や不

安はあるが，繰り返し行われる日常動作の中に存

在する子どもの成長のつまずきには気が付きにく

い様子であった． 
オーラルスポーツクラブで行なったバランス感

覚や全身運動から，子どもの発達の姿を知り，成長

のつまずきに気づくことで，保護者の気づき目線

が変わり，口腔機能発達に対する関心や参加意欲

が向上した． 
その結果，保護者の子どもへの声掛けや日常生活

に変化がみられると同時に，子どもたちには「楽し

い」「できた」と成功経験が増え，自己肯定感が高

まることへと繋がった．これらの結果は,事前調査

をもとに，保護者のニーズにあったアプローチが

できた結果であると考えられる． 
今後も，子どもたちの「できる力」を引き出す口

腔機能発達支援を行い，報告していきたい． 
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ヨガによる口腔機能改善の試み 第 2報 
The Effect of Oral Function by YOGA (2nd Report) 

 
○向所真由美, 宮原梢, 小石剛, 岡崎好秀* 

Mayumi Mukaijo, Kozue Miyahara, Gou Koishi, Yoshihide Okazaki* 
 

（医療法人優心会こいし歯科, モンゴル医学科学大学*） 
Koishi Dental Clinic, Mongolian National Medical Science University* 

 
【目的】 
	 現在子ども達には口呼吸や不良嚥下また不正歯

列など口腔機能発育不全が目立つ.正常な口腔機

能には体幹の安定が必要と考えられる.1)しかし,

近年の子ども達にはロコモーティブシンドローム

や運動機能の低下など,体幹の発育不良が懸念さ

れている.そこで私たちは口腔機能の発達支援を

目的として体幹及び呼吸を改善するために「子ど

ものためのヨガ教室」を開催している(図 1).今回

は第 2報として被検者数を増やして報告する.	

【対象と方法】 
	 歯科医院に来院する小児13名（平均年齢8.0歳）

に対してヨガレッスンを行った.ヨガでは,足裏の

重心位置・拇趾球・小趾球・踵骨を意識させた足

裏の伸展,平衡感覚の改善,下肢筋肉群の活性化を

行った.レッスン前後に全ての者に対して姿勢の

変化（正面の肩の平行・前屈時の床から指先の距

離・左右片足立ちの平衡感覚と継続時間・肩挙上

の現在位置・フットスタンプによる足裏の接地状

態）を計測した.また鼻腔通気度計(チェスト株式

会社 HI-801) 及びカプノトレーナー (Capno	

Treiner	Japan)にて,鼻腔通気度・呼気二酸化炭素

濃度・1分間の呼吸回数を計測した.	

【結果】 
	 姿勢の変化はレッスン前後において正面の肩の

平行が7名から9名に改善,前屈は平均約4.7cm改

善,片足立ちの持続時間は平均値33秒より55秒に

改善,肩挙上は,垂直に上がった者 4 名から 8 名に

改善した.フットスタンプでは足裏の接地状態の

良好な者が8名から9名に増えた.鼻腔通気度の改

善したものは呼気が 8 名で吸気が 9 名であった.

呼気二酸化炭素濃度の改善者は 7 名,呼吸数は改

善者が 10 名であった.	

	

	

	

 

 
	       図 1 ヨガレッスンの様子 
 
【考察】 
	 ヨガレッスンによる呼吸と姿勢の指導は,体幹

と鼻呼吸の改善に有効であると考えられる.	

1.姿勢の改善の理由の考察	

①体幹の安定化・柔軟化(下肢筋肉群の活性化およ

び股関節の柔軟化による骨盤位置の安定化)	

②前方頭位姿勢の改善(第 1 報より；骨盤に付随す

る腹筋背筋の活性化.肩甲骨の可動域の増加によ

る頚椎・胸椎に関する筋肉群の過緊張の改善)		

2.呼吸の改善の理由の考察	

①頭位・前屈姿勢の改善による胸部及び腹部の圧

迫が軽減され横隔膜の動きが改善	

②胸式呼吸から腹式呼吸が行いやすくなり,体内

のガス交換および呼吸回数が改善	

	 今後も,ヨガによる口腔機能の改善の試みを継

続させ報告していきたい.	

【文献】 
1)西川岳儀(著).松藤文男.松藤克也(監修).人生
が変わる!足指スローストレッチ	東京:実業乃日

本社,2015.	
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乳幼児の食事姿勢と歯列咬合の発育及び口腔機能の発達に関する考察 
Development of Oral Function and Dental Occlusion in Infancy related with Posture during 

Eating.  
 

○中原弘美 1)，平場宣子 2)，鎌倉尚史 1,3)，奥田暖花 1)，馬場奈美 1) 

Hiromi Nakahara, Noriko Hiraba, Naofumi Kamakura, Haruka Okuda, Nami Baba. 
 

(1)中原歯科，2)渡辺小児歯科，3)神歯大・歯・法医歯) 
Nakahara D. C., Watanabe Pediatric D. C. and Kanagawa Dental Univ. Dept. Forensic Dentistry 

 
【目的】 

近年の子ども達の変化として、乳歯列期の歯列

不正・不正咬合の増加を感じているが、これらは遺

伝等の先天的要因ではなく、アレルギー疾患の増

加・食習慣・生活習慣の変化など、身体的要因や社

会環境の変化などの様々な後天的要因によるもの

が多いと考えられる。しかし、各要因との具体的な

関連を明らかにした報告は少なく、調査・検証が必

要とされている。 我々は、後天的要因のうち姿勢、

特に咀嚼嚥下に大きな影響を及ぼす食事中の姿勢

に着目し、体格に合い安定して座れるベビーチェ

アを使用することにより、食事姿勢に変化が生じ、

下顎位の改善に効果を認めるかどうかを検討した。 
【対象と方法】 

歯列咬合に何らかの不正（反対咬合、過蓋咬合、

臼歯部交叉咬合、切端咬合）を有する生後 11 か月

から６歳までの乳幼児で、家庭にてベビー用のハ

イチェアを使用できる環境にある 11人を対象とし

た。座面の高さ、奥行き、足台の高さが簡便に調節

可能で、姿勢発達の未熟な乳幼児の不安定な動き

を支えることが可能な同一のベビーチェアを使用

して、各乳幼児が良好な姿勢をとれるように調整

を指示し、自宅にて最低１日２回（朝・夕食）通常

通りに食事をしてもらい、１か月に１回、各医院に

て写真撮影（歯列・咬合・顔貌・姿勢等）を行い、

歯列咬合や姿勢の変化を比較検討した。 

 
《図１ 使用ベビーチェアと指導姿勢》 

 
【結果】 

ベビーチェアの使用期間 4 か月から 8 か月（平

均 6 か月）後の咬合の変化について、水平、垂直方

向にわけて検証したところ、水平方向では 11 人中

9 人に改善傾向がみられ、垂直方向では 7 人に改善

傾向、1 人にわずかに改善が認められた。11 人全

てにどちらかの方向に改善傾向があり、一方で、垂

直的被蓋が深くなった被検児が１名いたが、その

開始年齢は６歳であり、萌出途上の下顎永久前歯

の交換が影響した可能性があった。 

 
＜使用開始前 2歳6か月＞ ＜使用後 2歳11か月＞ 

《図２ 咬合の変化：被検児口腔内写真》 
【考察】 

大きな改善を認めた被検児は、開始年齢 11 か月

から 2 歳 6 か月までの年齢に集中しており、開始

年齢 3 歳以上の年齢ではわずかな変化にとどまる

傾向が認められた。これは、第二乳臼歯の萌出によ

る乳歯列咬合の完成と深く関連していると考えら

れる。つまり、第二乳臼歯の咬合の確立以前の姿勢

が、乳歯列期の下顎位、不正咬合に大きな影響を及

ぼしていることを示唆している。 
口腔機能発達不全症が健康保険の病名として認

定され、口腔機能の発達に対応していくことが求

められている。姿勢維持の筋力の未発達な乳幼児

への摂食指導に於いては、安定した座位を取らせ

ることが大切であり、姿勢発達を含めた食べ方全

般の指導を行う必要性を示す結果とも言える。 
【文献】 

１）下岡正八 他： 新小児歯科学 第３版，ク

インテッセンス出版株式会社 
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側貌と口唇閉鎖力の関係 第２報 ～若年成人男性について～ 
Relationship with Facial Profile and lip Pressure：Ⅱ. Dentition in Young Adult Men 

○出口 崇, 楊 秀慶, 萩原 岳, 松崎 祐樹, 白瀬 敏臣, 内川 喜盛 
 Takashi Deguchi, Hidenori Yoh, Gaku Hagiwara,  

Yuki Matsuzaki, Toshiomi Shirase, Yoshimori Uchikawa 
（日歯大病院・小児歯） 

The Nippon Dental University Hospital, Dept. of Pediatric Dentistry
 
【目的】 
 口腔機能不全症を理解し, 早期予防・改善を補
助することは, 小児歯科医にとって喫緊の課題で
ある. 口腔機能不全の評価基準は多岐にわたるが,
バクシネータ―メカニズムが崩壊するきっかけと

なり歯列不正の一因となる口唇閉鎖不全は,市販
の機器で口唇閉鎖力を計測することによって各個

人の機能を可視化しやすい領域である.一方,各歯
年齢による至適口唇閉鎖力は明確ではなく, 第 56
回本学会学術大会にて,若年成人女性の上下唇の
前後的（水平的）な位置の差が大きい場合, 口唇
閉鎖力が有意に低いことを明らかにした 1).  
本研究の目的は, 若年成人男性の口唇閉鎖力と
側貌の関連について検討することである.   
(日本歯科大学生命歯学部倫理委員会承認) 
【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 50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),顎模型.  
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 回測定した.  
測定点/計測法：顔面規格写真のイヤーロッド中心
(Ec)と眼窩下縁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)を規定した .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, 口唇閉鎖力と R値, 身長の関係については 

 
Mann-Whitney の U 検定を行った. 
【結果】 
被験者 50 名(21～30 歳, 平均 24.27 歳)の LP 

の中央値は 8.87 N, 口唇高, 口唇差の各 R 値の
中央値 は 0.38, 0.07（女性 1)：6.00N, 0.38, 0.09） 
であった. 口唇高 R値が中央値以上 (A1: 25名, 
LP平均 8.64N)と以下(A2: 25名, LP平均 9.44N), 
口唇差 R 値が中央値以上 (B1: 25 名, LP 平均 
8.32N)と以下 (B2: 25 名, LP 平均 9.76N)にグ
ループを規定し LP との関連について比較検討し
たところ, グループ A1, A2 間に有意差はなかっ
たが (p= 0.181), グループ B1, B2 間に有意差が
みられた (p= 0.013). また身長と口唇閉鎖力間に
有意な関連性はなかった． 
【考察】 
本研究では汎用性の高い方法を用い, 側貌にお

ける個人差を考慮して上下口唇の垂直幅, 水平幅
の比率（R値）を求め, 口唇閉鎖力との関連につ
いて評価した. 成人女性 1) に比べ, 口唇高・口唇
差の R値はほぼ同様であったが, 男性の口唇閉鎖
力は約 1.5倍であり, 一方で女性と同様に口唇差
の R値が大きい場合, 有意に口唇閉鎖力が低かっ
た. 本研究の結果より, 口唇差の R値が大きい場
合, 上下顎の前後差, いわゆる Overjetが大きい
ことが想起され, 早期にそれらを改善することは
口腔機能不全改善の一助となると思われる. 
小児歯科医は, 健全な口腔機能を有する永久歯

列に育成するための補助者と考えるなら, 顎だけ
でなく顎顔面のバランスを考慮した補助をする事

も重要であると考える. 本研究では, 口腔機能不
全症を改善する指標となり得る重要な結果が得ら

れたが, 今後も詳細な分析を行う予定である. 
【文献】 
 1）萩原 岳, 楊 秀慶他：側貌と口唇閉鎖力の関
係～若年成人女性について～,小児歯誌, 56(2), 
305, 2018. 
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小児の口唇閉鎖力のトレーニング効果に影響を与える因子 
The factors to affect the effect of lip closure training in children.  

 
○野上有紀子，齊藤一誠，稲田絵美*，海原康孝**，村上大輔*， 
窪田直子*，岩瀬陽子，黒澤美絵，中島努，山﨑要一*，早﨑治明 

 Yukiko Nogami, Issei Saitoh, Emi Inada*, Yasutaka Kaihara**, Daisuke Murakami*, 
Naoko Kubota*, Yoko Iwase, Mie Kurosawa, Tsutomu Nakajima,  

Youichi Yamasaki*, Haruaki Hayasaki 

（新潟大・院医歯・小児歯，*鹿大・院医歯・小児歯，**大垣女子短大・歯科衛生） 
Niigata Univ. Dept. Pediatric Dent, * Kagoshima Univ. Dept. Pediatric Dent and  

**Ogaki Women’s College Dental hygiene  
 

【目 的】 
平成 30 年度歯科診療報酬の改定により、新病名

「口腔機能発達不全症」に対して小児の口腔機能

管理加算が保険導入された。小児期の臨床におい

ては、「ハビリテーション」という概念が重要 1)

で、今後は、診断のための定量的な検査や機能訓

練に対するエビデンスが必要となる。そこで本研

究では、口腔周囲筋のトレーニングにより口唇閉

鎖力が増加するかを検証し、トレーニング効果に

影響する因子について明らかにした。 
【対象および方法】 
全国の小児歯科を専門とした歯科医院 26 施設

に定期受診している 3‐12 歳（平均 7.3±2.0 歳）

の小児 154 名（男児 74 名、女児 80 名）を対象と

し、りっぷるくん® による口唇閉鎖力測定および

口輪筋トレーニング器具りっぷるとれーなー®（と

もに株式会社 松風）による家庭でのトレーニン

グを実施した（図１）。対象者を 3‐6 歳、7‐9 歳、

10‐12 歳の３群に分け、口唇閉鎖力測定値の比

較・解析および口腔習癖の有無や前歯部の咬合状

態とトレーニング効果の関連について検討した。 
 
 
 
 
 
 
【結果および考察】  
初回の口唇閉鎖力と比較して、各月間の測定値

では各年齢群で統計学的に有意に増加した（図２）。

また、測定値の変化量では、初回からの１ヶ月間

が最も増加し、その後、変化量が減弱した。  
口腔習癖と不正咬合の有無によるトレーニング

前後の変化量の比較では、「舌癖」、「反対咬合」お

よび「開咬」があると有意に変化量が減弱した。

一方、「口唇閉鎖不全」および「上顎前突」の有無

では有意差は認められなかった。 
以上より、「舌癖」、「反対咬合」および「開咬」

では口腔習癖の除去や咬合の改善を優先し、その

後にトレーニングを行うことが有効で、「口唇閉鎖

不全」、「上顎前突」では、トレーニングを先行し

て行うことも効果的であることが示唆された。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
【結 論】 
口腔周囲筋のトレーニングにより、口唇閉鎖力

は増加するものの、口腔習癖や不正咬合の有無に

よりトレーニング効果に差異を認めた。 
【謝 辞】 
本調査・研究にあたりご協力いただきました

JSPP の先生方に深謝いたします。 
【文 献】齊藤一誠：小児期における顎口腔機能の

発達過程を探索する , 小児歯誌 , 50(1), 15-21, 
2012. 

図２ トレーニングによる年齢群毎の口唇閉鎖力の比較

Error bar: Standard Error 
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保育園児の口腔機能に関する研究 
Study of Problem about Oral Function of Children in Nursery School 

 
○髙橋摩理，髙橋真朗*，石﨑晶子，内海明美，弘中祥司 

Mari Takahashi, Masaaki Takahashi *, Akiko Ishizaki, Akemi Utsumi, Shouji Hironaka 
 

（昭和大・歯・口腔衛生，*たかはし歯科医院） 
Showa Univ. Dept. Special Needs Dentistry, Dvi. Hygiene and Oral Health  

Takahashi Dental Clinic*. 
 
【目 的】 
 厚生労働省の行った平成27年度乳幼児栄養調査

では食事に関することで保護者が困っていると回

答した割合は約 75％であり 1)、定型発達している

小児においても食事に関する不安があることが推

察される。そこで、小児の口腔機能の実態と保護者

の認識を明らかにするために本研究を行った。 
【対象と方法】 
 対象は、横浜市の某保育園を利用している乳幼

児のうち保護者の同意を得られた 70 名、男児 37
名（平均月齢 43.7 か月）、女児 33 名（42.7 か月）

である。対象児の保護者に食事や口腔機能に関す

るアンケートを配布し、後日回収した。摂食機能に

関しては 1 名の歯科医師が給食場面を観察し、評

価用紙に記入した。 
対象児を離乳完了期までの18か月（以下、～18M、

5 名）、乳臼歯萌出時期前半 19～23 か月（以下、19
～23M、10 名）、後半 24～35 か月（以下、24～
35M、13 名）、乳歯列の完成以降については 3 歳代

（以下、36M～47M、13 名）、4 歳代（以下、48～
59M、12 名）、5 歳以上（以下、60M～、17 名）に

群分けし、群ごとに集計を行った。 
口腔機能検査として、3 歳以上の幼児に対して口

唇圧（りっぷるくん® 松風）、舌圧（JMS 舌圧測

定器® JMS）測定を行った。口唇圧、舌圧は各 3
回測定し平均値を個人のデータとした。 

統計学的有意差の検定には Fisher の直接法と 
2 変量相関分析を用いた（SPSS Ver.22, IBM）。 
 本研究は昭和大学歯学部医の倫理委員会の承認

を得て行った（承認番号 2017-029）。 
【結 果】 
  アンケート結果は、「噛まずに丸のみ」「ブクブク

うがいができない」は 24～35M 以降有意に減少し

た。「詰め込み」は 36～47M、「こぼす」は 48～59 

 
M 以降減少したが、「時間がかかる」「食事量が少 
ない」は月齢に関係なく一定数みられた。 
 摂食機能評価では、「捕食が弱い」「すりつぶしが

不十分」「前歯咬断不可」などは 36~47M 以降では

ほとんどみられなくなったが、「処理時の開口」は

60M~においても 24％みられた。「一口量が多い」

「詰め込み」など食行動の問題は 36~47M で減少

した後 48~59M、60M~で増加した。 
 摂食機能と相関のみられた質問項目は「詰め込

み、こぼす、よだれが気になる、普段口が開いてい

る、ブクブクうがいができない」であり、食行動の

問題と相関のみられた項目は「噛まずに丸のみ、ブ

クブクうがいができない」であった。 
 口唇圧は 38 名、舌圧は 34 名が測定できた（平

均口唇圧 5.9N、平均舌圧 14.0kPa）。口唇圧と月

齢、舌圧と月齢、口唇圧と舌圧の間に有意な相関が

みられた。しかし、摂食機能と口唇圧、舌圧との間

に有意な相関は認められなかった。 
【考 察】 
 定型発達している小児では、摂食機能の問題は

少なかった。処理時の開口は年齢の高い群でもみ

られ、摂食機能の問題だけでなく、食行動が関係し

ている可能性も考えられた。摂食機能、食行動の問

題と質問項目の間に相関がみられたことから、ア

ンケートがスクリーニングとして利用できる可能

性が示唆された。 
舌圧、口唇圧は 3歳以上の小児に実施したため、

摂食機能との関連はみられず、圧の小さな小児の

特徴を明確にしていく必要があると思われた。 
【文 献】 
1) 厚生労働省．平成 27 年度乳幼児栄養調査結果

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/b
unya/0000134208.html 
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小児の口唇形態に関する研究 第 1報 年齢と口唇形態との関係

Lip morphology in early childhood: PartI. Age-related changes in lip morphological 
characteristics.

○岡崎好秀，金尾 晃*，小石 剛**，土岐志麻***，仲井雪絵****
Yoshihide Okazaki, Akira Kanao* , Go Koishi**, Shima Toki***, Yukie Nakai****

（国立モンゴル医学科学大学 小児歯科，かなお矯正小児歯科，こいし歯科，とき歯科，

静岡県立大学短期大学部）

Mongolian National Medical-Science University. Dept. Pediatric Dent. , Kanao Orthodontic- Pediatric Dental clinc*, 

Koishi Dental clinic**, Toki Dental clinic***, University of Shizuoka, Junior College****,

【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。さて乳児の口唇は厚く，上唇は凸

型を呈している。しかし通常，年齢とともに口唇

形態は薄く細長となる。一方，障害などにより口

腔機能に問題のある場合，口唇が厚く口が開いて

いるケースが多い。そこでこの点に着目し，小児

の口腔機能の客観的な評価法として“口唇形態”

の有効性について検討したので報告する。

【対象と方法】

保育園児（年少児 30 名，年中児 32 名，年長児

57 名）を対象とした。園児がリラックスしている

状態で口唇を撮影し，写真上で口唇を計測しその

縦/横比を求めた。そして縦/横比の割合に応じて

1/2 型，1/3 型，1/4 型の三段階に分類した。そし

て各年齢群における口唇形態について比較した。

【結果】

1. 年少児では，1/2 型は 63.3％，1/3 型 23.3％，

1/4 型 13.3％であった。

2. 年中児になると，1/2型は 37.53％，1/3型 37.5％，

1/4 型 25％となり，1/2 型が急に減少した。

3. 年長児では，1/2 型 35.1％，1/3 型 31.6％，1/4
型 33.3％であり，年中児と大差なかった。

【考察】

小児の口唇形態は，年齢とともに薄く横長にな

るケースが増加した。これは口唇での捕食や嚥下

などの口腔機能の向上と関係が深いと考えられる。

今後，口唇形態と口腔機能との関係について検討

する予定である。

＜図１＞口唇の計測点

＜図 2＞口唇形態の分類

＜図 3＞口唇形態の分布（縦/横比）

【文献】

1）岡崎好秀，他：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，小児歯誌，47：
297，2018．
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重症心身障害児の訪問歯科診療の 1例 

A case of home-visit dental treatments for children  
with severe motor and intellectual disabilities 

 
○奥 猛志、大内山晶子 

Takeshi Oku、Shouko Outiyama 
 

医療法人 おく小児矯正歯科 
Oku pediatric and orthodontic dental clinic 

 
【緒言】 
近年、小児医療・救急医療の進歩により、気管

切開や経管栄養などの医療的ケアを必要としなが

ら生活している子どもが増えてきている。高齢者

の在宅歯科診療はかなり普及してきたが、在宅の

小児の訪問歯科診療はまだまだ途上段階にある。

今回、重症心身障害児に訪問歯科診療を行ったの

で、現状や問題点について報告する。 
【症例】 
患児： ・ 、男性

年齢： 歳 か月、平成 年 月 日生まれ

主訴：生え代わりの乳歯を誤嚥しないか心配

全身疾患：低酸素性虚血性脳症、腎尿細管性アシ

ドーシス、くる病（骨折 回）、気管軟化症、

てんかん、喘息、花粉症、コミュニケーション不

可、視覚障害、聴覚障害、胃瘻、気管切開

現病歴：最近、下顎乳中切歯が脱落し、その横の

歯の動揺が著しく、誤嚥しないか心配になり、歯

科医師会に相談したところ、当院を紹介された。

特記事項：身長 ｃｍ、体重 ｋｇ、生活は

全介助、医科の訪問診療は１回／ か月

口腔内所見：

硬組織所見：下顎前歯舌側に歯石

軟組織所見：歯肉肥厚

咬合所見 ：開咬

【処置及び対応】 
初回：事前に提供していただいた情報の確認、口

腔内診査、今後の予定について相談

回目（ か月後）：口腔内外写真撮影、脱感作

、ブラッシング、歯石除去、フッ化物塗布

回目以降（ か月ごと）：Ｘ線検査（ 回目）、

交換期乳歯の抜歯（ 回目以降随時）、脱感作、

ブラッシング、歯石除去

回目以降： か月ごとの定期的な訪問診療、脱

感作、ブラッシング、歯石除去

【考察】

喉頭分離術が施術されていない重症心身障害児

では、交換期乳歯の誤嚥は窒息や肺炎のリスク要

因となる。本症例に対しても、訪問診療にて、主

訴である交換期乳歯の抜歯を実施した。口腔内細

菌による誤嚥性肺炎を予防するための歯石除去、

口腔内清掃、および、う蝕予防のためのフッ化物

塗布も必要であった。一方、胃瘻のため自食は望

めないものの、好きな味への反応はあるため、少

しでも喜びを増やすための摂食機能訓練も行って

いる。また、ブラッシングや歯石除去時の口腔過

敏を除去するために口腔周囲筋のマッサージなど

により脱感作も継続している。

【まとめ】 
在宅で生活する重症心身障害児が増える中、早

期からの口腔ケアの重要性の啓発が必要である。

また、口腔ケア、摂食嚥下指導、処置を安全に実

施できる歯科医療従事者の育成も急務となる。

一方、重症心身障害児の訪問歯科診療を推進す

るためには、高次歯科医療機関のバックアップ、

医師、看護師、作業療法士、言語聴覚士、ヘルパ

ー、介護士など他職種との協同や連携が必須とな

る。さらには、医療費負担軽減への対応も急がれ

る。
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長期在宅療養児への関わりの１例 第２報 
An example Part 2 of involvement in long-term home care recipient 

 
○齋部泰子，深野貢，西田綾美，國府健一郎，吉田美香，北村義久 

Yasuko Saibe, Mitsugu Fukano, Ayami Nishida, Kenichirou Kokubu,  
Mika Yoshida, 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 5名の子どもたちを月に一度、

歯科医師・管理栄養士と共に訪問し、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。今回、一人の患児の経過を報告す

ると共に前回からの変化と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】 
患児：６歳５ヶ月、男児 

脳性麻痺、多発奇形、気管軟化症、慢性呼吸器

不全、人工呼吸器管理、ミオパチー 

初診：平成２７年１月２８日 

主訴：歯の萌出をチェックして欲しい 

【処置および経過】 

初診時口腔内診査をしたところ、左側上顎乳切歯

および乳側切歯に齲蝕が認められた。保護者が口

から食べる楽しみを与えたいと砂糖入りの飴や経

鼻からジュースを与えていた。このことも齲蝕の

一要因と考え、齲蝕の進行抑制をすると共に口腔

ケア、ケア用品の提案、食生活習慣改善の助言（現

在はキシリトール入りの飴を食べている）を行っ 

ている。現在齲蝕の進行は見られず、月１回の診

察と口腔ケア、３か月に 1 度フッ素塗布を行って

いる。途中胃瘻になり、体重の増減を聞きながら

管理栄養士と連携をとり経過を診ている。 

平成３０年１２月２１日に左側上顎乳切歯及び乳

側切歯の根尖から排膿、膿胞を認めた。年齢を重

ねるにつれ歯冠が見えなくなっている。歯肉増殖

が原因と考える。抜歯も視野に入れエックス線を

撮影し歯牙、根尖を確認。炎症の像は認められず、

排膿、膿胞も減少が見られたので経過観察とした。

今後も継続的な診察が必要である。 

【考察】 

歯科衛生士として長期在宅療養児に関わることで、

口腔の健康管理ができているように思う。それと

同時に保護者の変化も意識しながら、保護者の肩

の荷を少しでも下せるよう努めている。現在在宅

療養児を歯科から支援していく形はまだまだ少な

く歯科は置き去りのように思う。今後の課題の一

つとして患児の成長と共に交換期の問題など、口

腔内の変化に合わせて処置が必要になってくる。

他職種との連携をしながら口腔の健康管理をして

いく。私自身高齢者の在宅や施設への訪問、口腔

ケアの経験があるものの小児の在宅は初めてであ

り、歯科から口腔の健康と成長発達を支援できる

喜びを感じている。それと同時に知識不足や人間

力が問われていると感じている。これからも継続

的に関わり何ができるのかを模索していきたい。 
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乳幼児の授乳期間と齲蝕罹患に関する実態調査

～小児専門開業医における 年の初診患者の記録から～ 
The survey of infants lactation period and dental caries incidence. 

～From the record of first visit patients in pediatric specialty practitioners for one year.～ 
 

○福井亜実，樋口かさね* 
Ami Fukui, Kasane Higuchi* 

 
（北大病・歯・小児障害，*そら小児歯科クリニック（札幌市）） 

Hokkaido Univ. Hosp. Dent. for Children and Disabled Persons, Sora Pediatric Dental Clinic 
 

【目的】 
母親から乳児への授乳は、生命活動の維持、そ

して良好な母子関係の形成に重要な役割を果たし

ていると考えられており、WHO は 2 歳を過ぎる

までは授乳を継続することを推奨している。一方、

長期の授乳継続、特に夜間の授乳は齲蝕罹患のリ

スクとなるという報告が多い。以前、我々は授乳

を継続していても齲蝕にならない生活習慣を探る

ため、実際の授乳期間、および卒乳時期別の齲蝕

率、そして授乳を継続している乳幼児の食生活と

齲蝕について分析したところ、2 歳半以降に卒乳

した群の齲蝕罹患率が、1 歳半までに卒乳したも

のよりも有意に高いが、卒乳時期が 2 歳半以降の

対象者では、齲蝕に罹患していない乳幼児の生活

習慣の特徴は認めないという結果を得ている１）。 
今回、小児歯科専門医院を受診した患児を対象

とし、初診時の授乳の有無、齲蝕罹患率の実態を

調査し、相関を調べるとともに、授乳継続してい

ても齲蝕に罹患していない乳幼児の生活習慣の特

徴を検討した。 
【対象と方法】 
対象：2016 年 4 月～2017 年 3 月に、そら小児

歯科クリニックを初診で受診した 1 歳以上 6 歳以

下の患児 
方法：診療録、問診票より、下記の調査項目の

情報（初診時のもの）を得て、項目間の関連につ

いて分析を行った。統計処理はχ2 乗検定あるい

は Fisher の直接確率法、ｔ検定で行った。 
＜調査項目＞歯式、年齢、授乳の有無（母乳、

人工乳、母乳と人工乳の混合をすべて授乳とする）、

授乳の回数、夜間授乳の有無、就寝前の授乳の有

無、卒乳時期、日常摂取している間食と飲み物、

間食が規則的か否か、口腔内清掃の回数、保護者

等による仕上げ歯磨きの有無 
【結果】 

1 歳～6 歳までの新患で授乳している割合は、

22.1％であった。年齢別授乳率は 1 歳が 45.0％、

2歳が 5.7％、3歳が 6.9％、4歳以上は 0％であり、

ほとんどの患児が 2 歳までに卒乳していることが

わかった。齲蝕罹患率は、授乳群、卒乳群につい

て、どの年齢でも授乳群の方が齲蝕罹患率が高い

傾向はあるが、両群に有意差は認められなかった。

また授乳群、卒乳群での DMF 指数について 3 歳

で両群に有意差が認められた。母集団を授乳群に

しぼり、齲蝕の有無と生活習慣について解析を行

ったところ、甘味系の間食をとっている群がとっ

ていない群より齲蝕保有率は有意に高かった。 
【考察】 

１歳以降の授乳継続患児は、卒乳完了している

患児より齲蝕罹患率は高い傾向はあるが、統計学

的に有意差は認められなかった。しかし DMF 指

数では、3 歳で有意差が認められた。この結果よ

り、3 歳以上の授乳は齲蝕予防に関して注意が必

要であると言える。 
また、授乳継続中の患児のみを対象に齲蝕があ

る患児とない患児の生活習慣を比較すると、間食

に甘味系おやつをとっている項目に有意差が認め

られたことから、授乳継続中はおやつの種類に配

慮することが齲蝕予防において重要であることが

示唆された。 
【文献】 

1）福井亜実, 他：乳児の授乳期間とう蝕罹患に

関する実態調査～乳幼児健診でのアンケート

から～, 小児歯誌, 50：75, 2011． 
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当院における小児初診患者の実態調査－専門医勤務前後の比較－ 
Investigation of actual condition of new patients in our clinic and  

comparison of before and after working at a specialist 
 

○梶井友佳 横山瑛里香 
Yuka Kajii, Erika Yokoyama 

 
（中山歯科医院（東京都小平市）） 

Nakayama Dental Office 
 
【目的】当院は平成 19 年 3 月に一般歯科医院とし

て開業し、地域医療に取り組んできた。少子高齢

化が進む近年、小児が最初に訪れる可能性が高い

一般歯科医院における小児患者の実態を調査する

ことは、小児患者や保護者のニーズを知るうえで

重要である。また、当院では平成 24 年 6 月より小

児歯科専門医が勤務しており、専門医勤務前後で

治療やリコール状況を調査することで、一般歯科

医院における小児歯科専門医の役割を考察する。 
【方法】平成 19 年 3 月から平成 29 年 5 月までに

当院を受診した小学生以下の初診患者を対象とし

た。問診票・カルテ・エックス線をもとに、年齢・

性別・主訴などの患者情報と、初診時の歯牙年齢・

齲蝕歯数・治療回数・治療中断の有無・定期受診

の状況などについて調べた。また、開業から 3 カ

月間（平成 19 年 3 月～平成 19 年 5 月）を初期群、

専門医勤務前の 5 年間（平成 19 年 6 月～平成 24
年 5 月）を前期群、勤務後の 5 年間（平成 24 年 6
月～平成 29 年 5 月）を後期群とし、前期群と後期

群を比較した。 
【結果】初診患者数は全期間で 1845 人、初期群

では月平均が 32.0 人と多かったが、前期群と後期

群では月平均がそれぞれ 14.2 人と 14.9 人であっ

た。全期間における年齢分布を見ると、1 歳から 6
歳が多くそれぞれ 10％を超え、7 歳以上で徐々に

減少しており、6 歳以下の割合が 73.0％であった

（図 1）。主訴（複数回答可）は、健診希望が 42.8％
と最も多く、次いで歯の痛みや歯が欠けたなど齲

蝕に関連するものが 38.5％、シーラントやフッ素

など予防に関連するものが 37.7％と続いた。また、

主訴に関して前期群と後期群を比較すると、後期

群では健診と予防関連を主訴に来院する患児が増

加し、齲蝕を主訴に来院する患児が減少していた。

初診時に治療が必要な齲蝕歯数を調べると、齲蝕 

 
なし（0 本）が 55.1％と半数以上であったが、5
本以上齲蝕のある患児も 16.9％いた。齲蝕歯数を

前期群と後期群で比較すると、後期群では齲蝕な

しの患児が増加していた。齲蝕ありの患児につい

て治療回数と治療中断の有無を前期群と後期群で

比較すると、前期群より後期群で治療回数が増加

し、治療の中断が減少する傾向があった。また、

初診治療終了後の定期受診の状況をみると、全期

間では定期的に受診した患児が 25.4％、不定期の

受診が 28.9％、受診なしが 45.0％であった。定期

受診の状況を前期群と後期群で比較すると、後期

群で定期受診が増加し、不定期受診および受診な

しが減少していた。 

 
＜図 1＞年齢分布 

【考察】小児の齲蝕が減少している現代において

も、一般歯科医院に来院する小学生以下の小児患

者は多く、主訴は健診や予防だけでなく齲蝕に関

連するものも多かった。専門医勤務により治療の

内容が充実し、定期的な受診が増加したことから、

一般歯科医院における小児歯科専門医の役割は大

きいといえる。 
 【文献】 
 1）丸谷由里子，他：本学小児歯科外来における

初診患者の実態調査，小児歯誌，55（1）：37‐
43，2017． 

小児歯科学雑誌　57（2）：273　2019　273

P-48



ネパール歯科医療協力会の活動～母子保健活動 年の歩み～

Activities of the association of dental cooperation in Nepal  
～The 30 years history of maternal and child health～  

 
○麻生弘、大野秀夫、白田千代子、大野陽真、大野慧太郎、

西本美恵子、柏木伸一郎、志賀和子、深井獲博

Hiroshi Aso,Hideo Ohno,Chiyoko Hakuta,Yoma Ohno,Keitaro Ohno, 
Mieko Nishimoto,Shinichiro Kashiwagi,Kazuko Shiga,Kakuhiro Fukai 

（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 は、 年

前からカトマンズ近郊のラリトプール郡 現ゴダ

ワリ市 で母子保健活動を実施してきた。その紆余

曲折の 年間の活動状況について報告する。

母子保健活動の経緯

年前の活動開始時、村のヘルスポスト

保健所 や役場に出向き、地域の母子保健情報

を収集した。 年、活動地域の村でヘルスポス

トの仕事を手伝っているマザーボランティアの存

在を把握した。マザーボランティアが、 の活

動に関心を寄せたため、個々の家庭訪問 訪問保

健 や村の辻での保健指導 巡回歯科保健

の協力をしてもらうことで、マザーボランティア

の母子保健のヘルスプロモーションが始まった。

毎年テーマを決め、母子保健の推進のため、

マザーボランティアと学び、情報を共有した上で、

地域の幼児・就学前小児の定期的な口腔保健指導

と体重測定・身長測定を継続実施した。一定の成

果を上げたが、識字率が低いため、苦労を強いら

れた。 年マザーボランティアから「地域の子

どものほとんどが、保育園に通園しているので、

家庭や地域で幼児・就学前小児の保健指導はでき

ない。」と報告があった。その年の夏から、 は

現状調査し、村の複数の保育園で、保育園の担当

者と協力し活動を実施した。

マザーボランティアの保育園活動

活動状況

マザーボランティアは保育園を定期的に訪問し、

病気の予防法、身体を清潔にすることの大切さ、

食事の摂取の仕方等について、手洗い、口腔清掃、

口腔機能の訓練など体験教育をしている。また、

身長・体重を測定、記録し経過を追っている。

調査および結果

年 月～ 年 月 次隊 、 が

活動しているラリトプール郡の 村の保育園児合

計 名 テチョー村、 保育園児 名、

スナコチ村、 保育園児 名、 レレ村、

保育園児 名 について体重および

齲蝕罹患率の調査を行った。結果を下図に示した。

まとめ

は母子保健活動において、毎年その時々の問

題を取り上げ、マザーボランティアと共に学んで

いる。そして、マザーボランティアは学んだ事を

村の中で実践している。今後も はマザーボラ

ンティアの自立を目指し活動を継続していく予定

である。

【文献】

中村修一 他：ネパール歯科医療協力会 年の

活動 歯界展望
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赤ちゃん歯科学級における母親の意識調査  
Survey on mother’s consciousness in baby dental class 

 

○川島翼，山口真奈，高橋万莉，藤岡万里，井上美津子，草間里織＊，島田幸恵 
Tsubasa Kawashima, Mana Yamaguchi, Mari Takahashi, Mari Fujioka, Mitsuko Inoue,  

Saori Kusama*, Yukie Shimada 
 

（昭和大・歯・小児歯，*昭和大・横浜市北部病院歯科・歯科口腔外科） 
Showa Univ. Dept. Pediatric Dent. and  

Showa Univ. Northern Yokohama Hospital Dept. Oral Surgery and Dentistry 
 
【目的】

日常の小児歯科臨床において、保護者から子ど

もの口腔に関わる相談を受けることが多々ある。

しかし、小児歯科医が出産後の母親の乳児に対す

る口腔健康への意識にふれることは少なく、詳細

な報告もほとんどない。そこで我々は、出産後の

母親に対して乳児の口腔の心配事に関する調査を

行い、その内容を把握することで、今後の妊産婦

の子どもに対する不安を取り除き、子育て支援の

一助としたいと考えた。

【対象と方法】

昭和大学横浜市北部病院の産科を受診した妊婦

のうち平成 年度と平成 年度に赤ちゃん歯科

学級を受講した母親 名 を対象とし、受講直

後に実施したアンケートの回答から母親の年齢や

子どもの性別、月齢などの受講者の背景と口腔健

康への関心事や、心配事等の内容について 重複回

答可 比較、検討を行った。

【結果】

今回のアンケート調査では ～ か月児の母親

が受講しており、その年齢は 歳～ 歳であっ

た。また、子どもの男女比はほぼ であった。

まず母親が現在、関心のある事について子ども

の月齢ごとに比較した。生後 ～ か月児の母親も

生後 ～ か月児の母親も共に離乳食、卒乳のこと、

生活リズムの順に関心があることが明らかとなっ

た。なお、 ～ か月児の母親においては、自分の

睡眠に関しても関心があることが分かった。また、

男児と女児の比較では、ともに離乳食、卒乳のこ

と、生活リズムの順に関心があるとの結果であっ

た。そして母親を年齢別に比較したところ、 ～

歳で離乳食、夜泣き、卒乳のこと、生活リズム

の順に関心があり、 歳以上では離乳食、卒乳の

こと、授乳のことの順に割合が推移していた。

一方、子どもの口腔内での心配事として、 ～

か月児の母親ではむし歯、歯並び 歯の生え方 、

歯磨きの順であり、 ～ か月児の母親においても

同様であった。また、男児ではむし歯、歯みがき、

歯並び 歯の生え方 の順であり、女児ではむし歯

と歯並び 歯の生え方 が同じ割合で多く、次に歯

みがきの順であった。さらに、母親の年齢別では

～ 歳の母親で歯並び 歯の生え方 、むし歯、

歯磨きの順で、 歳以上でむし歯、歯並び 歯の

生え方 、歯磨きの順に心配事が推移していた。

【考察】

今回の調査で出産後の母親の主な関心事は離乳

食や卒乳についてであることが明らかになった。

平成 年度乳幼児栄養調査において、離乳食の開

始時期は か月の割合が多いことが示されたが１）、

本調査においてアンケート調査を行った ～ か

月児では、ちょうど授乳期～離乳食開始期にかけ

ての月齢であったため、離乳食や卒乳に関心事が

集まったのではないかと考えられた。また離乳食

に関しては、進め方が心配という母親も多くみら

れ、歯科医師として口腔形態や機能の発達状況に

応じた離乳食の形態等のアドバイスをすることで、

母親の不安を軽減できるのではないかと考えた。

一方、口腔内の心配事はむし歯が最も多かった。

このことは近年う蝕罹患率が減少傾向を示してお

り、乳児期よりう蝕予防に関心のある母親が多く

いることも要因の一つではないかと考えられた。

【文献】

）厚生労働省：平成 年度 乳幼児栄養調査，

アクセ

ス
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１歳児とその保護者のフッ化物製剤の使用状況に関する調査

A Survery of the Usage of Fluoride Preperation of 1 Year Old Children and their Caregivers
 

○齊藤香恵子，波多野宏美，山崎てるみ，出口 崇，中村光希，白瀬敏臣，内川喜盛

Kaeko Saito, Hiromi Hatano, Terumi Yamazaki, Takashi Deguchi, Mitsuki Nakamura, 
 Toshiomi Shirase, Yoshimori Uchikawa  

（日歯大病院・小児歯）

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

本研究は 歯科口腔保健活動を開始する保護者

への適切な指導と支援方法を検討することを目的

に １歳児の保護者に歯科保健活動開始時期のフ

ッ化物製剤の使用状況に関する調査を行った

なお 本研究は日本歯科大学生命歯学部倫理委

員会の承認（ ）を受けて行った

【対象と方法】

対象は 育児用品会社のモニターであり 本研究

への参加の承諾が得られた月齢 ～ か月幼児

の保護者 名とした

調査は アンケートへの記入方式にて行った ア

ンケート内容は 現在の口腔ケア用品の使用状況

フッ化物製剤の使用状況 フッ化物に関する知識

子ども・保護者の歯磨き状況 かかりつけ歯科の有

無などであった 得られたアンケート結果は 項目

ごとに集計し 分析は

を用いて行った．

【結果】

「口腔ケアで一番初めに使用したもの」は ガー

ゼが と多く 次にゴムブラシ と歯磨

き用ウエットティッシュ 歯ブラシが

％だった 「歯ブラシの使用開始時期」は 上

下の前歯が萌出してからが 下の前歯が萌出

してからが だった

「保護者が子どもの口腔ケアで一番知りたいこ

と」は歯磨きの方法で であり 次にうがいの

方法と開始時期 歯磨剤の選び方

だった また フッ化物の家での使用法については

％だった

１歳児に「フッ化物製剤を使用している」のは

であり 使用していないが ％ フッ化物

製剤かわからないが ％であった 母親が「フッ

化物製剤を使用している」のは だった

「使用しているフッ化物製剤の形状」は ジェ

ル状が ％と最も多く ペーストとスプレーが

％と続いた

「保護者が子どもの歯みがき剤に求めること」

は むし歯予防効果が最も多く ％ 安全性

％ 楽しんで使える ％ であった

「フッ化物製剤について知っていること」に関

しては 初期むし歯の予防が最も多く 歯

質の強化が 菌の活動抑制が 毎日の

使用が望ましいが であった

「歯磨きで困っていること」は きれいに磨けて

いるか心配 ％ 口を開けない ％ 逃げ

る ％ 泣く ％ が多かった

「こどものかかりつけ」がある人は 「母

親のかかりつけ」がある人は だった また

「保健所や歯科で定期的にフッ素塗布している」

のは であった

【考察】

本研究では 歳児の保護者を対象に子どものフ

ッ化物製剤の使用状況を中心に歯科口腔保健行動

の開始状況についての調査を行った 子どもの初

めての口腔ケアで使用したものに多様性が見られ

歯ブラシの使用開始時期も歯が萌出する前からの

ものや 歳児となってもまだ開始していないもの

もいた また 歳児の子どもの歯磨き方法 うがい

の方法 歯磨剤の選び方について知りたい保護者

が多く 初めての口腔ケアについての正確な知識

が伝わっていないことが推察された 歯磨剤やフ

ッ化物を使用しているものは半数程であったが

その使用目的も多様であり フッ化物の正しい安

全な使用方法についての知識があるものは多いと

はいえなかった 以上をふまえ 小児歯科専門医だ

けではなく 地域のかかりつけ医においても歯科

口腔保健行動の開始時期における口腔ケアについ

ての正しい情報の提供や指導を行っていく必要が

ある
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小児歯科診療所における初診患者の実態調査 
Survey of actual condition of new patients in a pediatric dental clinic in Tomakomai, Hokkaido 

 
○山本健也，山本友絵，小川奈未 

Kenya Yamamoto, Tomoe Yamamoto, Nami Ogawa 
 

（北栄こども歯科） 
Hokuei-kodomo Pediatric Dental Clinic 

 
【目的】 

小児歯科と矯正歯科のみ標榜する診療所におけ

る開業時と 5 年後の初診患者の実態調査を行った

ので報告する。 
【対象と方法】 
対象は開業時（平成 24 年 10 月 1 日から平成 25

年 9 月 30 日）および 5 年後（平成 29 年 10 月 1
日から平成 30 年 9 月 30 日）のそれぞれ 1 年間の

初診患者とした。患者の性別、年齢、居住地、主

訴および齲蝕の有無等について診療録をもとに調

査した。初診患者の居住地分布は、医院のある沼

ノ端地域（苫小牧東部＝6 つの小学校校区域）、市

内隣接地域（沼ノ端西側にあたる苫小牧中東部＝

同 3）、その他市内（苫小牧西部および中心部＝同

15）、東胆振 3 町および日高西部（沼ノ端東部に位

置する農村地域）、周辺市域（沼ノ端北側の千歳市、

恵庭市）、その他（札幌市、室蘭市、道外など）と

した。主訴については、齲蝕治療、検診、外傷、

歯並びの相談、乳歯の抜歯、歯のクリーニング、

その他に分類した。 
【結果】 
開業時の初診患者数 1243 名（男児 619 名、女

児 623 名）平均年齢は 4.3 歳、5 年後の初診患者

数は 711 名（男児 375 名、女児 336 名）平均年齢

3.4 歳であった。 
居住地は沼ノ端地域が開業時（約 71％）、5 年後

（約 55％）ともに最も多く、初診患者の大半を占

めるが、割合としては減少し、市内隣接地域、そ

の他市内や東胆振 3 町および日高西部からの初診

患者の比率がそれぞれ高くなっていた。3 地域合

算では開業時約 27％から、5 年後には約 43％とな

っていた。比較的距離の近い周辺市域からの初診

患者は千歳市からのみで、ごくわずかであった。 
主訴については検診（約 44％）が最も多く、次

いで齲蝕治療（約 35％）であり、これら２つが大

半を占めていた。5 年後もその傾向は変わらず検

診約 40％、齲蝕治療約 28％となり、齲蝕治療以

外で来院する初診患者の割合が増加した。 
齲蝕の有無については、開業時から齲蝕のない

初診患者の方が多く（約 55％）、5 年後ではさらに

その割合が高くなっていた（約 62％）。 
【考察】 

開業当初は沼ノ端地域の初診患者が大半を占め

たが、5 年後はその割合は減少していた。一方、

市内の他地域や東胆振および日高西部からの初診

患者比率が上昇していた。これは、5 年のうちに

小児歯科医院であることが広く周知されたためと

推測した。ただし、歯科医院が多数ある千歳市か

らの初診患者はほとんど認めないため、東胆振 3
町や日高西部からの割合増加については、地元に

歯科医院が少なく、しかも小児を診療する歯科医

院がわずかあるいは皆無なことも理由の一つと考

えた。 
主訴は検診や齲蝕治療が多いのは変わらないが、

齲蝕治療以外の初診患者の割合が増加した。検診

もわずかに減少し、歯のクリーニングやその他の

主訴の初診患者が増加していた。また、開業時、5
年後ともに齲蝕のない初診患者の比率が高く、初

診患者の低年齢化も認めた。これらより、歯だけ

ではなく口腔内に対する保護者の関心が高くなる

と同時に、関心事もより具体化してきていること

を示唆していると思われた。 
【文献】 

1）菊地友絵，他：本学歯学部附属病院小児歯科

における最近 5 年間の初診患者の実態調査 1.
初診時について，小児歯誌，41：271-277，
2003． 

2）丸谷由里子，他：本学小児歯科外来におけ

る初診患者の実態調査，小児歯誌，55：37-43，
2017． 
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本学小児歯科外来における初診患者の実態調査 
 －2006 年度と 2015 年度の比較－ 

Fact-finding of New Patients 
at Pediatric Dental Clinic of University Hospital in 2006 and 2015 

 
○普天間優貴，王 陽基，外山敬久，林 勇輝，河本新太郎，石坂 亮， 
玄番千夏子，荒木麻美，堀部森崇，藤井美樹，名和弘幸，福田 理 

Yuki Futemma, Youki Ou, Takahisa Toyama, Yuki Hayashi, Shintaro Komoto, Ryo Ishizaka, 
Chikako Gemba, Mami Araki, Moritaka Horibe, Miki Fujii, Hiroyuki Nawa, Osamu Fukuta 

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

 
【目的】 

近年，少子化や核家族化等の社会的背景の変化

により，小児を取り巻く環境は著しく変化してい

る。こうした状況の中で，現在の小児歯科専門医療

機関に求められる役割を考察するために，初診患

者の動向を分析し，現状を把握することは必要不

可欠である。 
そこで今回、その基礎資料を得るために，2006

年度および 2015 年度に当科に来院した初診患者

について調査し，比較検討したので報告する。 
なお，本調査は愛知学院大学歯学部倫理委員会

の承認（承認番号 535 号）を得て行った。 
【対象と方法】 
対象は，2006 年度および 2015 年度に当科を受

診した初診患者とした。調査方法は，保護者が記載

した小児歯科初診申込用紙を資料とし，初診患者

数，初診時年齢，主訴，紹介状の有無について集計

を行った。また主訴の項目については，齲蝕，口腔

管理，歯の交換，外傷，歯列およびその他に分類し

た。 
【結果】 
１）初診患者数 
2006 年度 640 名（男児 351 名，女児 289 名）に

対し，2015 年度 602 名（男児 367 名，女児 235
名）であり、約 6％の減少を示した。 
２）初診時年齢 
2006 年度は，5 歳が 87 名で最も多く，次いで 6

歳，4 歳の順であった。2015 年度では 4 歳が 94 名

で最も多く，次いで 3 歳，5 歳の順であった。両年

ともに未就学児の来院が多い傾向を示した。 
 

 
３）主訴 
2006 年度は，口腔管理が 27.5%で最も多く，次

いで齲蝕が 21.7%であった。2015 年度は，齲蝕が

30.9%と最も多く，次いで口腔管理が 24.3%であっ

た。齲蝕と口腔管理をあわせた割合は両年ともに

全体の約半数を占めた。 
４）紹介患者 
2006 年度は 177 名（27.6%），2015 年度は 331

名（54.8%）と，人数，割合共に増加が認められた。

また，紹介患者の齲蝕を主訴とした割合は，2006
年度は 32.6%，2015 年度では 40.8%と増加を示し，

その多くは 5 歳以下であった。 
【考察】 
本調査の結果より，患者数は2006年度から微減

しているものの，年齢は依然として未就学児の割

合が高い。一方、紹介患者数は増加しており，齲蝕

処置を中心とした専門治療が求められている。 
以上より，専門医療機関はニーズに合った治療

技術の提供，受け入れ態勢の整備および求められ

る技術を伴った人材の育成を行っていくことが必

要であると考えられる。 
今回の結果から，今後はさらに需要の多い低年

齢児を中心として，初診からその後の動向につい

ての詳細な調査を行っていく予定である。 
 
【文献】 
１）徳倉 健，中野 崇，柴田宗則，丹羽英之， 
土屋友幸：本学小児歯科における 1993，2003 年

度初診患者の実態調査，小児歯誌，44(1):1-7，
2006． 
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当院における唇顎口蓋裂患者への初期治療の現状 

Present status of initial treatment for patients with lip cleft palate in our hospital 
 

○中野裕子, 板家智, 湯浅健司 

Yuko Nakano, Satoshi Itaya, Kenji Yuasa 
 

（社会医療法人 雪の聖母会 聖マリア病院・小児歯科（福岡県久留米市）） 
Our Lady of the Snow Social Medical Corporation St.Mary's Hospital Dept.Pediatric Dent. 

 

【目的】 

鼻歯槽形成 (presurgical nanoalveolar molding, 以下

PNAM)を行い, 片側性, 両側性の完全唇顎口蓋裂患者の外

鼻形態が著明に改善することにより口唇裂初回手術の際

の外鼻形成最小限に止めるという方法が用いられ、有用

性が報告されている 1）。しかし, PNAM を開始する日齢は

各医療機関によって様々であるが, 一般的には約 2～3 週

以降であることが多い 2）。哺乳や外鼻形態改善のためには

早期に治療開始を行うことが良好な治療結果を得られる

のではないかと推察し, 早期治療介入のための当院にお

ける初期治療プロトコールの見直しを行った。 

【対象と方法】 

当院を受診した唇顎口蓋裂患者を対象に実施。以前の当

院のプロトコールでは, 早くても約 1～2 週以降で PNAM

を装着していた患児に対し, 今回は, 0 生日から PNAM 装

着を行い, 哺乳の観察, 外鼻形態の観察を行った。 

【結果】 

以前のプロトコールでは PNAM 治療開始までの期間に哺乳

不良を認める児も多く, PNAM 治療開始後は装置への適応

にも時間がかかっていた。今回, 早期に治療を開始した

ことで, 哺乳不良となる児は少なくなった。また, 早期

経口哺乳が可能となることで, 児の体重増加も良好であ

り, 哺乳に関する保護者の不安や負担も軽減することが

できた。さらに, 外鼻形態に関しても, 早期開始による

良好な結果を得ることができた。 

【考察】 

PNAM 装置は出生後可及的早期に装着することにより効果

的な外鼻形態の改善が見込めるとしており, その根拠と

して出生後約 6週までは組織のヒアルロン酸濃度が高く,  

 

 

それにより軟骨や結合組織の弾性が少ないため, 可塑性

が得られやすいことが挙げられている 1）。 

今回, 可及的早期（出生直後）に PNAM 治療を開始したこ

とで, 外鼻形態の改善は極めて良好であった。また, 入

院中であれば, 児の早期退院につながり, 外来通院にお

いても, 保護者の哺乳に関する不安や負担が軽減するこ

とができたと考えられる。 

今後は, 以前の当院のプロトコールと比較した統計処理

を行い, 早期介入の有効性の評価を行う予定である。 

【文献】 

1) Grayson BH, 他 : Presurgical nasoalveolar molding 

in infants with cleft lip and palate, 36(6) : 486-98 1999. 

2) 森田 圭一, 他：術前鼻歯槽形成法による片側性完全

唇顎口蓋裂患者の初期治療, 日本口腔外科学会雑誌, 

50(11) : 643-648 2004. 
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身体抑制歯科治療ガイドラインの日、英、米での比較 
Comparison between physical restraint dental treatment Guideline 

 in Japan, the U.K. and the United States. 
  

○木舩敏郎，木舩崇* 
〇Toshiro Kifune, Takashi Kifune* 

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

 
【目的】 

従来の小児歯科ではレストレーナによる身体抑

制法を、ルティーンな歯科治療時の選択肢として

きたが、子供や障害者の権利の観点から再考が必

要である。日、英、米の身体抑制法のガイドライン

を比較検討し、日本の今後の在り方を模索した。 
【方法】  
①適応条件②実施する歯科医師の資格、研修の

決まりの有無③ルティーンな歯科治療の手段とし

て許されうるか、について日本障害者歯科学会 1)、

英国小児歯科学会 2)、米国小児歯科学会 3)が公表し

たガイドランを参照して調査し、比較検討した。 
【結果】 
①適応条件。日本障害者歯科学会：1)切迫性。身

体抑制を行ってでも診療するべき緊急性、切迫性

があること。2)非代替性。客観的にみても、他に有

効な方法がなく身体抑制だけが選択されうること。

3)一時性。その診療、検査や処置のためだけの短時

間、一時的な身体抑制であること。英国小児歯科学

会 ： Clinical Holding Flowchart で

APPROPRIATE であること。すなわち、Is what 
you are proposing in the patient’s best interest? 
が YES、Is the parent happy to go ahead?が YES、
Is there an alternative?が NO、 Will lack of 
treatment cause harm?が YES であること。米国

小児歯科学会：1）発達障害・知的障害・医学的身

体的状態が原因で、緊急時の診断や最小限の治療

に協力出来ない。2) 緊急のケアが必要で、患者・

スタッフ・歯科医師・保護者の安全を確保できない。

3) 以前治療に協力的患者が急に非協力になり、保

護者の安全と治療の進展のため。4) sedation や全

身麻酔が長期の予約待ち、治療費、保護者の方針等

が原因で不可能な場合、限定的な治療が必要な非

協力患者。5) sedation を実施しているが、さらに

治療中の体動を防止する限定的身体抑制。6) 体動

がコントロールできないため、ケアが充分にでき

ないスペシャルヘルスケアニーズのある患者。②

実施する歯科医師の資格、研修の決まりの有無。日

本：学会が会員の研修、訓練を継続して行うべきで

あるとしている。英国：身体抑制を実施するスタッ

フ・歯科医師は皆、国家から信任された基礎的な訓

練を受け、毎年更新訓練を受ける必要がある。米

国：歯学部の卒前教育のみでは身体抑制歯科治療

の訓練が出来ていない。卒後の大学院教育で抑制

治療の実地訓練を受けておく必要がある。コロラ

ド州のみは、特別の教育課程の履修なしの身体抑

制を禁じている。③ルティーンな歯科治療として

許されうるか。三か国とも許容されない。 
【考察】 

切迫性・非代替性・一時性が適用条件になってい

る。National Health Service で子供の歯科治療費

が無料の英国と異なり、米国小児歯科学会では治

療費等の実際的な諸条件を加味して、全身麻酔・

sedation よりも身体抑制を選択する場合があり得

る。現代の身体抑制歯科治療はルティーンな歯科

治療ではありえない。その中で、抑制の適用条件は

国により若干の違いがある。日本でも早急に国民

的合意が得られるよう、歯科のみならず関係諸団

体との考え方のすり合わせが求められる。 
【文献】 
1）一般社団法人日本障害者歯科学会ガイドライ

ン検討委員会：歯科治療時の身体（体動）抑制法に

関する手引き. 障歯誌, 39:45-53, 2018 
2）Allen.Y, et al : British Society of Paediatric 

Dentistry: a policy document on the use of 
Clinical Holding in the Dental care of children. 
The British Society of Paediatric Dentistry, 1-8, 
2016 
 3) Review Council : Protective Stabilization for 

Pediatric Dental Patients, 39(6):260-265,2017 
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幼児期自閉スペクトラム症児における歯科診療姿勢の確保に影響する要因 
Factors Influencing Adaptation to Lying on the dental chair among  

Preschool-aged Children with Autism Spectrum Disorder 
○藤井美樹，図師良枝*，溝口理知子*，稲垣絹世，名和弘幸，福田理 

Miki Fujii, Yoshie Zushi*, Richiko Mizoguchi* ,Kinuyo Ingakaki, 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） 

Dept .Pediatric Dent. ,School of Dentistry,Aichi-Gakuin University, and 
*Toyota Municipal Child Development Center Pediatric Dent. 

 
【目的】 

自閉スペクトラム症(ASD)児は障害の特性から

仕上げ磨きの困難性など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ことから、歯

科保健支援の立場から歯科医療の早期介入が必要

である。しかし ASD 児にとって歯科診療室は非日

常的な場面であり、歯科診療時の対応が最も困難

な障害の１つであると言われている。そのため

ASD 児をはじめとする発達障害児の歯科診療時

の適応性について多く報告されている。 
中川ら 1）は診療台への上がり方や上がった後の

様子はその後の歯科治療の適応性と関連があると

述べており、福田ら 2）は歯科診療姿勢の確保が困

難な非協力児は無理に笑気を吸入させてもほとん

ど効果がないと述べている。 
このことから歯科診療を円滑に行うためには歯

科診療姿勢の確保（歯科診療台で仰臥位をとる）

が重要であると考えられるが、その影響要因につ

いての報告はない。そこで今回 ASD 児の歯科診療

姿勢の確保に影響する要因を明らかにするために

調査、検討を行った。 
【対象と方法】 

対象は早期療育施設に併設する小児歯科に通院

中の 2～5 歳 ASD 児（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)倫理委員会の承認を得て行った。 
調査内容は定期検診で来院した患児の診療姿勢

の確保時の協力状態、年齢要因として暦年齢、発

達年齢（遠城寺式乳幼児分析的発達検査）、その他

の背景要因として初診来院の動機、入室時の行動

などの 7 項目について調査した。 
また診療姿勢の確保時の協力状態を「容易」「困

難」の 2 群に分類し、2 群間の年齢要因の比較は

各項目毎にｔ検定を用い、有意差が認められた項

目については「容易群」「困難群」の判別に最適な

年齢のカットオフ値を算出した。その他の背景要

因についてはχ2検定を行い、統計学的な分析は全

て危険率 5％未満で有意とした。 
【結果】 

1.年齢要因の「容易群」と「困難群」の比較で

は暦年齢、発達年齢ともにすべての項目で「容易

群」が高い年齢を示し、基本的習慣、対人関係、

発語、言語理解の 4 項目で統計的に有意差が認め

られた(p<0.01)。 
2.「容易群」「困難群」の判別に最適な発達年齢の

カットオフ値は基本的習慣 2 歳 3 か月、対人関係

1 歳 6 か月、発語 1 歳 5 か月、言語理解 1 歳 5 か

月であった。 
3.その他の背景要因では入室時の行動、診療台へ

の移乗において「容易群」と「困難群」の人数の

割合に統計的に有意差が認められた (p<0.05)。 
【考察】 

ASD 児の治療前のトレーニングやう蝕予防で

通常行われることが多い「機械的歯面清掃」は 2
歳程度の発達が必要とされている 3）。本研究の結

果から診療姿勢の確保における「容易群」「困難群」

の判別に最適な発達年齢のカットオフ値は対人関

係、発語、言語理解で 1 歳 6 か月前後であること

から、う蝕予防を効果的にすすめるために、より

早期から歯科診療室や歯科診療台に慣れるトレー

ニングを行うことは ASD 児のう蝕予防管理をす

すめる上でも重要であると考えられた。 
【文献】 
1)中川弘:小児の歯科診療時の協力性に関する研究,
小児歯誌,28(4):984-995,1990. 
2)福田理:トレーニングを応用した笑気吸入鎮静法

の心身障害児歯科治療に対する臨床効果,小児歯

誌,33(1):29-35,1995. 
3)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,愛院大誌,54:1-12,2016. 
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広汎性発達障害児の口腔管理を長期にわたり行なっている１例	

A	case	doing	the	oral	care	over	a	long	time	for	pervasive	developmental	disorders	

	

◯佐々木千佳子，佐藤未来，大谷さゆり，志賀百恵，高橋未有，才川奈津美，三宅有 

Chikako	Sasaki,	Miki	Satou,	Sayuri	Outani,	Momoe	Shiga,	Miyu	Takahashi,	Natumi	Saikawa,	

Yuu	Miyake	

（みやけゆう歯科医院）	

Miyakeyuu	Dental	Office	

	

【はじめに】	

	 子どもが発達障害のため、いろいろなことに不

安や心配を抱きながら来院した保護者とその子

どもの診療補助、定期的に受診をしてくれたこと

で長期にわたり口腔管理を行なえている１例を

報告する。（同意書提出済）	

【症	 例】	

	 	 初診時年齢：6歳5ヶ月、男児	

	 主	 訴：乳歯の晩期残存	

	 	 家族構成：父・母・兄・本人	

	 患児は３歳時に広汎性発達障害と診断されてい	

る。この年齢まで歯科医院を受診した経験はなか	

ったが、下顎乳前歯が抜けずに永久歯が萌出した	

ことを、発達支援センターで相談したところ当院	

を紹介される。平成16年10月20日初診、右下乳中	

切歯晩期残存、同部位の舌側から中切歯が萌出し	

ていた。また乳臼歯に初期齲蝕が認められた。	

【診療経緯】		

	 初診時には、「静かにしてね」「お口を開けて	

ね」などと、母親に言い聞かせられて来たと思わ	

れる言葉をオウム返しし、こちら側からの挨拶や	

問いかけに患児は反応を見せなかった。診療台に	

は上がったが、付き添っていた母親と共に終始落	

ち着かない様子であった。口腔内にミラーを挿入	

しようとした途端、術者の手を掴んで離さなくな	

った。母親の希望もあったので、了解を得て抑制	

下にて主訴の右下乳	 中切歯は抜歯した。次回か

ら診療に慣れてもらうよう、行動療法を用いてト

レーニングを継続して行うこととした	 その後、

来院ごとに口腔衛生指導や、歯面清掃を行ったが、

案内された診療台の番号が気に入らず入室を拒ん

だ事があった。また、入室の順番が他の患者と前

後してしまったときには、その場で怒り出して暴

れたり、歯科医院の建物から出てしまったりする

ことも度々あった。しかし、回数を重ねるうちに

徐々に慣れた様子で、現在も継続して受診してい

る。	

【考	 察】	

	 発達障害の子を持つ保護者は不安が大きいと

思われる。この症例では初診時に母親があまり協

力的ではないと感じたが、焦らずに来院回数を重

ねるうちに、徐々に母親の協力が得られるように

なっていき、初診時から15年間になるが（現在２

１歳になるが）、子どもの口腔管理を継続するこ

とができている。	

	 子どもの不協力は受診を重ねることで歯科外

来にも慣れて、また成長とともに減少してきて、

歯石除去や機械的歯面清掃も可能となった。今後

は歯周病予防のためにもセルフケアの確立を目	

指し、また来院時には歯科衛生士として指導、支

援したいと考えている。	
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下顎骨内の第一大臼歯歯冠に認められた限局性透過像の１例  

A Case of a Localized Radiolucency in the Crown of the First Molar in the Mandible 

 

○野坂久美子，佐藤輝子，駿河由利子* 

Kumiko Nozaka, Teruko Satou, Yuriko Suruga* 

 

（あおば歯科小児歯科クリニック・盛岡市, *すこやか歯科こども歯科医院・滝沢市） 

Aoba Dental and Pediatric Dental Clinic・Morioka‒shi, 

                   *Sukoyaka Dental and Pediatric Dental Clinic・Takizawa-shi  

 

【目的】 

 今回われわれは、デンタルエックス線写真にお

いて、下顎骨内に存在する未萌出永久歯の歯冠部

に限局性の透過像を認めた５歳５か月の女児の稀

な症例に遭遇した。 

【症例】 

 患児の初診は２歳児健診を希望して当クリニッ

クを訪れた時で、萌出歯は上下顎ともに乳中切歯

から第一乳臼歯までであった。さらに、３歳７か

月に至ると乳歯列はすでに完成しており、乳歯に

は視診で形成不全は認められなかった。 

一方、５歳２か月時には定期診査の際、自覚症状

はないが、下顎左側第二乳臼歯咬合面に象牙質齲

蝕を認め、修復処置を行っている。しかし、５歳

５か月時に下顎右側第一、第二乳臼歯部に一過性

の疼痛を覚えて来院した。視診で齲蝕は確認され

ず、デンタルエックス線写真でも、乳臼歯には齲

蝕様所見は認められなかった。しかし、その後方

に存在している未萌出の第一大臼歯歯冠の近心エ

ナメル質表層に V 形の透過像が存在しその底部は

エナメル質から象牙質厚 1/2 まで近心髄室角上方

部に大きな透過像が確認された。その後、自覚症

状がないことから経過観察とし、４か月後のエッ

クス線写真所見でも発見時の所見と変化はなかっ

た。発見から 10 か月後に萌出してきた第一大臼歯

の咬合面において、近心小窩付近に形成不全が疑

われる小さな着色部分が存在した。その部分を切

削した結果、その内部はデンタルエックス線写真

と同様に掘削性にすう粗な、また、軟化した歯質

で満たされていた。これらの歯質を除去し、水酸

化カルシウム製剤を用いて覆髄後コンポジットレ

ジンで修復を行った。また、第一大臼歯の歯根は

正常に形成されている。 

【考察】 

 

 本症例のような透過像の原因には、齲蝕あるい

は形成不全、歯質の吸収などが考えられる。齲蝕

に関しては、経年的な観察から、透過像の部位に

相当する髄室に第三象牙質の形成が認められない

ことから原因とは考えられない。また、歯質の突

発的な吸収に関して、それを誘発するような原因

として考えられる根拠が見いだせなかった。一方、

小窩の部分を切削したところ、乾性のさらさらし

たような象牙質がラウンドバーで簡単に削除され

た。さらに、第一大臼歯は出生時ごろ各咬頭頂に

相当する部位から石灰化が始まり、出生後１年ご

ろよりこれらの石灰化の中心が相互に連結するよ

うになり、３~５歳ごろに歯冠の石灰化が完成す

ると云われている。本症例は、石灰化の中心が相

互に連絡する部分の一部である近心小窩でやや黄

色みを帯びた石灰化の低い部分が存在し、その部

分のエナメル質から象牙質に形成不全帯が生じた

ものと考えられた。いわゆる１歳から３歳の間に

生じた形成不全ではないかと思われた。 

【結論】 

 小児の主訴ならびにエックス線写真の読影の重

要さを示した症例であった。 

【文献】 

１）山下 浩：歯の発育と発育障害, 山下 浩編,  

 小児歯科学－－総論－－, 医歯薬, 東京, 1977, pp.  

 125-176. 

２）阿部真紀, 他：永久歯に特発性歯冠吸収を起  

 こしたと思われる 2症例, 小児歯誌,39：231- 

 237, 2001. 

３）久保田文恵, 他：エックス線診査で未萌出小 
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都心の大学病院小児歯科における来院患児のフッ化物配合歯磨剤使用実態について	 

An investigation concerning the using state of fluoride-containing toothpaste in children visiting 
the pediatric dental clinic of college hospital in the Tokyo metropolitan area. 

	 

○海老根由梨，櫻井敦朗*, 本間宏実*，田中亜生*，太田大聖*， 
田村梨恵*，濱口翔一*，辻野啓一郎*，若林眞由美,  新谷誠康* 

Yuri Ebine, Atsuo Sakurai*, Hiromi Homma*, Aoi Tanaka*, Taisei Ota*, Rie Tamura*,  
Shoichi Hamaguchi*, Keiichiro Tsujino*, Mayumi Wakabayashi, Seikou Shintani* 

 
（東歯大・歯科衛生士部，*東歯大・歯・小児歯） 
Section of Dental Hygiene, Tokyo Dental College, 

*Department of Pediatric Dentistry, Tokyo Dental College 
 
【緒言】 
	 一般的に、フッ素イオンは歯質の強化、齲蝕病

原菌の酸産生量の低下等の作用により、齲蝕予防

効果があるといわれている。フッ化物応用のうち、

フッ化物配合歯磨剤は家庭で最も簡単に行える方

法である。現在では市場に流通している歯磨剤の

うち、約 90%がフッ化物配合歯磨剤となっている。
さらに近年、日本でも 1450ppm のフッ化物配合

歯磨剤の販売も開始された。そこで、東京歯科大

学水道橋病院小児歯科を受診した患児を対象とし、

東京都における小児の歯磨き習慣やフッ化物配合

歯磨剤の使用状況に関する実態調査を行った。 
【対象と方法】 
	 2018年 3月から 2019年 2月の期間中に東京歯
科大学水道橋病院小児歯科を受診した 16 歳未満
の患児を対象とした。保護者および本人に同意を

得ることのできた 154名に対し、アンケート調査
を行った。調査項目は、小児の年齢、家庭での歯

磨剤使用の有無、歯磨剤へのフッ化物配合の有無、

歯磨剤に配合されているフッ化物濃度または商品

名、歯磨剤使用後の洗口回数、1450ppmのフッ化
物配合歯磨剤に対する認知度および使用の有無、

フッ化物の効能に関する知識についてである。 
【結果】 
	 対象となった 154 名中、初診患者は 64 名
(41.6%)、定期健診に訪れた患者は 90 名(58.4%)
であった。その中で、５歳が 33 名(22.0%)と最も
多く、次いで６歳(14.7%)、７歳 (14.0%)と続いた。
歯磨剤を使用している患児の中で、歯磨剤にフッ

化物が入っていると回答した割合は 78.4%であっ 

 
た。しかし、歯磨剤を使用している患児の中で洗

口回数が２回未満と回答した割合は 22.4%であっ
た。また、保護者が 1450ppm のフッ化物配合歯

磨剤について、知らないと回答した割合は 91.4%
であった。一方で、患児に 1450ppm のフッ化物

配合歯磨剤を使用していると回答した割合は

1.3%であった。６歳未満の小児で 1450ppm のフ
ッ化物配合歯磨剤を使用している者はいなかった。

最後に、保護者がフッ化物の効能について知って

いる、または少し知っていると回答した割合は

81.0%であった。 
【考察】 
	 多くの保護者がフッ化物の効能について知識が

あり、フッ化物配合歯磨剤を使用している割合は

高かった。しかし、フッ化物配合歯磨剤を使用し

た後、洗口回数が適切な患児は少なかったため、

フッ化物の効果があまり期待できない可能性があ

る。今後、フッ化物配合歯磨剤の使用だけでなく、

洗口回数など利用法の指導を行うことが必要であ

ろう。また、1450ppmのフッ化物配合歯磨剤につ
いては、ほとんど認識されておらず、使用してい

る患児もごく少数であった。フッ化物配合歯磨剤

の年齢別使用に関するガイドラインに従い、適切

な年齢であれば、1450ppmのフッ化物配合歯磨剤
の使用についての指導を行うことで、齲蝕予防効

果を高めることを検討していくべきである。 
【文献】 
1) Fejerskov O : Changing paradigms in 
concepts on dental caries consequences for oral 
health care, Caries Res, 38 : 182-191, 2004. 
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千葉県内の小児歯科診療室における小児の歯磨きに関する実態調査 
Survey on the toothbrushing of pediatric patients at our clinic in Chiba Prefecture 

 
○中内彩乃, 荒井	 亮, 青柳	 翠*, 田中亜生, 安部晴美*, 櫻井敦朗, 今井裕樹, 新谷誠康 

Ayano Nakauchi, Ryo Arai, Midori Aoyagi*, Aoi Tanaka, Harumi Abe*, Atsuo Sakurai, Hiroki Imai, 
Seikou Shintani 

（東歯大・歯・小児歯，*東歯大千葉歯科医療センター・衛生士部） 
 

Department of Pediatric Dentistry, Tokyo Dental College 
*Department of Dental Hygiene, Tokyo Dental College Chiba Dental Center 

 
【目的】 
	 諸外国で採用されている国際基準（ISO）と同
じフッ化物濃度 1500ppm を上限とする歯磨剤が

わが国でも厚生労働省によって 2017 年に承認さ
れ、より一層の齲蝕予防効果が期待されている。

本研究の目的は、歯磨き習慣とフッ化物配合歯磨

剤の認知度に関するアンケート調査を実施し、今

後の口腔保健指導内容を検討することである。 
【対象と方法】 
	 2018年 5月から 12月までに東京歯科大学千葉
歯科医療センター小児歯科を受診した初診および

定期健診に訪れた患者（健診患者）のうち、本研

究の同意を得た 16 歳未満の 179 名(初診患者 79
名、健診患者 100名)に対して保護者へのアンケー
ト調査を実施した。調査項目は『本人磨き回数』、

『本人のフロス回数』、『仕上げ磨き回数』、『仕上

げ磨きの体勢』、『仕上げフロス回数』、『歯磨剤の

選択理由』、『フッ化物の効能の知識』、『歯磨剤へ

のフッ化物配合の有無の認知』、『1450ppmフッ化
物配合歯磨剤の認知』、『使用中の歯磨剤のフッ化

物配合濃度の認知』とした。 
【結果】 
	 対象者の年齢は 1〜15歳で、平均年齢は 6.6歳
であり、なかでも 5歳と 6歳が多かった。『本人磨
き回数』は、「1日 2回以上」の割合は初診患者で
は 64.5%、健診患者では 83.0%であった。また、
『本人のフロス回数』を「毎回している・時々し

ている」と回答した割合は健診患者が 39.0%と初
診患者の 18.9%よりも高かった。『仕上げ磨き回数』
は、「1日に 1回」と回答した初診患者の割合の方
が高く、「2回」と回答したのは健診患者の割合の
方が高かった。『仕上げ磨きの体勢』は、初診およ

び健診患者ともに『寝かせ磨き』が最も多く、『仕

上げフロス回数』は「毎回している・時々してい

る」と回答したのは、初診患者の 32.9%に比べて、
健診患者では 56.0%と高かった。『歯磨剤の選択理
由』は、「むし歯予防のため」が最も多く、次に「フ

ッ素が入っているから」、「味が良いから」が続い

た。『フッ化物の効能の知識』に関しては、82.7%
が「効能を知っている・少し知っている」と回答

し、『歯磨剤へのフッ化物配合の有無の認知』では

81.0%がフッ化物配合歯磨剤を「使用している」
と回答したが、『1450ppm フッ化物配合歯磨剤の
認知』では 77.7%が「知らない」と回答した。ま
た、『使用中の歯磨剤のフッ化物配合濃度の認知』

に関しては、46.9%が「知らない」と回答した。
一方で、「知っている」と回答した 34.1％は
950ppm、1450ppmのいずれかのフッ化物配合歯
磨剤を使用していたが、そのうち 27.5%の患児が
6歳未満であり、不適切な濃度を使用していた。 
【考察】 
	 初診患者と比較して健診患者の方が本人磨きの

回数が多く、フロスの使用が普及しており、定期

健診時の口腔衛生指導が功を奏していると考えら

れる。また、保護者はフッ化物の効能を認識して

いるが、使用している歯磨剤のフッ化物濃度を認

知しておらず、年齢に適したフッ化物配合濃度の

歯磨剤を選択していなかった保護者もおり、今後

フッ化物配合歯磨剤の使用を推奨するだけではな

く年齢に適したフッ化物配合濃度の歯磨剤の使用

を指導する必要がある。さらに、年齢に応じたフ

ッ化物配合濃度の歯磨剤の使用を促すためには、

パッケージにフッ化物配合濃度を明確に、保護者

の目に入るように記載する必要性が示唆された。 
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亜鉛 フッ素徐放性ガラスを用いたシール材 ケアダインシールド

によるバイオフィルム形成抑制効果に関する研究

○熊谷徹弥，柏村晴子，尾崎正雄 
Tetsuya Kumagai, Haruko Kashiwamura, Masao Ozaki 

（福岡歯科大・歯・成育小児歯科学分野） 

 
【目的】 
これまでに我々は，歯質の耐酸性と齲蝕予防効

果を向上させるため歯表面に塗布するフッ素およ

び亜鉛含有のシール剤（ケアダインシールド［

液；亜鉛 フッ素ガラス分散液， 液；リン酸水溶

液］以下 と略す）について報告してきた。亜鉛

には抗菌性を有するとの報告があり ）， を塗布

する事により亜鉛 フッ素ガラス，リン酸亜鉛等の

ナノ粒子層を形成し，亜鉛，フッ素イオンを溶出

することで酸産生抑制と齲蝕予防効果が期待でき

る。その抗菌効果については，第 回日本小児歯

科学会九州地方会において報告した。今回はさら

にエナメル質表面に生成されたナノ粒子層がバイ

オフィルム形成に対してどのような抑制効果がお

こるのかを検討するため，エネメル質表面にケア

ダインシールドの塗布を行い，バイオフィルムの

観察及び細菌数の測定を行なったので報告する。

【対象と方法】 
牛歯歯冠の唇側エナメル質を直径 厚さ

円盤状に切り出，試験体を作成した。その

後，エナメル質表面を耐水研磨紙♯ にて鏡面

研磨し，新鮮エナメル質を露出させ，超音波洗浄

を行なったのちオートクレーブにて滅菌し，試験

体を作成した。そして，コントロール群及び 群

及びフッ化物（フッ素濃度 社製 以下

と略す）群を塗布した物を試験体とした。各

試験体を 液体培地 に浸漬後，対数増期の

（ 株）を播種し， ℃にて嫌気

条件下で 時間培養した。培養後，試験体を取り

出し蛍光染色を行ない，蛍光顕微鏡にてバイオフ

ィルムの観察を行なった。また，試験体に付着し

た細菌数の測定も行なった。

 

 
【結果】 

蛍光顕微鏡での観察ではコントロール群と

群に比べ 群ではバイオフィルムの形成量が少

なかった。試験体に付着した細菌量からもコント

ロール群（ × ）， 群（ ×

）及び 群（ × ）との有意

差を認めた（図 ）。 

 
＜図１＞試験体における細菌付着量 

【考察】 
亜鉛には不溶性グルカンを抑制することが報告

されている ）。バイオフィルムの形成にはグルカ

ンの合成が関わっており亜鉛による不溶性グルカ

ンの抑制がバイオフィルムの形成の抑制および細

菌数の低下に働いたと思われる。

したがって， は のバイオフィルム

の形成を阻害し，齲蝕予防に有用であることが示

唆された。

【文献】 
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接着性モノマーのカルシウム塩を配合したレジン系コーティング材の開発 
Development of sealing coat material composite containing calcium salts of adhesive monomer 

 
○藤田裕介*，倉重圭史*，齊藤正人*，斎藤隆史**，伊藤修一*** 

Yuusuke Fujita, Yoshihito Kurashige, Masato Saitoh, Takashi Saito, Shuichi Ito 
 

（*北医療大・歯・小児歯，**北医療大・歯・齲蝕制御治療，***北医療大・歯・歯学教育開発） 
Health Sciences Univ. of Hokkaido. Div. Pediatric Dent., Div. Clinical Cariology and Endodontology 

and Div. Dental Education Development. 
 
【目的】 

小児歯科領域において，齲蝕感受性の高い歯面

の保護を目的としたコーティング材が使用されは

じめており，コーティング材の封鎖性向上は，カリ

エスリスクの低減に繋がることが期待される．レ

ジン系のコーティング材は外来刺激を遮断する目

的で用いられるが，効果の継続のためには，歯質と

の強い接着性および耐久性が必要とされる．カル

シウム塩を接着性モノマーに配合することで，ワ

ンステップボンディング材の物性に変化が生じ，

接着性能が向上するとの報告がある 1)． 
本研究では，カルシウム塩を接着性モノマーに

配合したコーティング材 (BCA) を開発し，象牙質

封鎖性についての検討を行った． 
【対象と方法】 

実験には，BCA および他社コーティング材の 3
種類を使用した． 

実験 1 として，ラットの上顎第一臼歯咬合面に

窩洞を切削した群と，窩洞にそれぞれ 3 種類のコ

ーティング材をメーカーの指示に従い塗布した群

とで比較検討した．処置 3 日後にラットから摘出

した上顎第一臼歯を EDTA による脱灰，パラフィ

ン包埋および薄切後，ヘマトキシリン・エオジン 
(H.E) 染色を行い，歯髄組織の炎症細胞浸潤を観

察した． 
実験 2 として，象牙質を露出させたヒト抜去歯

に，コーティング材にて歯面処理した後，コンポジ

ットレジンを積層した．接着面が 1 mm × 1 mm に

なるようマイクロテンサイル試験用試料を調製し

た．試料は蒸留水中に浸漬した状態で 24 時間保管

し，微小引張試験を行った．測定後の試料破断面は

SEM にて観察した．測定結果は一元配置分散分析

を行った後，Dunnett test にて，危険率 5%以下を

有意とした． 

 
【結果】 

実験 1 において，切削のみを行った群の歯髄で

は，歯冠部から根尖歯髄まで炎症細胞浸潤を認め

た．一方，コーティング材を塗布した群では，すべ

ての試料において，歯冠部歯髄に限局した炎症細

胞浸潤であった． 
実験 2 の微小引張試験において，BCA は他社の

コーティング材と比較して，初期接着性能が有意

に高かった（p<0.05）．試料破断面の観察において，

BAC は CR での凝集破断が多かったが，他社コー

ティング材ではボンディング層内での破断を多く

認めた． 
【考察】 

本研究において，BCA に配合した接着性モノマ

ーのカルシウム塩は，レジン系のコーティング材

中で，カルシウムイオンを介在した数量体の会合

構造を形成し，この構造物がコーティング材およ

び接着歯面に影響を与える可能性が報告されてい

る 1)．ラット第一臼歯歯髄の組織像から，BCA は

他社コーティング材と同様に外来刺激を遮断した

と考えられ，接着性モノマーのカルシウム塩はコ

ーティング材の効果を阻害しないことが確認され

た．一方，微小引張試験では，他社コーティング材

と比較して，BCA は歯質との接着性能が高く，ボ

ンディグ層内で破断した試料がないことから，優

れた象牙質封鎖性を持つことが示唆された．  
【文献】 

1） 甕富美子, 伊藤修一, Nahid Al NOMANN, 
斎藤隆史. 新規接着性モノマーCMET 配合

シーリングコート材の象牙質接着性および

再石灰化誘導能，日歯保存誌，58：143-146，
2015． 
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下顎第二小臼歯における特発的な歯胚の方向異常による 
萌出障害の症例発表 

Case Reports of Eruption Disturbance of the Mandibular 
Second Premolar by the Idiopathic Ectopic Position 

of the Tooth Germ 
 

○石井佳子 
Yoshiko Ishii,  

 
（旭山小児歯科） 

Asahiyama Pediatric Dentalclinic  
 
【目的】 

我々小児歯科医は、種々の局所的な要因による

永久歯の萌出障害に遭遇することは少なくない。

小臼歯では下顎第二小臼歯に好発するが、上顎犬

歯のように隣在歯に障害を及ぼすことは少なく、

治療の必要の有無や介入の時期の決定などに苦慮

することが多い。今回、特発的な歯胚の方向異常に

より、下顎第二小臼歯の萌出が障害された症例に

ついて、臨床的に経過を追いその処置について考

察したので報告する。本発表にあたり全保護者に

データ使用の許可を得ている。 
【対象と方法】 

対象は 2002 年 3 月から 2016 年 1 月までに当院

で経過観察または処置を行った、特発的な歯胚の

方向異常による下顎第二小臼歯の萌出障害の 10例

である。エックス線写真をもとに、診断時年齢、性

別、部位、歯胚の形成度、傾斜方向や角度、治療経

過について調査し治療基準を考察した。対象歯を

特発的なものとしたので、先行乳歯に歯内療法の

既往や根尖病巣のあるもの、さらに萌出スペース

不足が原因と考えられるものは除外した。歯胚の

形成度は Moorrees らの歯の発育段階の分類法を

もとに、エックス線写真上にて Stage1 から

Stage13 の 13 段階で評価した。歯胚の傾斜度は

Kobaiashi らの計測法に従い、エックス線上で近接

する第一大臼歯の近心面最大豊隆部から近心根へ

の接線と、傾斜した第二小臼歯の歯軸とで形成す

る角度を測定し、遠心傾斜を（+）、近心傾斜を（－）

とした。 
【結果】 

5 例は自力萌出し 5 例は開窓、牽引を行った。 

 
 

 

 
【考察】 

下顎第二小臼歯に、特発的な歯胚の方向異常に

よる萌出障害が認められた場合、反対側同名歯の

萌出期に、患側の歯胚の傾斜に改善がみられない

症例や、患側が埋伏のまま歯根形成が進んでいる

症例では、保護者の同意を得次第、先行乳歯の抜歯、

開窓牽引を行うことが望ましい。 
また、10 例のうち 4 例では、他の部位に 1 歯な

いし 2 歯の歯胚の先天欠如が認められ（智歯を除

く）先天欠如の平均的発生率に比べかなり高い確

率であった。そのため歯胚の先天欠如がある症例

では、下顎第二小臼歯の歯胚の状態をより注意を

払って観察する必要があると考えられる。 
【文献】 

1） 高木純一郎，他：歯胚の方向異常による下顎

第二小臼歯萌出障害の臨床的検討，小児歯

誌，47(3)：433-441，2009． 
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A Case of Prothodontics in Consideration of Aeshtetics Property in Permanent Tooth Root Dysplasia due 
to Influence of Ultra High Chemotherapy and Whole-Body Radiation Therapy 

 
* * *,  

Hiroyasu Konno*, Takashi Nakano*, Eri Sugimoto, Keisuke Sakai*, Osamu Fukuta 
 

,  *  
Aichi Gakuin Univ. Dept. Pediatric Dent. and Toyohashi Kids Dental Clinic 
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パノラマエックス線を用いた日本人の永久歯の発育時期に関する検討 
Permanent tooth development period in Japanese shown by orthopantomography 

 
○呉本勝章*,**，大川玲奈*，仲野和彦* 

 Katsuaki Kuremoto*,**, Rena Okawa*, Kazuhiko Nakano* 
 

（*阪大・院・小児歯，**医療法人クレモト歯科小児歯科） 
*Dept of Pediatric Dent. Osaka Univ Grad. Sch. of Dent. and **Kuremoto Dental and Pediatric Dental Clinic

【目的】

口腔の成長発達の診査において、永久歯の発育

段階から歯年齢と暦年齢を比較することは重要で

ある。現在主に用いられている歯年齢の評価法は

外国人を基準としたもので、日本人を基準とした

評価法はない。本研究では日本人のパノラマエッ

クス線から暦年齢と永久歯の発育段階の関係性を

検討し、現代の日本人における歯年齢の算出方法

を確立するために必要な知見を得ることにした。

【対象と方法】

1. 対象：大阪大学歯学部附属病院小児歯科と医療

法人クレモト歯科小児歯科 大阪府交野市 を受診

した患者のうち、平成 29 年より過去 5 年間におい

て、パノラマエックス線撮影を行った日本人男女

480 名（3~18 歳、男女別各年齢 15 名）を対象とし

た。なお、全身疾患、萌出障害、歯の形態異常、歯

の形成不全、過剰歯、先天性欠損、永久歯の歯内療

法の既往を有する者は除外した。 
2. 歯年齢の評価方法：Haavikko1)の分類を基に、

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、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、根尖閉鎖期の合計 11 ステージに分類し、パ

ノラマエックス線を元に上下顎 28歯種ごとのステ

ージを評価した。その後、各歯種における各ステー

ジでの男女別平均歯年齢を算出し、その歯年齢の

男女差や、Haavikko1) の歯年齢と比較した。

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】

1．男女間の歯年齢の比較

(1) 歯冠完成期：上顎犬歯、下顎切歯、下顎犬歯、

下顎第一小臼歯、下顎第一大臼歯において、女性の

方が男性よりも有意に早かった。

(2) 歯根完成期：上顎切歯、上顎犬歯、上顎第一小

臼歯、上顎第一大臼歯、下顎犬歯、下顎第一大臼歯

において、女性の方が有意に早かったが、下顎第二

大臼歯のみ男性の方が有意に早かった。

2．Haavikko1) の歯年齢との比較

(1) 歯冠完成期：男性では上顎切歯、上顎側切歯、

上顎第二大臼歯、下顎側切歯、下顎犬歯、下顎第一

小臼歯、女性では上顎切歯、上顎側切歯、上顎犬歯、

上顎第一大臼歯、上顎第二大臼歯、下顎犬歯、下顎

第二大臼歯で Haavikko1) の歯年齢より 1 年以上

遅延を認めた。歯種別暦年齢の順序を比較すると、

上顎切歯が上顎第一大臼歯より遅かった。

(2) 歯根完成期：男性では上顎第二小臼歯、下顎犬

歯、下顎第二小臼歯、下顎第一大臼歯、女性では上

顎第二小臼歯、上顎第二大臼歯、下顎側切歯、下顎

犬歯、下顎第二小臼歯、下顎第二大臼歯で

Haavikko1) の歯年齢より 1 年以上遅延を認めた。

歯種別暦年齢の順序を比較すると、下顎犬歯が下

顎第一小臼歯より遅かった。

【考察】

下顎第二大臼歯の歯根完成期を除き、女性の方

が男性より歯冠完成期や歯根完成期の暦年齢が早

い傾向を認めた。第三大臼歯を除く全ての永久歯

の歯根完成が約 14 歳で完了することから、第二次

性徴期との関連性が示唆された。1960 年代にフィ

ンランド人を対象として算出された Haavikko1)

の歯年齢と比較すると、日本人の歯の形成は遅い

傾向が認められた。また、歯の形成順序が異なるこ

とが明らかとなったことから、人種間や時代の変

化により歯年齢と歯の形成順序が異なると考えら

れた。今後さらに調査対象を拡大し、現代の日本人

における歯年齢の算出方法を確立していきたい。

【文献】

1) Haavikko, K: Suom Hammaslaak Toim, 66: 
103-70, 1970． 
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上顎右側前歯部に認められた Odontodysplasia の 2 例 －第一報 臨床的観察－ 
Case reports of regional Odontodysplasia identified in maxillary right anterior region 

 -Clinical observation- 
 

○大島洋平，井出正道，千葉敏江*，安谷屋明莉，黒木貴子，朝田芳信 
Yohei Oshima, Masamichi Ide, Toshie Chiba*,Akari Adaniya, Takako Kuroki, Yoshinobu Asada 

 
（鶴見大・歯・小児歯，*鶴見大・口腔解剖） 

Tsurumi Univ. Dept. Pediatric Dent. and *Tsurumi Univ. Dept. Oral anatomy 
 
【緒言】 

一般的に は原因不明の局所的

にみられる歯の形成不全である。エナメル質と象

牙質に著しい形成不全を生じ、エックス線写真で

は特有の幻影像を呈することから と

も呼ばれている。 を有する 名

の女児の歯科的管理を行う機会を得たので、その

第一報として臨床的観察について報告する。本報

告に関し患児および保護者の同意を得ている。

【臨床的観察】 
（症例 ）初診時（ 年 月 日）年齢 歳

か月の女児。 の部位は │。

既往歴・家族歴：特記事項なし。

臨床的およびエックス線所見： │は歯冠破折し残

根、 │に形成不全が認められ │に歯肉膿瘍が

みられた。 │はエックス線透過性が高く、歯質

が菲薄であった。また │の歯胚にも形成不全

がみられた。

治療経過： │は保存を試みることにしたが、

│は 歳 か月時、 │は 歳 か月時、 │は

歳 か月時に保存不可能となり抜去した。抜去歯

は硬組織の形成量が少なく表面が粗造であった。

抜去後 │部に可撤保隙装置を装着し、定期的

に口腔内管理を続けた。 歳 か月のパノラマエ

ックス線所見から、 │の歯胚は乳歯と同様に幻

影状の所見であった。現在は人工歯を永久歯に変

更した可撤保隙装置を使用し、 │の発育状態と

萌出がみられるかについて経過観察を継続してい

る。

（症例 ）初診時（ 年 月 日）年齢 歳

か月の女児。 の部位は │。

既往歴・家族歴：特記事項なし。

臨床的およびエックス線所見： │に形成不全

が認められ │部の歯肉腫脹がみられた。

動揺度は │１度、 │ 度、 │ 度、 │ 度であ

った。 │はエックス線透過性が高く、歯質が

菲薄であった。後継永久歯は │部に 歯認め

られ、 │部には認められなかった。その 歯には

形成不全がみられた。

治療経過： │は保存不可能と判断し消炎後に抜

去した。抜去歯は症例 と同様に硬組織の形成量

が少なく表面が粗造であった。 歳 か月時、可

撤保隙装置を │部に装着した。 歳 か月時、

│が保存不可能となり抜去した。歳 か月時、

│部の増歯を行い、定期的な管理を継続した。

歳 か月時のパノラマエックス線所見から前歯部

歯 │ に加え │の歯胚の発育がみられたが

永久歯の歯胚は幻影状の所見であった。可撤保隙

装置を使用しながら後継永久歯の発育状態と萌出

がみられるか経過観察を継続している。

【考察】 
は原因不明で女児に多く、片

側性、上顎前歯部に連続した複数歯にみられるこ

とが多いとされている。今回の 症例も原因不明

であり、部位は片側性で上顎前歯部を含んでいた。

罹患歯の保存は困難なことが多く、 症例とも罹

患歯は全て抜歯に至った。形成不全のみられる後

継永久歯の発育や萌出についても経過を追い、適

切な対応を行うことが重要と思われる。

罹患歯の組織学的観察を詳細に

行った報告は数少ないので、今後、保存不可能と

なった乳歯について詳細な組織学的観察も行って

いく予定である。

【文献】 
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Regional Odontodysplasiaの 1例 
Regional Odontodysplasia: a case report 

 
○奥田 純平，根本 浩利*，山口 有可** 

Jumpei Okuda, Hirotoshi Nemoto*, Yuka Yamaguchi** 
（医療法人おくだ歯科医院，*ねもとこども歯科,	**たるみ歯科クリニック） 

Okuda Dental Clinic. and Nemoto Pediatric Clinic. and Tarumi Dental Clinic. 
 
【緒言】 
	 Regional Odontodysplasiaは、Ghost teethと呼
ばれる特有のエックス線所見や、限局性にエナメ

ル質や象牙質の著しい形成不全と石灰化不全をき

たす非常に稀な疾患である。今回、下顎左側乳中

切歯から下顎左側第二乳臼歯にかけて、Regional 
Odontodysplasiaを認める症例に遭遇したので報
告する。	

【症例】 
	 患児は	4歳	0ヶ月の女児で、下顎の乳歯の形成

不全を近医で指摘され、精査を希望、当院を受診

された。患児は全身状態に関して特記事項はない

が、母親は妊娠40週で出産、出産後5日間NICUに
入り呼吸器を2日間装着していたとのことであっ

た。親族には同様な異常を認めるものはいないと

のことであった。口腔内診査では下顎乳中切歯か

ら下顎第二乳臼歯にかけて、形成不全を伴う低位

の乳歯を認めた。上顎や下顎右側には同様な所見

は認めず、幸いにも口腔内に、う蝕は認めなかっ

た。パノラマエックス線およびコーンビームCTに
よる診査の結果、下顎左側乳中切歯から下顎左側

第二乳臼歯にかけてGhost teeth様の像を認めた。
乳歯に後継する下顎左側中切歯、側切歯、犬歯に

も同様のGhost teeth様の像を認めた。第一小臼歯、
第二小臼歯の歯胚は現在のところ先天性欠損の様

相を示している。第一大臼歯には異常な所見は見

られない。	

	

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
＜図１＞初診時のパノラマエックス線 

 
【考察】 
	 幸いにも患児には、う蝕は認められず、冷温痛

などの自覚症状も無いい為、このまま経過観察す

ることとなった。しかし、本疾患は乳歯と永久歯

の両方に発症するとされており、本症例でも永久

歯胚の欠如を認め、今後の成長とともに、咀嚼能

力や審美的な回復、また補綴も広範囲に及ぶため、

今後患児や家族と相談して処置方針を決定し、長

期的な管理を行っていかなければならない。	

本発表に関する発表者の利益相反：なし	

	

【文献】 
	 1）Hegazi F, 他 Regional Odontodysplasia 
Crossing the Mandible,  J Dent Child (Chic). 
May 15;85(2):88-91.2018 
	 2）Rushton, M.A.他 Odontodysplasia: `Ghost 
Teeth`. Br. Dent.J., 119: 109-113, 1965 
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先行乳歯の根尖性歯周炎により早期萌出した後継永久歯に対して保存を試みた 1 例  
Premature Eruption of the Permanent Successor  

Due to Apical Periodontitis of the Deciduous Tooth 
 

○唐木隆史，船山ひろみ，翁長美弥，朝田芳信 
Takashi Karaki， Hiromi Funayama， Miya Onaga， Yoshinobu Asada  

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

 
【緒言】乳歯の根尖性歯周炎による後継永久歯へ

の影響として，Turner 歯，歯胚の位置異常，早期

萌出または遅延などの種々の障害が知られている

1）。今回，演者らは多数歯にわたる重度齲蝕を有す

る患児において，先行乳歯の根尖性歯周炎による

感染が原因で未成熟のまま排出されたことが疑わ

れる後継永久歯を，抜去せずに可撤保隙装置を用

いて安静を図り，良好な経過を得られた症例を経

験したので報告する。本症例の発表にあたり患児

および保護者の同意を得ている。 

【症例】初診時年齢：6 歳 1 か月 男児 
主訴：左上の歯の出てきた方向が気になる。 
現病歴：2 歳頃より多数歯にわたる重度の齲蝕があ

ったが，近医にて毎月フッ化物およびフッ化ジア

ンミン銀の塗布のみの治療を受けていた。今回 4の

萌出方向異常のため当科へ紹介された。 
既往歴・家族歴：特記事項なし 
現症：下顎前歯部以外の乳歯は重度の齲蝕のため

残根化しており，フッ化ジアンミン銀が塗布され

ていた。主訴である 4はエナメル質減形成を認め，

頬側方向に萌出しており，動揺度 3 度，エアー痛

があった。歯冠周囲には，残根化した D と歯肉の

発赤および腫脹を認めた（図 1A）。また，エックス

線写真（図 1B）から，歯根形成はなく（Nolla の

分類 6），歯根相当部の歯槽骨に透過像を認めた。 
 
 
 

図 1 初診時（6 歳 1 か月）の口腔内写真（A） 
およびエックス線写真（B） 
【治療および経過】4 の保存を優先するため，上顎

の齲蝕処置を優先的に治療計画の立案を行った。

残根状態の DCBA ABDEは保存不可能のため全て

抜去し，咀嚼機能の回復と審美性の回復および 4の

安静を図るため可撤保隙装置を装着した。可撤保

隙装置装着 6 か月経過後（6 歳 10 か月時）では，

4 周囲歯肉に発赤は認めるが，動揺度は 1 度と軽快

し，エックス線写真で歯根の伸展を認めた。1 年経

過時 （7 歳 4 か月）のエックス線写真（図 2）で

は，さらに歯根の伸展を認め，根管内には石灰化物

様の不透過像が出現した。2 年 2 か月経過時（8 歳

6 か月）の CT 画像（図 3A）では，根尖閉鎖はな

されていないものの歯根の伸展を認め，口蓋側遠

心歯頚部の歯根側壁の形成がなされていないこと

が確認された。その後 3 年 5 か月経過時（9 歳 9 か

月）の CT 画像（図 3B）より，根尖は閉鎖し，口

蓋側遠心歯頚部の歯根側壁の形成は今回も確認で

きなかった。口腔内の所見としては，周囲歯肉の発

赤はやや認めるが，動揺度は生理的動揺の範囲内

となった。 
 
 
 
図 2 1 年経過時（7 歳 4 か月）のエックス線写真 

 
 
 

図 3 2 年 2 か月経過時（8 歳 6 か月）（A）および 
3 年 5 か月経過時（9 歳 9 か月）（B）の CT 画像 
【考察】本症例は，患歯の隣接乳歯を重度齲蝕のた

め早期に抜去したが，可撤保隙装置にて 4 歯冠周

囲を支えることで安静を図り，歯根の形成を得る

ことができた。4 の早期萌出は，D の根尖病変が原

因の感染による排出と考えられた。今後の長期保

存を考えるうえで，形成がなされていない口蓋側

遠心歯頚部は MTA（Mineral Trioxide Aggregate）
セメント等での閉鎖も検討していく予定である。 
【文献】1）難波みち子，他：早期萌出した Turner

歯に歯髄感染を起こした 1 例，小児歯誌，43（3）：
463-468，2005．  
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上顎正中過剰歯と一塩基多型ジェノタイピングの関連の検討 
Analysis of the association between mesiodens and SNP genotyping 

 
○山田尚迪, 渡邉千尋，木村奈緒, 清水武彦 

Takamichi Yamada, Chihiro Watanabe, Nao Kimura, Takehiko Shimizu 
 

（日大・松戸歯・小児歯） 
Nihon Univ. Sch. of Dent. at Matsudo, Dept. Pediatric Dent.  

 

【目的】 

 過剰歯は歯数の過剰を特徴とする歯の発育異常

であり, 発生頻度は 0.15 ～ 1.9％とされる。過

剰歯の大部分が上顎正中部に発症し、上顎正中過

剰歯が原因となり、永久歯の萌出障害、歯列不正

などを生じる。 従って、上顎正中過剰歯を早期に

診断、 治療するために、発症要因を探索すること

は重要である。 上顎正中過剰歯は家族性に発症す

ることがあり、また一卵性双生児の両者に発症す

る報告があることから、遺伝要因の関与が強く示

唆されている 1)。しかし、発症の原因は未知であ

る。 

本研究の目的は、上顎正中過剰歯を発症した日

本 人 を 対 象 と し て 、 LRP4 (low density 

lipoprotein receptor-related protein 4) 遺伝

子 の 一 塩 基 多 型 （ single nucleotide 

polymorphism: SNP）を調査することにより、 LRP4

が上顎正中過剰歯の発症に関与するかどうかを明

らかにすることである。 

【対象と方法】 

 被験者として、 問診、口腔内診査およびエック

ス線検査により家族性に上顎正中過剰歯を発症し

た者 23 人を上顎正中過剰歯群とし、 コントロー

ル群は、問診およびエックス線検査により上顎正

中過剰歯の家族歴が無い者 23 人とした。 ゲノム

DNAの抽出は、 治療のために抜去した上顎正中過

剰歯に付着した軟組織、 または唾液に混入する口

腔内細胞から得た。 

げっ歯類において上顎切歯部過剰歯形成への関

与が報告されている LRP4遺伝子 2）がヒトにおいて

も遺伝子の存在が確認されたため、 LRP4 の日本

人高頻度の SNPs である rs10838623、rs2306033、

rs6485702、rs898604 を用い、Taqman PCR 法にて

ジェノタイピング解析を行った。本学部倫理委員

会の承認を得て実施した(E16-15-012-1号)。 

 

【結果】 

LRP遺伝子の SNP頻度を表１に示す。５つの SNP

のアレル頻度において、正中過剰歯群とコントロ 

ール群の間に統計学的な有意差はみとめられなか

った。コントロール群における５つの SNP 頻度は

HapMapデータベース上の日本人の頻度と近似値を

示した。 

＜表１＞LRP4遺伝子のSNP頻度 

 

G:グアニン, A:アデニン 

【考察】 

過去のマウスを用いた研究において、Lrp4 は

Bmp のアンタゴニストである Sostdc1 に結合する

ことで、歯の発生過程で Bmpと Wntシグナルを調

節することが報告されており、Lrp4変異マウスは

上顎切歯部に過剰歯を発症することが報告されて

いる 2)。 

本研究では, LRP4が上顎正中過剰歯の発症に関

与するかどうかは明確とならなかったが、両群間

で SNP 頻度が示唆的な差を示したため、今後症例

数と SNP数を増やし、検討を継続する。本研究は、

上顎正中過剰歯発症の遺伝子検査による早期診断

の遺伝子マーカーの検索として新たな方向性を示

すものであると考えられる。 

【文献】 

1) Kim YY, et al.: Oral Dis, 23:966-976, 2017. 

 2）Ohazama A, et al.: PLoS ONE 3(12): e4092, 

2008. 

  

SNP アレル G A G A Ｐ値

rs10838623 G/A 42 4 37 9 0.13

rs2306033 G/A 23 23 14 32 0.06

rs6485702 G/A 17 29 9 37 0.06

rs898604 G/A 25 21 32 14 0.13

正中過剰歯群 コントロール群
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A case which showed short roots and tooth movement in multiple permanent teeth 

 
 

Toshiki Tanase, Atsuo Sakurai, Rie Tamura, Shoichi Hamaguchi, Keiichiro Tsujino, 
Hiromi Homma, Seikou Shintani 

 
 

Department of Pediatric Dentistry, Tokyo Dental College 
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硬組織により咬合面が覆れた大臼歯萌出遅延の 1 例

An eruption disturbance case of a maxillary first molar covered by  
hard tissue formation around the crown 

 
○三浦謙一，大石敦之，金尾貴子 ，國本洋志 ，宮新美智世 

〇Kenichi Miura, Atsushi Oishi, Takako Kanao*, Hiroshi Kunimoto*,Michiyo Miyashin, 
（東医歯大・院・小児歯） マリン小児歯科 神奈川県 茅ヶ崎市  
Dept. Pediatric Dent. Tokyo Medical and Dental Univ (TMDU)

*Marin Pediatric Dental Clinic 
【緒言】

歯の萌出障害を生じる要因は多様で、歯や歯根

の形成の異常、萌出方向の異常、濾胞性歯嚢胞、

骨性癒着、歯牙腫、過剰歯、粘膜の線維化や線維

腫、萌出空隙の不足などの局所的原因と、骨代謝

関連疾患などの全身的原因が知られている。この

たび演者らは、異常な硬組織に接し萌出遅延と歯

根形成遅延を合併した第一大臼歯の症例に遭遇し、

開窓術と硬組織の段階的除去による萌出誘導を経

験したので報告する。なお、本報告において、本

人及び保護者には理解と同意を得ている。

【症例】

患児：初診時年齢 6 歳 8 か月 男児

主訴：右側上顎第一大臼歯が萌出しない。

来院理由：右側上顎第一大臼歯直下にある硬組織

様病変の摘出を受けるよう紹介されたため。

既往歴：家族歴：特記事項なし。

【経過】

2016 年 8 月 1 日、かかりつけの小児歯科医院で右

側上顎第一大臼歯の萌出遅延を指摘された。エッ

クス線診査の結果、右側上顎第一大臼歯直下にあ

る硬組織様病変の摘出を受けるよう紹介状の作成

を受け、8 月 5 日、東京医科歯科大学歯学部附属

病院小児歯科外来に初診来院した。エックス線診

査より、上顎第一大臼歯の歯根形成程度は 4 分の

1 以下で対側同名歯にくらべても遅れていた。歯

根周囲に異常像は認めなかったが、咬合面を覆う

複雑な形態の石灰化組織を認め、その一部は半円

形の突起部分を有していた。以上より臨床診断は

歯根形成遅延と歯牙腫様硬組織に起因することを

疑わせる上顎第一大臼歯の萌出遅延とし、17 日後

に開窓と硬組織の除去を試みたが、硬組織は一部

のみ掻爬可能で大臼歯からの分離が困難だった。

大臼歯の脱臼を避けるために、開窓部の清掃と衛

生指導を継続したところ、大臼歯が硬組織塊と共

に徐々に萌出した。萌出部分の硬組織を大臼歯歯

冠から可能な限り剥離した。具体的には超音波骨

削除用チップとダイアモンドバーを用い、硬組織

を破砕、第一大臼歯の咬合面を視認するに至った。

咬合面は透明感のない白色で歯肉縁下にあり、カ

ルボキシレートセメントでまず被覆し清掃指導を

継続した。除去した硬組織は、表面が硬くエナメ

ル質様の白い光沢をもつ金平糖状の形態で、直径

1 ㎜程度の半球状の凹凸を有していた。8 歳 2 ヵ月

時の 所見では、上顎第一大臼歯の歯冠遠心頬

側部に付着する硬組織があり、これと第一大臼歯

の遠心歯肉縁下で歯質の継続、ならびにこの硬組

織内部のエックス線透過域と第一大臼歯歯髄腔の

近接または交通が疑われた。また、歯髄への感染

が危惧されたため、硬組織の削除を停止し、咬合

面小窩裂溝と遠心頬側付着硬組織を接着性レジン

で薄く被覆、シーラントにて付着硬組織の感染阻

止を図った。以上より、咬合面を覆っていた硬組

織は、この第一大臼歯と一部で交通または癒着し

ている硬組織であることが推察された。その後、9
歳 0 か月時、右側上顎大臼歯は対合歯と咬合し、

正常な歯髄生活反応と生理的動揺が観察された。

今後、第一大臼歯にはさらなる萌出と成熟が予想

されるため、経過管理し削出した硬組織について

はマイクロＣＴ検査や病理検査を予定している。

【考察】

硬組織により咬合面が覆れた大臼歯の萌出遅延を

経験し、開窓と共に硬組織の除去を試みたが、開

窓後は硬組織ごと大臼歯が萌出し続けた点が興味

深かった。萌出部位は硬組織の削出も困難な部位

であったが、紹介元の小児歯科医院での口腔衛生

管理により感染や炎症が阻止できた点が幸いだっ

た。今後は摘出された硬組織の病理的解析をすす

め、これを参考に残存する異常硬組織への対応を

継続する予定である。 
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上顎正中埋伏過剰歯の長期経過観察 
A Longitudinal study of Impacted Maxillary Supernumerary Teeth 

 
○須藤健太郎，須藤洋一 

Kentaro Suto, Yoichi Suto 
 

医療法人 須藤歯科診療所（岡山県倉敷市） 
Suto Dental Clinic 

【目的】 
定期来院する患児は、基本永久歯萌出開始期にパ

ノラマエックス線撮影を行っている。その際に把

握できた上顎前歯部埋伏過剰歯については、乳前

歯脱落時期に処置を行うことで、患児への負担軽

減できる 1)。 
しかし、タイミングを逸した場合、上顎正中過剰

歯による乳歯や永久歯あるいは歯列、歯槽部への

影響についての報告や加齢による変化についての

報告もあるが、同一患者に対する長期経過観察例

はほとんどみられない。 
今回同一患者 5 名について、28 年から 42 年経

過した症例について報告する。 
【症例１】初診時年齢：0 歳 6 ヶ月男児。 

 
左：5 歳 9 ヶ月時、右：37 歳時＝31 年経過 
位置移動は認められるが、15 歳時の記録以降の移

動は認められない。 
【症例 2】初診時年齢：31 歳男性。 

 

左：31 歳時、右：72 歳時＝40 年経過 
位置移動についてはほとんど認められない。 
 

【症例 3】初診時年齢：39 歳男性。 

 
左：39 歳時、右：67 歳時＝28 年経過 
右側は若干の位置移動、左側は自然脱落した。 
【症例 4】初診時年齢：31 歳女性。 

 
左：31 歳時、右：71 歳時＝40 年経過 
含歯性嚢胞を認める。 
【症例 5】初診時年齢：40 歳女性。 

 

左：40 歳時、右：82 歳時＝42 年経過 
歯質の外部吸収を認める。 
５症例ともに患者からの訴えはない。 
【文献】 

1）須藤洋一：患者と術者にやさしい逆生正中埋

伏過剰歯摘出時期と摘出方法，小児歯誌，

36(2)：259，1998． 
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下顎左側小臼歯部に複雑性歯牙腫および後継永久歯の先天欠如を認めた 1 例 
A case of the congenitally missing mandibular left premolar  

associated with complex odontoma  
 

○山井綾子，村松健司，亀岡 亮，鈴木淳子，三宅真帆，白瀬敏臣，内川喜盛 
○Ayako Yamai, Kenji Muramatsu, Ryo Kameoka, Atsuko Suzuki, 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】 

歯牙腫は歯を構成するエナメル質,象牙質およ

びセメント質からなる腫瘍である.種々の大きさ

と形をした多数の硬固物からなるものを集合性歯

牙腫,不規則な配列の歯の硬組織が塊状増殖した

ものを複雑性歯牙腫という.歯牙腫は日常生活に

おいて症状や変化がないため発見が遅れることも

ある.その結果,永久歯の萌出遅延や位置異常を引

き起こすことが多く,外科的に摘出する必要があ

る.今回,複雑性歯牙腫に伴う後継永久歯の先天欠

如の症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】 
患児:初診時年齢７歳 0 か月 男児 
主訴:歯牙腫の疑いがあるため精査をしてほしい. 
現病歴:H30年6月に矯正治療を行うため紹介元で

オルソパントモ写真撮影を行った.下顎左側小臼

歯部に境界不明瞭な不透過像を認めたことから,
精査・加療目的で当科に紹介来院した. 
現症:症状はなく顔貌も左右対称であった. 

図 初診時オルソパントモ写真 

既往歴:特記事項なし 
家族歴:特記事項なし 
臨床診断:下顎左側第二小臼歯相当部の複雑性歯

牙腫 
治療計画および説明内容: 
①摘出の必要性を説明し全身麻酔下で下顎左側第

二乳臼歯および歯牙腫の摘出

②下顎左側第一大臼歯の近心傾斜の防止のため

リンガルアーチを装着

③創部治癒後に矯正治療もしくは補綴処置

【治療経過】 
オルソパントモ写真撮影後,CBCT 撮影を実施

した.歯牙腫は多数歯が癒合したような不整形の

構造物で下顎管に近接していた. 
全身麻酔下で下顎左側第二乳臼歯の抜歯および

歯牙腫の摘出術を施行した. 
歯牙腫の摘出後,創部治癒傾向のため抜糸を施

行した.少量の出血はあったが顕著な疼痛は認め

なかった. 
病理組織診断所見:検体は大きさ18×12×6.5㎜で

歯の構造を示しエナメル基質,象牙質,歯髄組織を

認めた. 
【考察】 

本症例では,歯牙腫が下顎骨の広範囲におよび,
患部周囲の歯槽骨が菲薄になっていたため,摘出

時には歯槽骨骨折などに注意を必要とした.歯牙

腫摘出後の創傷部の治癒は良好であるが,広範囲

な骨欠損を認めるため,今後の状態を注意深く観

察し先天欠如に対して適切な治療を行う必要があ

る.本症例は第二小臼歯の奇形歯の可能性は否定

できないが複合的に下顎左側第二小臼歯の先天欠

如と判断した.複雑性歯牙腫および後継永久歯の

先天欠如の症例は報告が少なく,口腔外科,矯正歯

科,補綴科,インプラント科などと連携を行い,情報

を共有し治療にあたることが必要である. 
また ,今回エックス線検査にて偶然発見さ

れ,CBCT により歯牙腫の３次元的位置関係を確

認できたが,発見が遅れた場合,歯牙腫が増大し下

顎骨の吸収がさらに広範囲におよんでいた可能性

もあり,早期発見早期治療の必要性を痛感した. 
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乳歯・永久歯ともに全顎的なエナメル質形成不全症を認めた一例 
A case of amelogenesis imperfecta  

that was observed in all of the primary teeth and permanent teeth 
 

○萩原 岳 内川喜盛 巻 竜也 中村光希 松﨑祐樹 大出リエ子 白瀬敏臣

Gaku Hagiwara, Yoshimori Uchikawa, Tatsuya Maki, Mitsuki Nakamura, Yuki Matsuzaki,  
Rieko Ode, Toshiomi Shirase  

 
（日歯大病院・小児歯） 

Department of Pediatric Dentistry, The Nippon Dental University Hospital 
 
【緒言】

エナメル質形成不全症は 遺伝性因子によって

エナメル質の形成が原発的に障害される疾患であ

る 本症の発現は比較的まれであり 遺伝形式や表

現型も様々である 今回 日本歯科大学附属病院小

児歯科を受診し エナメル質形成不全症と診断し

た患児に対して 全顎的な治療を行った症例を経

験したので報告する なお本症例報告にあたり 患

児の保護者より同意を得ている

【症例】

患児 ５歳１か月 女児

主訴 歯磨きでしみる

家族歴 母親 祖母（母方） 良性甲状腺腫

曾祖父（母方） バセドウ病 父親 糖尿病

４親等までで口腔内にエナメル質形成不全症を

疑う所見は認めない

現病歴 １歳６か月から歯がざらざらしているこ

とに気付いていたが 歯科は受診していなかった

既往歴 心房中隔欠損症（２歳で治癒）

現症及び経過

１）全身状態 全身的な発育や臨床的に外胚葉系の

諸器官に異常所見は認めず 血液検査でも甲状腺

および副甲状腺関連の数値に異常は認めなかった

２）口腔内所見 のエナメル

質は乳白色で表面は顆粒状を呈していた 第一・第

二乳臼歯は咬頭が不明瞭で顆粒状の小突起を認め

特異的な歯冠形態を呈していた

３）エックス線所見 オルソパントモエックス線写

真所見では すべての永久歯歯胚は歯冠形態に異

常を認めた

４）治療方針

乳前歯部 グラスアイオノマーセメント歯冠被覆

第一・第二乳臼歯 乳歯用既成金属冠修復

５）治療経過 患児は嘔吐反射を認め 治療が広範

囲にわたることから全身麻酔下での集中治療を実

施した

６）治療終了後 ２か月間隔のリコールを継続し

疼痛等の訴えはなかった 乳前歯部は グラスアイ

オノマーセメントが脱離した部分に適宜補修修復

を行っている 定期検診開始から１年６か月経過

後 の萌出を認め 萌出した は乳歯同様エ

ナメル質表面に顆粒状の小突起を認めた

【考察】

遺伝性エナメル質形成不全症患者では 同胞や

両親 祖父母に同様の口腔内所見を認める報告 ま

たは全身疾患として副甲状腺機能低下症に関連し

て生じるという報告が多い しかし 本症例は４親

等までに同様の口腔内所見を有する者は認めず

母系に甲状腺関連の既往歴は認めるも これまで

に報告された副甲状腺機能低下症との関連は認め

なかった このことから 本症例は報告例の少ない

常染色体劣性遺伝のエナメル質形成不全症Ⅰ型

（低形成型）と考えられる

今回 臨床症状が生じてから比較的早期に 口腔

清掃指導 歯冠形態の回復による歯質の保護およ

び咀嚼機能の回復と維持 審美性の改善といった

処置を行った エナメル質形成不全症児に対して

は 早期より機能的 審美的に歯冠修復を行うこと

で正常な発育を促し 患児の心理的ストレスを排

除することが重要であると考えられる

今後は患児の咬合発育段階に応じて 身体的・心

理的発達も考慮したうえで修復処置・補綴処置・口

腔管理を行っていき 永久歯列完成まで長期的な

経過観察をする予定である
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下顎右側第二乳臼歯の晩期残存における後継永久歯未萌出の１例 
A case report of persistence of primary tooth, 

the mandibular second permanent tooth cannot erupt normally 
 

○原-工藤麻子 
Asako Hara-Kudo 

 
（はら こども・ファミリー歯科） 

HARA Dental Clinic  
 
【緒言】 
 近年では定期的に歯科受診をし、齲蝕予防や歯

並びなどに関心を持つ保護者が増加傾向にある。

今回、16歳まで歯科医院で 3か月～半年ごとに定
期健診を受けていたにもかかわらず、乳歯残存や

後継永久歯の有無など指摘されなかったという患

者が来院した。当院初診は成年になって来院され

たが、小児の正しい定期健診の重要性を改めて考

えさせられる 1例であったため報告する。 
 なお、今回患者本人とご両親にも説明し同意を

得ている。 
 
【症例】 
患者：初診時年齢 27歳 女性 
主訴：健診希望。右下の歯ぐきが腫れやすい。 
既往歴・家族歴：特記事項なし 
問診：16 歳までは定期的に歯科に通って健診を受
けていたが特に問題は無かった。高校生になって

引越ししてから、以前ほど歯科受診していない。2
年前に他院にて虫歯治療を受けた。 
口腔内所見：下顎右側第二乳臼歯晩期残存による

下顎右側第二小臼歯の萌出障害と下顎右側側切歯

の先天性欠如、下顎右側智歯の半埋伏、並びに上顎

右側中切歯の根尖病巣を認めた。 
 
【処置及び経過】 
 下顎右側第二乳臼歯部に違和感を感じており患

者本人の希望のため、当該乳歯を抜去し下顎右側

第二小臼歯の牽引を行った。 

 
＜図１＞パノラマエックス線写真 

 
＜図２＞デンタルエックス線写真 

【考察】 
 今回遭遇した症例は、定期的に歯科受診してい

たにもかかわらず、乳歯晩期残存や下顎右側側切

歯の先天性欠如について指摘や治療法の説明を受

けていなかった。このことから患者本人のみなら

ずその保護者も歯科に対する不信感を持つことに

なった。視診のみならず、適切なエックス線検査や

乳歯と永久歯との違い、適切な交換時期などを歯

科医が把握しておく必要がある。 
 小児歯科における齲蝕予防管理の際には、咬合

はもちろんのこと適切な検査が必要であることが

示唆された。 
【文献】 
 1）原麻子，他：歯科大学病院における病診連携
の実態調査，小児歯誌，45（5）：X578-583，
2007 
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垂直性歯根破折を伴う複雑性歯冠歯根破折歯に歯質接着性シーラーを応用した１例 
Application of adhesive root canal sealer to complicated crown-root fractuer  

with vertical root fracture :A case report 
 

○西村 歩，白瀬 敏臣，三井 園子，高橋 紗耶，上原 正美，内川 喜盛，北村 和夫* 
Ayumi Nishimura, Toshiomi Shirase, Sonoko Mitsui, Saya Takahashi, Masami Uehara,  

Yoshimori Uchikawa, Kazuo Kitamura* 
（日歯大病院・小児歯，日歯大病院・総合診療科*） 

Department of Pediatric Dentistry, The Nippon Dental University Hospital 
Division of General Dentistry, The Nippon Dental University Hospital

 
【緒言】 
 小児歯科では、乳歯および永久歯の外傷を主訴

に受診する患児は多く、好発部位として、上顎前歯

部があげられる。受傷の種類や程度は多岐にわた

り、かかりつけ医での応急処置後に、専門医療機関

での精査・加療を勧められ紹介来院することも少

なくない。今回、外傷による歯冠歯根破折と垂直性

歯根破折を認めた上顎左側中切歯に対して、歯質

接着性シーラーを用いて保存を試みた症例を経験

したので報告する。なお、発表に対して保護者より

同意は得ている。 
【症例】 
患児：10歳 8か月・男児 
主訴：前歯が折れた 
現病歴：初診日 6 日前に転倒し上顎前歯部を受傷

歯冠破折片を戻して固

定してもらったが、保存困難で抜歯が適応との説

明を受けた。保護者より専門医療機関にて他に治

療方法がないか精査・加療の希望があり、当院を紹

介され来院した。 
既往歴：特記事項なし 
口腔内所見： 接着性レジンで連結固定さ

れ、歯冠部口蓋側中央から唇側歯頚部歯肉縁下に

かけて破折を認めた。破折部接着面にはギャップ

があり、口蓋側では露髄を認めた。自発痛はないが、

破折片の動揺により疼痛を認めた。 
エックス線写真所見

と歯根側の破折片にギャップを認めた。根尖は閉

鎖しており、根部に破折線は認めなかった。 
診断：外傷による複雑性歯冠歯根破折 
治療方針： 抜髄、歯冠修復 
 
 

 
治療経過： 

去し抜髄を行った。その際、唇側の破折断面に骨縁

下に及ぶ歯根の垂直性破折を認めたため、後日歯

科用コーンビーム CT（CBCT）を用いて精査した。 
CBCT 所見：唇側の歯冠破折は骨縁下にまで及ん
でおり、垂直性破折を疑う歯根唇側の歯根膜腔の

拡大は骨縁下 2ｍｍ程度まで認めたが、根尖付近
までは及ばなかった。 
101日後：根管貼薬後、エックス線写真所見での異
常ならびに臨床症状のないことを確認し、スーパ

ーボンド根充シーラーを用いて、ガッタパーチャ

ーポイントで根管充填を行った。 
135日後：根管充填後、経過良好である。 
【考察】 
 本症例は、外傷により歯冠歯根破折と露髄を認

めたため歯内療法を試みたところ、術中に歯根部

の垂直性破折を認めた。永久歯の垂直性歯根破折

への治療として、矯正的・外科的挺出や意図的再植

などがあげられ、予後不良の場合は抜歯が適応と

なる。 
今回、垂直性歯根破折を認めた患歯を根管充填

するにあたり、破折部への封鎖性を考慮しスーパ

ーボンド根充シーラーを用いて行った。この利点

として、シーラーが接着性を有し、スラリー状で操

作することにより破折部への浸透が期待でき、マ

イクロシリンジなどを用いることで加圧すること

なく根管に充填できることなどが挙げられる。そ

のため、本症例のように根管充填時に亀裂を助長

することから、加圧充填が禁忌となる症例には有

効な方法となる。最終修復にあたり様々な選択肢

を踏まえて、今後も経過観察する予定である。 
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上顎正中過剰埋伏歯精査の際に発見に至った外傷性歯根嚢胞の 1 例 
 

Traumatic radicular cyst found by dental radiograph of maxillary central supernumerary tooth 
 

〇高山扶美子, 山座治義*, 小笠原貴子, 増田啓次, 廣藤雄太*, 廣藤早紀 
Fumiko Takayama, Haruyoshi Yamaza*, Takako Ogasawara,  

Keiji Masuda, Yuta Hirofuji*, Saki Hirofuji 
 

（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】 

乳歯の外傷は小児歯科臨床でしばしば遭遇し、

後継永久歯への影響を考慮した経過観察の継続が

必要である。今回我々は上顎正中過剰埋伏歯の精

査加療目的に来院した４歳男児に、上顎右側乳中

切歯に歯根嚢胞を認めた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。 
【対象】 
患児：初診時年齢 ４歳７か月 男児

主訴：上顎正中過剰埋伏歯の精査加療希望

現病歴：前医で上顎正中過剰埋伏歯の指摘を受け、

保護者が抜歯を希望したため当科を紹介された。

既往歴：＃１．川崎病；１歳９か月時に診断。

冠動脈瘤・投薬なく経過観察のみ。

＃２．上顎左側乳中切歯外傷性歯根破折

＃３．上顎右側乳中切歯外傷性亜脱臼

２歳１か月時、転倒により上顎前歯部を枕木で強

打し＃２、３を認め、前医で整復固定を行った。受

傷８か月後に同部の動揺が再燃し、上顎左側乳中

切歯の抜歯および右側乳中切歯の歯髄処置を受け、

小児義歯作成後、経過観察を継続。

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、上顎前歯

部歯肉には過剰埋伏歯による膨隆は認めなかった。

また、上顎右側乳中切歯の病的動揺や根尖相当部

歯肉の発赤腫脹はみられなかった。エックス線写

真で上顎正中部に逆生過剰埋伏歯様不透過像およ

び上顎左側中切歯の捻転を認めた。さらに、上顎右

側乳中切歯歯根に外部吸収と根尖部透過像がみら

れた。 画像では切歯管と上顎左側中切歯歯冠に

近接して逆生過剰埋伏歯を認め（右図矢印）、上顎

右側乳中切歯根尖部に上顎右側中切歯歯胚と連続

する粟粒大の不

透過物を含む嚢

胞様病変がみら

れた（左図矢印）。

臨床診断：＃１．上顎正中逆生過剰埋伏歯

＃２．上顎右側乳中切歯歯根嚢胞

【方法・結果】 
全身麻酔下に上顎正中過剰埋伏歯および上顎右側

乳中切歯抜歯術を施行した。上顎右側乳中切歯抜

歯窩には小豆大の肉芽様組織を認め、一塊として

摘出した。病理の結果、#2 は歯根嚢胞との診断を

得た。嚢胞腔内には根充剤の残存を認めた。 
【考察・結論】 

今回我々は、上顎正中過剰埋伏歯の精査目的に

行った画像検査により乳歯の歯根嚢胞の診断に至

った症例に遭遇した。外傷歯には明らかな臨床所

見がなく、エックス線写真上で根尖部に透過像は

みられるが根充剤の根尖外への漏出や右側上顎中

切歯の位置異常を認めなかった。当該歯は 2 年前

に前医で根管充填が施行され、定期管理が継続さ

れるも臨床症状がないため再治療には至っていな

かった。このことから、乳歯外傷の際には、定期的

な画像検査および永久歯胚への影響の有無につい

て入念な経過観察が重要であることが示唆された。 
【文献】 
池田訓子他：乳歯外傷歯の予後に関する研究． 
小児歯科学雑誌，44(3),  439－443,  2006 
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歯髄が骨様象牙質に置換した外傷歯の１例 
A case of tramatically injured teeth in which the pulp is replaced with osteodentin. 

 
○加川千鶴世，田中康裕，船山敦雄，関野貴大，神庭優衣，岡 琢弓，島村和宏 

Chiduyo Kagawa, Yasuhiro Tanaka, Atsuo Funayama, Takahiro Sekino,Yuui Kanba, 
Takumi Oka, Kzuhiro Simamura 

 
（奥羽大・歯・小児歯） 

Ohu Univ. Dept. Pediatric Dent.  
 
【目的】 

乳歯外傷の治癒は受傷時の年齢と受傷歯の状態

により治癒過程が異なり、予後についても差が見

られることが多い。乳歯の歯髄は防御反応に長け

ているため歯髄充血を起こしても自然治癒するこ

ともあれば、根尖性歯周炎まで波及することもあ

る。歯髄の変性としては石灰化変性や空胞変性な

どが見られ無症状のまま脱落期を迎えることもあ

る。今回は歯髄全体が石灰変性し骨様象牙質とな

った乳中切歯を経験したので報告する。 
【症例】 
初診時年齢：３歳７ゕ月 男児 
家族歴および現病歴：なし 
主訴：前歯部の動揺 
現病歴：上顎両側乳中切歯の不完全脱臼のため CR
にて固定を行う。２ゕ月後、動揺が改善し固定を

除去した。以後、保護者の都合により来院中断と

なった。 
５歳３ゕ月：前歯部の動揺と違和感のため再来院

した。 
右側乳中切歯：エックス線写真からは歯根膜腔の 
拡大と根尖部の吸収が見られた。 
動揺度：２度 変色なし。 
左側乳中切歯：エックス線写真からは歯根膜腔の 
拡大が見られた。 
動揺度：１度 変色なし。 
処置：右側乳中切歯の感染根管処置 

左側乳中切歯の経過観察 
【経過および結果】 
右側乳中切歯の根管治療時には髄室開拡時に出血 
はなく、根菅口部に白色の石灰化物がみられた。

＜図１＞ 
根管治療後、水酸化カルシウム製剤にて根管充填 
 

 
 
を行い経過観察とした。一方、左側乳中切歯に関

しては動揺度１度のため経過観察を行った。 
根吸収は左右測ほぼ同様の吸収を示し両側の後継

永久歯にも影響が見られなかった。 
 

 
 

 
 
 
 
 

＜図１＞石灰化した歯髄のエックス線写真とCT画像 

【考察】 
本症例は外傷による強い衝撃によって歯髄壊死

が起こり、石灰化変性が起こったと考えられる。

外傷による乳歯の石灰化変性は修復象牙質形成の

ように象牙質を足場にして骨様象牙質が形成され

歯髄腔が狭窄する場合もあるが、本症例のように

加齢現象の１つである歯髄結石 1,2）の形態をした

骨様象牙質が歯髄全体へと波及する可能性もある。

乳歯外傷の歯髄処置に関しては、十分な精査とと

もに歯髄の多機能な分化能を考慮した歯髄処置の

選択と経過観察の必要性があらためて示唆された。 

 
【文献】1）石橋崇俊，他：歯髄内石灰化物の形態，

および組織学的観察，日歯保存誌，50：（6）752-767，
2007． 
２）大島勇人:歯の損傷後の歯髄修復過程と象牙質. 
歯髄複合体の生物学的特性,新潟歯学会誌,34：165 
-177,2004 
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外傷歯により脳膿瘍を継発したと考えられた 1 例 
A case in which brain abscess was thought to have been transmitted by trauma teeth 

 
○村本知歌子***，佐野正之** 

 
Chikako Muramoto*,**，Masayuki Sano** 

 
（*富山大・医・歯科口腔外科，**あすなろ小児歯科医院(富山市)） 

*University of Toyama Dept. Oral and Maxillo-facial Surgery 
**Asunaro Pediatric Dental Clinic（Toyama） 

 
【目的】 

小児歯科臨床において口腔外傷に遭遇する機会

は多く，その処置はできる限り成長発育を阻害し

ないように対応する必要がある。今回我々は外傷

による乳歯の歯冠破折から脳膿瘍を継発したと考

えられた 1 例を経験したので若干の考察を加え報

告する。なお，本症例の発表にあたり患児および保

護者の同意は得ている。 
【症例】 
患児：初診時年齢 1 歳 8 か月 男児 
主訴：上顎両側乳中切歯の破折 
既往歴：特記事項なし 
家族歴：特記事項なし 
現病歴： 2018 年 1 月に壁に顔面を強打し，上顎

両側乳中切歯を破折した。近在歯科を受診し投薬

処置を受けた。2 か月後発熱と頭痛が生じ近在小児

科を受診したところ，感冒と診断され投薬処置を

受けた。しかし，症状が改善しないため翌日総合病

院小児科を受診した。CT にて脳膿瘍が疑われたた

め当院脳神経外科に搬送された。穿頭ドレナージ

後，膿瘍の培養から口腔内常在菌が検出されたた

め当科を紹介され受診。 
口腔外所見：顔貌左右対称 
口腔内所見：歯冠は水平方向に破折を認め，破折部

から歯髄息肉を認めた。 
デンタルエックス線写真所見：上顎右側乳中切歯

は歯頸側約 1/3 部に破折線を認めた。 
診断：上顎両側乳中切歯の歯冠破折による慢性増

殖性歯髄炎 
治療方針：上顎両側乳中切歯 抜歯 
【処置および経過】 
両側上顎乳前歯周囲歯肉に腫脹を認め，歯冠破折

部からは歯髄息肉が確認できた。受傷時から約 2 

 
 
か月間歯髄が露出した状態で経過しており，膿瘍

の感染の原因になりうると考えられる。脳膿瘍の

培養液から口腔常在菌である S.intermedius が検

出されたこと。及び 2 度のドレナージ後も発熱が

続いたことから両側上顎乳前歯が感染源と判断し

外来局所麻酔下にて抜歯術を施行した。 
【考察】 
脳膿瘍原因菌の約 50～70％が連鎖球菌属と報告

されており，本症例でも膿液からS.intermedius が
検出された。S.intermedius は口腔内に常在するグ

ラム陽性球菌であるが，毒性が強く脳や肝臓に膿

瘍を形成することが知られている¹⁾。 
脳膿瘍の感染経路として隣接感染巣である歯性

あるいは鼻性，脳への直接感染，血行感染が挙げら

れるが，本症例は乳歯破折による歯性感染症から

の血行感染が生じたと考えられた。また患児は入

院後の心エコーで卵円孔開存が指摘されていた。

シャントを有する先天性心疾患患者は菌血症が生

じた際に細菌が肺では取り除かれず直接脳に達し

脳膿瘍を併発する場合があると報告されており，

本症例も卵円孔のシャントを経由し感染が生じた

ものと考えられた。 
一方，健常児であっても口腔内常在菌である

S.intermedius により脳膿瘍が血行性に生じた症

例も過去に報告されている¹⁾。口腔外傷の既往が

あり遷延する発熱や頭痛を訴える小児には脳膿瘍

の可能性も疑い医科との連携を図る必要がある。

【文献】 
1） 藤原 祐, ほか：Streptococcus intermedius 

による多発性脳膿瘍の 3 歳女児例，小児感

染免疫， ，
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下顎の移動量 δ=6 mm初期位置

上顎を固定

下顎を前方へ移動

マウスシールド型矯正装置における反対咬合修正のメカニズム ― 有限要素法 ― 
Mechanism of correction of anterior cross-bite with mouth-shield orthodontic appliance - Finite element method -  

 

○横井 由紀子，江花 照夫*，河村 純**，岡田 芳幸***，岡藤 範正****，大須賀 直人 

○Yukiko Yokoi, Teruo Ebana*, Jun Kawamura**,Yoshiyuki Okada***, Norimasa Okafuji****, Naoto Osuga. 

（松歯大・小児歯，*松歯大・大学院，**河村歯科医院， ***広大・院・障害歯，****松歯大・矯正） 

Dept. Pediatric Matsumoto Dental Univ., *Dent. Matsumoto Dental Univ.. **Dent, Kawamura Dent. Office,  

***Dept. of Special Care Dent. Hiroshima Univ., ****Matsumoto Dental Univ. Dept. Orthodontics. 

 
【目的】 

機能的顎矯正装置は，口腔周囲筋の力を利用し

て，不正咬合を正常な咬合へ誘導する．最近では，

柔らかい樹脂で作られたマウスシールド型機能的

顎矯正装置(以下，誘導装置)が市販されている．郵

送装置は使用目的に応じて様々な形状，サイズ，

硬さがプリフォームされている．歯列への装着と

取り外しも容易であり，患者への負担も少ない． 

本研究では，誘導装置の機能のうち，前歯の反

対咬合が修正されるメカニズムに着目した． 

反対咬合の歯列に誘導装置を装着すると，下顎

が後方へ移動し，歯列が構成咬合位になる．この

とき，下顎が元の位置に戻ろうとする力が誘導装

置を介して上顎歯列に加わる．それによって歯が

移動して，反対咬合が修正されると考えられてい

るが，これを検証した報告はない．このメカニズ

ムを力学的に検証するため，有限要素法によって

検証することが本研究の目的である． 

【方法】 

歯の 3 次元モデルは，歯列模型に基づいて作成

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． 誘導装置の有限要素法モ

デルは，プレオルソ Type 3((株)フォレスト・ワン)

を歯科用 CT で撮影し，その断面画像から作成し

た．その材質は，ヤング率が 20 MPa の弾性体と仮

定した．下顎骨は剛体とした． 

歯列に誘導装置を装着した状態で，下顎が移動

していく場合をシミュレーションした． 

歯は，歯科矯正と同じ機構によって移動すると

した．まず，歯根膜の弾性変形によって生じる歯

の動揺を計算する．次に，これと同じ方向に歯槽

窩を移動させる．この計算を繰返すと歯が移動し

ていく．1 回の計算で下顎を 0.1 mm ずつ移動させ

た．  

【結果および考察】 

 下顎が前方へ移動すると，下顎前歯に舌側方向

の力が作用し，上顎前歯に唇側方向の力が作用し

た．これらの力によって，下顎前歯は舌側傾斜し，

上顎前歯は唇側傾斜した．歯根は，歯冠と反対方

向へ移動した．その結果，切縁が移動して，反対

咬合が修正された．上顎前歯は唇側傾斜によって

すきまが生じた．切歯以外の歯はほとんど移動し

なかった．上顎歯列には，2 N 程度の唇側方向の

力と圧下力が作用した． 

 今回のシミュレーションによって，反対咬合が

修正されるメカニズムが検証できた． 

              

  ＜図 1＞有限要素法モデル誘導装置による歯の移動 
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上顎両側犬歯の移転を認めた 例

A case report of transposition of maxillary canines 

○田村智巳，芳野素子，栗田沙由梨，三瓶伸也

Satomi Tamura, Sugako Yoshino, Sayuri Kurita, Shinya Sanpei 

（日歯大・新潟病院・小児歯）

Pediatric Dentistry, The Nippon Dental University Niigata Hospital 

【目的】

移転歯の発現頻度は 〜 であり，両側

性はわずか と報告されている。今回，著者

らは上顎左側犬歯の遠隔移転，さらに上顎右側犬

歯が第一小臼歯と移転した症例を経験したので報

告する。なお，本症例の発表については患児および

保護者の同意を得た。

【症例】

患 児： 歳１か月の女子

主 訴：左上奥歯の乳歯が抜けない。

現病歴： か月前に上顎左側乳臼歯の晩期残存を

主訴として近医を受診した。上顎両側犬歯の位置

異常が確認されたため，当科へ紹介された。

現 症：上顎両側犬歯は未萌出であった。上顎左

側乳犬歯，第一乳臼歯および第二乳臼歯が晩期残

存しており，上顎左側第一大臼歯の頬側歯槽骨に

膨隆を認めた。また，上顎左側側切歯は矮小歯で

あった。上顎右側第一小臼歯は 度捻転し，上

顎右側第一，第二小臼歯間頬側歯槽骨に膨隆を認

めた。

画像所見：パノラマエックス線写真で，上顎左側

犬歯の歯冠は上顎第一大臼歯付近にあり，歯根は

第一小臼歯歯方向へ水平に形成されていた。上顎

右側犬歯は第一小臼歯との移転が認められた（図

１）。

図１ パノラマエックス線写真（初診時）

所見では上顎左側犬歯周囲に嚢胞様透過像は

みられなかった。また上顎左側第一小臼歯，第二

小臼歯および第一大臼歯の歯根吸収はなかった。

診断：上顎両側犬歯の移転

治療方針：上顎左側犬歯は，移転歯の歯軸傾斜度

による治療の難易度，排列に伴う隣在歯の歯根吸

収などを考慮して，抜去の適応とした。上顎左側

犬歯の欠損部に対しては，将来的な補綴スペース

を確保することとした。また，上顎右側犬歯と第

一小臼歯は位置を交換せず，そのまま排列するこ

とを目標とした。

【治療経過】

静脈内鎮静法下にて残存乳歯および上顎左側犬

歯の抜去を行った。 歳 か月時に上顎右側犬歯

が上顎第一，第二小臼歯間の頬側に萌出した。第

一小臼歯の捻転により萌出スペースが不足してい

たため，セクショナルブラケット装置（

アーチワイヤー）を用いて上顎右側犬

歯の排列スペースの確保と歯列弓内への誘導を行

った。 歳 か月時には上顎右側第一小臼歯，犬

歯の順に排列が完了した。同時期に上顎左側側切

歯はコンポジットレジンにて歯冠の形態修復を行

った。現在上顎左側犬歯の補綴スペースは十分に

確保されている。成長発育が完了した時点で再診

断し，具体的な補綴処置を検討する予定である。

【考察】

移転歯は，歯軸が平行で，移転の状態が完全型に

近いほど，入れ換えて排列することが現実的に不

可能とされている。本症例における上顎右側犬歯

と第一小臼歯は，完全型の移転歯であった。交換に

よる歯根吸収の危惧，治療の難易度を考慮し，移転

した状態のまま対咬関係を構築することが妥当で

あると考えた。また上顎左側犬歯は歯軸傾斜度に

大きな問題があり，排列移動に伴う歯根吸収や歯

周組織への影響を考慮すると，抜去は避けられな

かったと考える。
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開窓により萌出誘導できた埋伏大臼歯の 2 例 
Eruption guidance with fenestration for impacted lower molar －2 cases 

 
○馬場篤子，岡 暁子，田村翔悟，中村雅子，尾崎正雄 

Atsuko Baba, Kyoko Oka, Shougo Tamura, Masako Toda-Nakamura, Masao Ozaki 
 

（福岡歯大・成育小児歯） 
Fukuoka Dental College Department of Oral Growth and Development  

Division of Pediatric Dentistry 
 
【目的】 
埋伏歯の原因は、歯槽骨や口腔粘膜の肥厚、歯牙

腫や過剰歯の存在、萌出方向の異常など多岐にわ

たる 1)。稀ではあるが嚢胞や腫瘍性病変が原因と

なることもある為、病理組織学的診断は必要不可

欠である。今回、我々が遭遇した埋伏下顎大臼歯

の 2 症例について、治療経過と埋伏原因について

の若干の考察を交えて報告する。 
 
【症例 1】初診時年齢：13 歳 10 か月 男子 
主訴：下顎左側第二大臼歯埋伏の精査加療 
既往歴：アレルギー性鼻炎、長期服薬の既往なし。 
現病歴：学校検診で歯肉炎を指摘され近歯科医院

を受診した際、┌7 の未萌出を認めた為当科に紹

介来院となった。 
現症：Hellman 歯年齢 ⅣA 口呼吸による歯肉炎 
エックス線所見：┌7 埋伏 (Nolla 石灰化段階 9 度) 

症例 1  初診時パノラマエックス線写真 
臨床的診断：含歯性嚢胞の疑い 
治療経過：┌7 の開窓を施行し、ドレーンを留置

し┌7 の萌出を観察した。2 か月後には萌出を認め

たため、その後リンガルアーチを用いて咬合誘導

処置を行った。 
萌出誘導期間：1 年 4 か月 
病理組織学的診断：Eruption cyst 
 
【症例 2】初診時年齢：10 歳 4 か月 男児 

 
主訴：下顎左側第一大臼歯埋伏の精査加療 
既往歴：花粉症、長期服薬の既往なし。 
現病歴：7 歳頃より 6┐未萌出についてかかりつけ 
医で管理されていたが 10 歳になっても萌出しな

い為当科へ紹介来院となった。 
現症：Hellman 歯年齢 ⅢA 口呼吸、異常嚥下癖 
エックス線所見：6┐埋伏(Nolla 石灰化段階 8 度) 

 症例 2 初診時パノラマエックス線写真 
臨床的診断：含歯性嚢胞の疑い 
治療経過：6┐部の開窓を施行し、オブチュレータ

ーを装着し萌出を観察した。その後リンガルアー

チを用いて咬合誘導処置を行った。 
萌出誘導期間：1 年 11 か月  
病理組織学的診断：Ameloblastic Fibroma 
【考察】小児期の大臼歯萌出障害は、アンカーの

設定を含め治療に苦慮する。従って、埋伏歯が萌

出力を持っている時期に対応を開始できることが

望ましい。今回報告した 2 例は、外科的処置を開

始してから、口腔内へ萌出するまでの期間には違

いがみられるものの、大がかりな牽引治療を必要

とせず口腔内萌出を誘導することができた。埋伏

歯の萌出には、当該歯の歯根形成量や埋伏位置な

どが関係していることは明らかであるが、埋伏の

原因となった病変もまた影響を与える要因となり

得る。予後の観察計画においても確定診断を得て

おくことは、必須であると考えられた。 
【文献】 1）朝田芳信，他：小児の口腔科学第

4 版，学建書院，東京：ｐ75，2017． 
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既存型「機能的顎矯正装置」による子どもの反対咬合の治療について 
About treatment of child's reversed occlusion by the existence type "functional jaw correction equipment" 

○大塚	 淳 
Atsushi Otuka 

 
（大塚矯正歯科クリニック）	 

Otsuka orthodontic dental clinic 
 
【目的】 
	 機能的顎矯正装置の歴史を紐解いて見ると、

1936 年 ノ ル ウ ェ ー の Andresen	 ＆ 	 Häuple

（Andresenとホイップルによって発明されたFKO

装置、ドイツのFrenkel	 は、オーラルシールドを

完成したKrusの考えとAndresenの考えを結び合わ

せて、フレンケル装置を開発、Balters	 は、Viggo	 

Andresenの開発したFKO装置に改良を加えバイオ

ネーターを発明した。今回、我我は従来の装置に

改良を加え既存型「機能的顎矯正装置」プレオル

ソ（特許取得および意匠登録済）を開発し良好な

治験を得たので発表いたします。プレオルソは症

状別でタイプⅠ	 タイプⅡ	 タイプⅢと3種類あり、

今回は反対咬合用に作成されたプレオルソ	 タイ

プⅢを用いた。（以下タイプⅢにとする）	 

【対象と方法】 
	 患者ＭＫ、生年月日	 ２００４年１月生	 性別女

性	 主訴は乳歯列期の反対咬合、他社の既存型「機

能的顎矯正装置」を数か月装着するも反対咬合は

改善せず当院へ転医する。診断の結果、軽度の骨

格的反対咬合と診断する。他社の既存型「機能的

顎矯正装置」を中止してタイプⅢを装着する。タ

イプⅢの適応症として	 ①乳歯～混合歯列期の反

対咬合	 ②１歯だけの被蓋改善	 ③反対咬合の保定

装置が挙げられる。装置の使用方法として、昼間

一時間および夜間の装着を指示、またプレオルソ

装置を用いたＭＦＴを行う。	 

【結果】 
	 患者の協力もよく約 2‐3 か月後に被蓋改善を

認めた。	 

 
 
 
 
 

      

   

	 	 	 ＜図１＞ 	 プレオルソ	 タイプⅢ 

 
【考察】 
	 約2‐3か月後に被蓋改善後バイトが安定したた

め使用を中止し経過観察とした。従来の機能的顎

矯正装置と比較して被蓋改善が早い理由として①

構成咬合位でなくオーバージェットが装置に付与

されている。②リンガルフランジが上顎前歯を押

す事により唇側移動する。	 ③下顎前歯レベルガイ

ドにより舌側移動および叢生を改善する④咬むこ

とで活性化する	 ⇒装着時に20回程程チューイン

グトレーニング（軽く咬む）事により活性化する。

⑤リップバンパーにより、上唇圧を排除するため

上顎骨の前方発育誘導および上顎前歯の唇側移動

が速やかに行われる⑤サイドバンパー拡大により

頬圧の排除を行うことで、上顎骨の拡大および前

方発育誘導が促される。今後はさらに装置に改良

を加え、より安定した咬合を得られるようにした

い。	 

	 

【文献】	 

1）プレオルソで治す	 歯ならび&口呼吸	 クイント

エッセンス社、2017.	 
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成長期に反対咬合の治療を行ったが，成人後に外科的矯正治療を必要とした１例 
A case of reversed occlusion treatment in the growth phase,  

but a case requiring surgical correction treatment after adult 
 

○千枝和巨 
Kazumi Chieda 

 
（アップル小児矯正歯科（北海道）） 

Apple Pediatric Dentistry and Orthodontic Clinic 
 
【目的】

一般的に反対咬合の小児に対する矯正治療は，

成長期に行う第１期治療と，永久歯列完成後もし

くは成長終了後に行う第２期治療に分けて計画さ

れる。第１期治療では，顎整形力を用いて上下顎骨

の成長発育のコントロールを行ったり，個々の歯

に矯正力を加え機能的障害を除去したりする事に

より，前歯部を正常被蓋とする。第２期治療ではフ

ルブラケット装置を用い機能的咬合を目指すこと

が多いが，上下顎の骨格的異常を補償する歯の移

動が必要になることもある。今回，審美性回復のた

め，第２期治療で外科的矯正治療を行った症例を

経験したので報告する。

【症例と第 期治療経過】

患者： 歳 ヵ月 女児 齲蝕治療のため来院。

齲蝕治療後も定期健診を続け，第 期治療開始時

７歳７ヵ月であった。

顔貌所見：正貌は左右対称 側貌は

口腔内所見： Ⅱ 期 上顎 ～ と下顎 ～

が逆被蓋 臼歯は両側とも

診断：下顎過成長による骨格Ⅲ級，開咬を伴う反対

咬合症例で上顎右側６の異所萌出をともなうもの

第１期治療経過： 歳 ヵ月より，急速拡大装置と

上顎前方牽引装置で治療を開始した。 歳 ヵ月よ

り上顎 前歯にマルチブラケット装置を併用し，

歳 ヵ月で第 期治療を終えた。治療期間は ヵ

月で上顎前方牽引期間は ヵ月であった。

第 期術後顔貌所見：正貌は左右対称 側貌は

第 期術後口腔内所見： Ⅲ 期 前歯は

正常被蓋 臼歯は両側ともフルⅡ級となった。

保定：第２期治療開始まで 保定装置を使いな

がら定期健診を続ける予定であったが，来院が途

絶えていた。

【再来院時の所見と第 期治療経過】

歳 ヵ月時に 年 ヵ月ぶりに来院した。

主訴：①下の前歯とあごが出てきた。

②上下の正中がずれている。

顔貌所見：正貌は下顎がわずかに右側偏位 側貌

は

口腔内所見： Ⅳ 期 上下顎２～２が切端

咬合 正中線は下顎が右側へ 偏位 臼歯は

右側Ⅰ級・左側Ⅲ級

診断：下顎過成長による骨格Ⅲ級，下顎右側偏位を

伴う下顎前突症例 顎変形症下顎前突症

第２期治療経過： 歳 ヵ月より上顎４｜４を抜

歯して術前矯正を開始した。 歳 ヵ月で下顎骨

形成術を行い，現在術後矯正中である。

＜表１＞セファロ計測値等

１期開始 １期終了 ２期開始

°

°

°

【考察】

本症例では第 期治療で得られた良好な上下顎

関係が，その後の下顎骨の成長により失われてし

まった。第２期治療は，オトガイ部を引っ込めたい

との患者の希望により，外科的矯正治療を行う事

になった。反対咬合の治療においては，個々の患者

の成長を完全に予測することが不可能なため，第

１期治療の効果が充分であっても，その後の成長

により第２期治療が必要になることが有る。その

ため保護者と患児には，矯正治療全体のスケジュ

ールを時期・期間・費用を含め良く理解して頂くこ

とが重要で有る。
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Biobloc Therapy にて治療を行った患者に対し 
PRA 分析を用いて顔面の成長方向の評価を行った 1 例 

―A case report― Evaluation of facial growth direction  
using PRA analysis for patient treated with Biobloc Therapy 

 
○田島 格 1,2)，有田 浩一朗 1,2,3) 

Itaru Tashima1,2), Koichiro Arita1,2,3,4) 

1) 横浜ゆうみらい小児歯科・矯正歯科 2) 有田歯科医院 
3) 矯正歯科技工＆コンサルタントオーソライズ 4) 顎顔面口腔育成研究会 

1) Yokohama Yuu Mirai Pediatric Dental ＆ Orthodontic Clinic,  2) Arita Dental Clinic   
3) Orthorise   4) J.A.C.G. 

 
【緒言】 
当院では John Mew が提唱したオーソトロピク

スを基に、オーラルポスチャーを獲得させ、小児の

顎顔面の成長方向を前方へ誘導する治療を行って

いる。治療成果を評価するためには従来の評価方

法は不十分であり、上顔面を含めた顔面の成長方

向を評価する新しい分析方法を必要としている。 
この問題を解決するために、有田らは側面顔貌

写真に計測点を設定し、顔面の成長方向を評価す

る新たな分析法（PRA 分析）を提案した 1)。 
今回の発表では Biobloc Therapy にて治療した

患者に対し、PRA 分析を用いて評価を行った 1 例

を提示する。 
【症例】 
患者 7 歳 3 か月 女児 
主訴 歯並びがガタガタ 
所見 AngleⅠ級の不正咬合。萌出余地不足による

叢生を認める。鼻閉疾患を有し睡眠時無呼吸症候

群の診断を受ける（ope 適応ではなく経過観察中）。 
【治療経過】 
通法（三谷法）2)に従い Biobloc Therapy にて施

術した。1 年 4 か月後、舌房が確保され、低位舌が

改善傾向にあると判断したため StageⅢ装置をセ

ットした。現在は同装置を用いて鼻呼吸の獲得を

図っている。睡眠時無呼吸症候群に関しては現在

も経過観察中である。 
【PRA 分析】 
この症例に対し術前と現在の側面顔貌写真を用い

て PRA 分析を行った（図 1）。分析の結果から患者

の顔面が前方へ成長しており、特に中下顔面の成

長が強いことが示唆された。 

＜図１＞PRA分析 

（角度分析：術前術後の比較と成長変化のイメージ） 

 
【考察】 

本症例は鼻閉疾患を有する AngleⅠ級の不正咬

合に対して Biobloc Therapy を用いて施術した 1
例である。この症例に対して PRA 分析を行った結

果、術者の企図した通り患者の顔面が前方方向へ

成長していることが確認された。また上・中・下顔

面のどの部分が成長しているのかの評価も可能で

あった。顔面の成長方向の確認のために用いた

PRA 分析は、上顔面を含めた顔面の成長方向の評

価が可能であり、患者に対し放射線被爆などのリ

スクを負わせることがなく、臨床的に簡便で安全

性の高い評価方法であることが示唆された。 
【文献】 

1）有田 浩一朗 他：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，小児歯誌，

55-2：258，2017． 
2）三谷 寧：顎顔面口腔育成治療，小児歯科臨

床，6-11 月号（連載），2014． 
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ＭＦＴの協力度に関わる要因の調査

 
○汐川由依奈 清水清恵 寳福静香 渡辺幸嗣 藤田優子

簑原由希子 原詩歌 牧憲司

Shiokawa Yuina,Shimizu Kiyoe, Hofuku Shizuka,Watanabe Koji ,Fujita Yuko, 
Minohara Yukiko,Hara Shiika,Maki Kenshi 

 
（*九歯大・小児歯, **清水歯科クリニック） 

Kyushu Dental Univ.Dept.Pediatric Dent., Shimizu Dental Clinic  
 

【目的】 
早期矯正治療症例における機能的な問題の発現

率は 88.7%にもなり異常嚥下癖や舌突出癖は

58.3％を占めているとの報告がある。そのため、

早期矯正治療患者には MFT を併用するケースが

少なくない。MFT を円滑に進めていく上で必要に

なるのが家庭でのレッスンであるが、患者の協力

度に差があるのも事実である。そこで、患者の協

力度とＭＦＴの進行を妨げる要因について調査し

たので報告する。 
【対象と方法】 

2018 年 5 月時点で MFT を行っている患者 50
人に対して、経験３年以上の MFT 担当者が患者

の協力度を良い（家庭でのレッスンを常に 85％の

日数で行なっているもの：おおむね週 6 日以上）、

中等度（家庭でのレッスンを 30〜85％の日数（週

2〜5 日）で変動しつつも継続しているもの）、悪

い（家庭でのレッスンが常に 30％の日数に満たな

いもの：週 2 日未満）に分け、MFT の協力度に関

係すると考えられる要因（患者の年齢、性別、MFT
指導期間、身体的特徴、生活環境、などの項目に

ついて）について調査し、協力度別に各項目の人

数とその割合を算出した。 
【結果・考察】 
ＭＦＴ開始時期は、協力度の良いグループで 5

歳～7 歳の低年齢児が多かった。指導期間は、協

力度が良いグループでは 1 年未満の者が多く、反

対に指導期間が 2 年以上の者は協力度が悪くなる

につれて増えている。歯列骨格の特徴では、協力

度の良いグループで ClassⅢ、狭窄歯列を有する

者の割合が高く、協力度の悪いグループではClass
Ⅱ、overjet の大きい者、overbite の小さい者の割

合が高かった。このことから、上顎前突症例への

レッスンをいつ始めるか、開咬症例の患者には

MFT の必要性をどのように伝えるかといった検

討が必要であると感じた。口腔機能はどのグルー

プも低く差はなかったが、他の身体的特徴で比較

すると協力度が良いグループの方が、体が小さく、

鼻呼吸に関する問題があり、嚥下機能も低いこと

が分かった。これらは口唇閉鎖不全や食べ方など、

日常生活での悩み事として日ごろから保護者も気

になっている部分と結びつくのではないかと考え

られる。また、保護者のレッスンへの参加率では

顕著に差が表れ、協力度が良いグループでは半数

以上の保護者がレッスンに参加しているのに対し、

協力度が悪いグループでは家庭でのレッスンを一

緒にする保護者は０％だった。 
【結論】 

家庭でのレッスンを習慣的に行うためには保護

者の協力が不可欠であるため保護者への動機づけ

が重要であると感じた。歯列や顎間関係の問題も

協力度に影響すること、指導期間が長くなると協

力度が下がることから矯正治療の進行度とＭＦＴ

指導の開始時期、レッスン間隔を考慮して、指導

期間を短くする努力をする必要もあると感じた。 
【文献】 

1)高田彩、茂木悦子、末石研二ほか：早期矯正治療症例における機能的問題の発

現状況,歯科学報,116:109-114, 2016 

2)辻 野 啓一郎、 町 田 幸 雄 ：幼児期から青年期にいたる歯列弓幅径の 成長

発育に関する累年的研究, 小児 歯 科 学 雑 誌  35(4):670-683, 1997 

3) 大竹邦明：発達期の歯科診療,東京歯科研究会,1987 

4)Kim YH : Overbite depth indicator with particular reference to anterior 

open-bite, Am j Orthod 65 :586-611, 1974.619-633, 1978. 

５）ＭＦＴ臨床  指導力アップ・アドバンス編,わかば出版株式会社 
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若年者における口呼吸症候群に関連する因子探索に関する基礎研究 
A preliminary survey of the factors related to mouth breathing syndrome in youth 

 
○海原康孝，齊藤一誠＊，稲田絵美＊＊，村上大輔＊＊， 野上有紀子＊ 

窪田直子＊＊，早崎治明＊，山崎要一＊＊，石川隆義 

Yasutaka Kaihara, Issei Saitoh＊, Emi Inada＊＊, Daisuke Murakami＊＊ ,Yukiko Nogami＊, 

Naoko Kubota＊＊, Haruaki Hayasaki＊, Youichi Yamasaki＊＊, Takayoshi Ishikawa 

 

（大垣女子短大・歯科衛生，＊新潟大・院医歯・小児歯，＊＊鹿大・院医歯・小児歯） 

Ogaki Women’s College Dental Hygiene., Kagoshima Univ. Dept. Pediatric Dent.,  

and Niigata Univ. Dept. Pediatric Dent. 
 
【 目 的 】 

口呼吸や口唇閉鎖不全には多くの原因があり，

心身への悪影響を及ぼすことから，近年「口呼吸

症候群」と解釈され，改善すべき病態の一つとし

て注目されている。また，若年期に口呼吸を改善

し口腔機能を向上させることは，高齢者となった

場合の嚥下や咀嚼能力低下の予防につながる。

これまで小児の口呼吸症候群に関連する因子に

関する報告や診断の根拠となる報告はみられるが

１），成長期が終わった若年者については，報告や

診断の根拠となる知見は未だに少ない。

本研究では「口呼吸あるいは口唇閉鎖不全症と

の関連が報告されている」数々の要因について，

若年者を対象とした質問紙調査により検討した。

【 対象と方法 】 
岐阜県内の ～ 歳の女性 名を対象とし，

自記式無記名式質問紙調査を行った。質問紙は，

「全身状態」，「鼻・のど・耳の状態」，「咬合や口

腔の状態」，「口唇や歯肉の状態」，「食事」に関す

る の質問項目から成る。集計後 の順

位相関分析を行った。

【 結 果 】 
「日中口を開けている」という項目を「口呼吸

または口唇不全がみられる状態」と解釈し，この

項目と関連性の高かった 20 項目を表に示す。

「鼻・耳・のどの状態」では，「よく鼻水が出て

いる」，「咬合や口腔の状態」では「口を開けて寝

ている」，「口唇や歯肉の状態」では「歯ぐきがよ

く腫れる」，「食事」では「クチャクチャ音を立て

て食べる」の相関係数が最も高かった。

 

：

表：「日中口を開けている」に関連の高い項目

【 考 察 】 
調査より，幼児や小学生と同様に「口呼吸症候

群」に，鼻やのどの病気や，口唇閉鎖の弱さ，食

べ方の問題との関連がみられた。一方，幼児や小

学生と比較して１），歯肉腫脹や歯石沈着，歯の着

色といった歯や歯肉に関する項目との関連が高い

ことが示された。この結果は，年齢に合わせた口

呼吸や口唇閉鎖不全の対応の重要性を示唆すると

ともに，診断基準の確立に寄与すると考える。 
【 文 献 】 
1) 野上有紀子，齋藤一誠，稲田絵美，海原康孝

他：我が国の口呼吸症候群小児は増加傾向に

あるのか?，小児歯誌，50 : 267, 2017. 
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乳歯列期における咬合治療を通した軟組織形態と咀嚼機能の評価 
Evaluation of orofacial soft tissue morphology and masticatory function 

through occlusal treatment of primary dentition 
 

○黒澤美絵，齊藤一誠，中島 努，野上有紀子，笹川祐輝，築野沙絵子，岩瀬陽子，早崎治明 
Mie Kurosawa, Issei Saitoh, Tsutomu Nakajima, Yukiko Nogami, Yuki Sasakawa, Saeko Tsukuno, 

Yoko Iwase, Haruaki Hayasaki 
（新潟大・院医歯・小児歯） 

Niigata Univ. Div. Pediatric Dent. 
 

【緒 言】 
 乳歯列期の咬合異常は口腔機能発達不全を伴う

ため、早期に形態の改善を行うことで、良好な口腔

機能を獲得することができると考えられている。

しかしながら、顎顔面軟組織形態と咀嚼機能を併

せて評価した症例報告はほとんどない。 
そこで乳歯列期に両側鋏状咬合を有する患児に

対して、軟組織形態の評価を行い咬合治療前後で

比較した。さらに、咬合治療後の咀嚼機能を運動学

的に評価しながら咀嚼訓練を試みたので報告する。 
【症例および治療経過】 
初診時年齢：5歳 2か月 男児 
主 訴：前歯部反対咬合および両側臼歯部鋏状咬合 
歯列咬合所見：乳歯列咬合。overbite: 2.6 mm。
overjet: －1.3 mm。正中関係: 開閉口時ともに一
致。構成咬合可能。二態咬合。 
診 断：上顎乳中切歯の舌側傾斜および上顎両側乳
臼歯の頬側傾斜と下顎両側乳臼歯の舌側傾斜によ

る上下顎歯列弓幅径の不調和、これに伴う乳前歯

部反対咬合と両側乳臼歯部の鋏状咬合。 
治療経過：5歳 5か月時に、上顎には乳臼歯部の歯
列弓幅径の縮小および乳前歯部の唇側傾斜を、下

顎には乳臼歯部の歯列弓幅径の拡大を目的とした

固定式装置をそれぞれ装着した。6歳 0か月時に乳
前歯部の反対咬合および両側乳臼歯部の鋏状咬合

が改善されたため動的治療を終了し（図 1）、保定
を開始した。また、動的治療終了時より咀嚼機能改

善に向けた対応を図った。保定装置は 6 歳 6 か月
時に撤去した。 
【形態評価および機能評価】 
軟組織形態評価（図 2）：君らの方法 1) により三次

元基準座標系を設定した。動的治療後は治療前と

比較し、上唇（Ls）2.8 mm、下唇（Li）8.1 mm、
軟組織ポゴニオン（Pog）8.9 mm後退した。 

＜図 1＞治療前後の写真   ＜図 2＞形態計測点 
咀嚼機能評価（表）：動的治療終了時の右側での指

示咀嚼において、ノーマルサイクルの割合が特に

少なく、リバースサイクルがほとんどを占めてお

り、咀嚼機能異常を呈していた。6か月間咀嚼訓練
を行ったところ、両側ともにノーマルサイクルの

割合は大きく増加したが、左右で比較すると、右咀

嚼のノーマルサイクルの割合が左咀嚼に比して少

ないため、右咀嚼での咀嚼訓練を強化した。6歳 8
か月時に二態咬合  <表>ノーマルサイクルの割合 
は改善傾向を示

したものの、未だ

残存しているた

め、咀嚼訓練を継

続している。 
【考 察】 
 本症例のように乳歯列期に顎位の偏位を伴う咬

合異常を有する場合、動的治療により咬合と軟組

織形態は改善するが、咀嚼機能の異常は認められ

る。しかし、乳歯列期の咬合治療後は比較的短期間

で咀嚼機能の改善が期待できることが示唆された。 
【結 論】 
 咬合治療を行う際には、動的治療後の咀嚼機能

改善を含めた介入が必要であると考えられた。 
【文 献】1）君 雅水，齊藤一誠，澤味 規，野上有
紀子，岩瀬陽子，黒澤美絵ほか：小児の顎顔面の表

面形態を用いた咬合平面評価システムの開発，新

潟歯学会誌，47：21-26，2017． 
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当院における機能矯正～第一報～ 
Functional Orthodontics of my clinic～No.1～ 

 
○西田綾美，吉田美香，辰巳光世，齊部康子， 

塚本理沙，深野貢，堺陽子, 國府健一郎，中野雅子，北村義久 
Ayami Nishida, Mika Yoshida, Mitsuyo Tatsumi, Yasuko Saibe, Risa Tsukamoto, 

Mitsugu Fukano, Yoko Sakai, Kenichiro Kokubu, Masako Nakano, Yoshihisa Kitamura 
 

（医療法人 橿の木会 さわやか歯科） 
Sawayaka Dental Clinic

 
【目的】 

小児歯科は、患者の心身の基礎を作る時期に長

期にわたり関わることができる。その中で、患者の

発育の状態や生じている問題、取り巻く環境の変

化に気づき、その結果生じるであろう歯列不正な

どにいち早くアプローチすることができる。 
これまで拡大装置やリンガルアーチ、局所のブ

ラケットを用いた咬合誘導を行ってきた。成長を

利用し形態機能ともに整った症例もある一方、後

戻りや思春期に頭痛や冷えなどの不定愁訴を訴え

る症例もあった。何が原因なのか考えた結果、機能

面の評価が足りないにでは、と感じた。そんな中、

機能矯正を行っている当院に出会い、勤務させて

もらうことになった。そこで、当院で行っている機

能矯正を症例を挙げながら紹介する。 
【方法】 

当院では、子どもたちの現状と変化を、口腔内の

みならず以下に例を挙げるような多方面から診て

いる。 
出生時の状況：妊娠期間、体重、光線療法、など 
顔貌：口が閉じているか、目、くま、など 
全身：服、身長体重、姿勢、、など 
エックス所見：歯数、鼻中隔、上顎洞、など 
飲食：内容、回数、糖質の摂取状況、など 
睡眠：就寝起床時間、いびき、夜尿、など 
呼吸：口呼吸、腹式呼吸、など 
保護者の状態：子どもへの関心、生活習慣、など 

口腔の機能や形態に問題がある子どもたちは、

他の面でも問題を抱えていることが多く、すべて

が関連している。その発端は睡眠の質と考え、質を

左右するであろう呼吸と糖質にアプローチし、子

どもたちの形態を含めた口腔の発育、しいては心

身の発育を目指している。 

 
呼吸については、閉塞している気道を正常に戻

すことを目的に、鼻呼吸および腹式呼吸を促し、機

能矯正装置を使用する。 
糖質については、過剰摂取が睡眠時の自律神経

のバランスを崩し睡眠の質が低下することを説明

し、糖質のコントロールを徹底する。これは、小児

歯科では齲蝕へのアプローチとして長年行ってき

たことであり、子どもたちの生活のリズムを作り

成長を促す上で何より重要と考えている。 
【症例】 
・患児：R・I 君、男児 
・矯正開始：H26 年 3 月 12 日（10Y３M） 
・主訴：口が開いている、爪噛み、歯ぎしり、くい 
しばり、猫背、アレルギー（花粉） 
・口腔内所見：上顎叢生、右側側切歯反対咬合 
・経過：機能矯正装置を用い叢生や反対咬合は

改善した。口は閉じるようになり、夜間の歯ぎしり

やくいしばりはなくなったが、爪噛みと猫背は続

いている。アレルギーは改善傾向にある。 
 

 

 

 

 

 

 

（10Y３M）                 (14Y４M) 

【考察】 
口腔内に現れる症状は、全身状態の結果のひと

つと考える。機能面を評価しながら呼吸と糖質に

アプローチすることで、形態が改善していくこと

が症例を通しわかった。今後もこれらのアプロー

チを継続し、続報として症例を報告していきたい。 

当院における機能矯正～第一報～ 
Functional Orthodontics of my clinic～No.1～ 
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Ayami Nishida, Mika Yoshida, Mitsuyo Tatsumi, Yasuko Saibe, Risa Tsukamoto, 

Mitsugu Fukano, Yoko Sakai, Kenichiro Kokubu, Masako Nakano, Yoshihisa Kitamura 
 

（医療法人 橿の木会 さわやか歯科） 
Sawayaka Dental Clinic

 
【目的】 

小児歯科は、患者の心身の基礎を作る時期に長

期にわたり関わることができる。その中で、患者の

発育の状態や生じている問題、取り巻く環境の変

化に気づき、その結果生じるであろう歯列不正な

どにいち早くアプローチすることができる。 
これまで拡大装置やリンガルアーチ、局所のブ

ラケットを用いた咬合誘導を行ってきた。成長を

利用し形態機能ともに整った症例もある一方、後

戻りや思春期に頭痛や冷えなどの不定愁訴を訴え

る症例もあった。何が原因なのか考えた結果、機能

面の評価が足りないにでは、と感じた。そんな中、

機能矯正を行っている当院に出会い、勤務させて

もらうことになった。そこで、当院で行っている機

能矯正を症例を挙げながら紹介する。 
【方法】 

当院では、子どもたちの現状と変化を、口腔内の

みならず以下に例を挙げるような多方面から診て

いる。 
出生時の状況：妊娠期間、体重、光線療法、など 
顔貌：口が閉じているか、目、くま、など 
全身：服、身長体重、姿勢、、など 
エックス所見：歯数、鼻中隔、上顎洞、など 
飲食：内容、回数、糖質の摂取状況、など 
睡眠：就寝起床時間、いびき、夜尿、など 
呼吸：口呼吸、腹式呼吸、など 
保護者の状態：子どもへの関心、生活習慣、など 

口腔の機能や形態に問題がある子どもたちは、

他の面でも問題を抱えていることが多く、すべて

が関連している。その発端は睡眠の質と考え、質を

左右するであろう呼吸と糖質にアプローチし、子

どもたちの形態を含めた口腔の発育、しいては心

身の発育を目指している。 

 
呼吸については、閉塞している気道を正常に戻

すことを目的に、鼻呼吸および腹式呼吸を促し、機

能矯正装置を使用する。 
糖質については、過剰摂取が睡眠時の自律神経

のバランスを崩し睡眠の質が低下することを説明

し、糖質のコントロールを徹底する。これは、小児

歯科では齲蝕へのアプローチとして長年行ってき

たことであり、子どもたちの生活のリズムを作り

成長を促す上で何より重要と考えている。 
【症例】 
・患児：R・I 君、男児 
・矯正開始：H26 年 3 月 12 日（10Y３M） 
・主訴：口が開いている、爪噛み、歯ぎしり、くい 
しばり、猫背、アレルギー（花粉） 
・口腔内所見：上顎叢生、右側側切歯反対咬合 
・経過：機能矯正装置を用い叢生や反対咬合は

改善した。口は閉じるようになり、夜間の歯ぎしり

やくいしばりはなくなったが、爪噛みと猫背は続

いている。アレルギーは改善傾向にある。 
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【考察】 
口腔内に現れる症状は、全身状態の結果のひと

つと考える。機能面を評価しながら呼吸と糖質に

アプローチすることで、形態が改善していくこと

が症例を通しわかった。今後もこれらのアプロー

チを継続し、続報として症例を報告していきたい。 
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下顎前歯部に切歯様の過剰歯を持つ５切歯症例への対応 
Supernumerary Tooth in Mandibular Anterior Region – Rare Case of Five Mandibular Incisors 

 
○辻野啓一郎，野本永子，新谷誠康 

Keiichiro Tsujino, Nagako Nomoto, Seikou Shintani 
 

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

 
【目的】 
	 過剰歯は時折みられる歯数の異常で、歯の萌出

異常や歯列不正の原因となることがある。多くの

場合上顎前歯部にみられ、下顎前歯部にみられる

ことは少ない。今回我々は、下顎に１歯の未萌出

歯を含む計５歯の切歯を認めた患者に対して、１

歯を抜歯することにより未萌出の切歯を歯列内に

萌出させ、少ない侵襲で４歯の切歯をほぼ正常に

配列することができたので報告する。 
なお、本報告を行うにあたり患者及び保護者に十

分に説明を行い、同意を得ている。 
【症例】 
	 患者は７歳９か月の男児である。近医より下顎

前歯の過剰埋伏歯があると指摘され、当院に紹介

来院した。既往歴、家族歴に特記事項はない。デ

ンタルエックス線写真では下顎右側切歯部の遠心

に切歯と同様の形態の歯が埋伏していることが認

められた。下顎前歯部には４つの切歯が萌出して

おり、埋伏歯を含め計５歯の切歯が認められた。

右側側切歯部に萌出している切歯は歯根未完成で

あり、他の３つの切歯と比較して歯根の形成が遅

れていた。下顎右側側切歯部に萌出している歯(L1)
と埋伏している歯(L2)は、どちらが過剰歯であるか
は判断ができなかった。 
【処置及び経過】 
埋伏歯の形態や歯根の状態を確認する目的で CT
撮影を行なった。CT画像では L1と L2はほぼ同
様の形態であり、病的な歯根吸収は認めなかった。 
	 下顎前歯部には５本の切歯を配列するスペース

はなく、L1と L2のいずれかを抜歯する必要があ
った。形態的には L1、L2 ともほぼ通常の側切歯
の形態をしているため、どちらの歯も側切歯とし

て機能できると考えられた。L1はすでにほぼ下顎
側切歯の位置に萌出しているが、L1 を保存し L2
を抜歯するには L1の歯根近くに埋伏している L2

を抜歯しなければならない。L2を抜歯する際に未
完成である L1 の歯根を損傷させるリスクがある
ことと、埋伏歯抜去に伴う外科的な侵襲を与える

恐れがあった。L1を抜歯し L2を保存する場合に
は、L1 の抜歯は容易である。L2 は埋伏している
ものの歯根が未完成であり、L1を抜歯したスペー
スに萌出誘導が可能であると考えられた。これら

を考慮し、処置方針は L1を抜歯し L2の自然萌出
を期待し、萌出しない場合あるいは萌出方向に異

常が認められた際には開窓および矯正的牽引を行

うこととした。 
	 局所麻酔下に L1 の抜歯を行った。抜去歯の歯
根は未完成であるため短いものの形態的な異常は

認めなかった。４か月後のデンタルエックス線写

真では抜歯スペースに向け L2 が萌出しつつある
状況が確認できた。11か月後にはほぼ歯列内に萌
出し、歯根の成長も認められた。わずかに捻転が

認められるものの、患者と保護者は満足し矯正治

療は希望しなかったため処置終了とした。 

      

a.初診時 	 	 	 b.L1抜歯 11か月後 

＜図１＞デンタルエックス線写真 

【考察及び結論】 
下顎前歯部に未萌出歯を含む５歯の切歯を持つ

症例に対して、萌出済みの切歯を抜歯することに

より未萌出歯を歯列内に萌出誘導することができ

た。このような歯数異常がある症例では混合歯列

期前期に対応することが望ましい。 
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骨格性反対咬合に対しM.S.E.を用いて矯正治療を行なった 2例 

Orthodontic treatment of Skeletal Class Ⅲ patients using Maxillary Skeletal Expander 
: Case Reports. 

 
○尾上明日香，新川斉*，坂口繁夫，五十嵐清治** 

Asuka Onoe, Hitoshi Arakawa*, Shigeo Sakaguchi, Seiji Igarashi** 
 

さかぐち小児・矯正歯科(福岡)，*あらかわ歯科(沖縄)，**北医療大・歯・小児歯科 

Sakaguchi Pediatric dental & Orthodontic clinic, *Arakawa dental chinic, **Health Sciences 
University of Hokkaido, Division of Pediatric Dentistry Department of Oral Growth and 

Development School of dentistry 
 
【目的】 
 当院では、骨格性反対咬合の傾向を認める症例

に対し、Ⅰ期治療では急速拡大装置を用いた上顎

骨の拡大と前方牽引装置を併用した治療を行なっ

てきた。しかし、症例によっては成人後に外科手

術が必要となる場合もあった。  

 近年、歯科矯正用アンカースクリューを併用し、

最小侵襲の手術で顎整形的効果を多く得られる上

顎拡大法が数種考案されている。M.S.E.は、UCLA
の Moon 教授によって開発された、Maxillary 
Skeletal Expander(上顎骨骨格性拡大装置)の略

称であり、骨に対し直接的に力を加えることで上

顎の拡大を期待する装置である。 

 今回我々は、外科手術による矯正治療を希望さ

れない骨格性反対咬合を認める患者に対し、

M.S.E.と上顎前方牽引装置を併用した結果、良好
な経過を得たためその 2 例を報告する。なお発表

に際し、本人及び保護者からの同意を得ている。 

【症例】 
 症例 1：対象となる患児は、初診時年齢 2 歳 9

ヶ月の男児で、噛み合わせが気になるということ

で来院された。初診時、前歯部に反対咬合が認め

られ、将来的に矯正治療が必要となる可能性を説

明した。8 歳 1 ヶ月時に矯正治療を希望されたた

めⅠ期治療を開始した。セファロ所見は、SNA角
77.5°SNB 角 80.3°ANB 角-2.8°であり、

Skeletal  Class Ⅲを示した。 

症例 2：対象となる患児は、初診年齢 1歳 11ヶ

月の女児で、検診を希望され来院された。初診時、

前歯部の反対咬合が認められ、将来的に矯正治療

が必要となる可能性を説明した。7 歳 3 ヶ月時に

矯正治療を希望されたためⅠ期治療を開始した。

セファロ所見は、SNA 角 78.9°SNB 角 83.7°

ANB 角-4.8°であり、Skeletal Class Ⅲを示し
た。 

しかし、症例 1と 2共に遺伝的な因子が強く、

症例 1では 11歳 9ヵ月時に、症例 2では 13歳 11

ヶ月時に前歯部の反対咬合が認められた。保護者

には将来的に外科手術が必要となることを説明し

たが、外科矯正は希望されなかったため M.S.E.
と上顎前方牽引装置を併用し再度治療を行った。

下顎は第 2 大臼歯を抜歯し、上下の歯列の配列に

はマルチブラケットを使用した。 

【結果と考察】 
 症例 1：13歳 9ヶ月時のセファロ所見は、SNA
角 84.1°SNB角 85.1°ANB角-0.9°であった。

症例 2：16歳 2ヶ月時のセファロ所見は、SNA角
83.4°SNB角 85.8°ANB角-2.3°であった。症

例 1と 2共に口腔内所見では、上顎歯槽基底弓の

拡大と前歯部の被蓋の改善が認められた。顔貌所

見における中顔面の落ち窪みの改善も認められ、

M.S.E.の特徴である顎整形力は骨格的な不調和を
改善する一助となると考えられた。 

また、本症例のように骨格性反対咬合を認める

が外科矯正を希望されない症例に対して、M.S.E.
は有用な治療法の 1 つである事が示唆された。長

期的な安定性を含め、今後さらに検討を重ねてい

きたい。 

【文献】 
 1）Ngan P，et al：Evolution of Class Ⅲ 

treatment in orthodontics，AJO-DO，148：
22-36，2015. 
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萌出異常歯に対し M.S.E.を用いて矯正治療を行った２例 
Orthodontic treatment of eruption disturbance using Maxillary Skeletal Expander 

 : Case Reports 
 

〇大津薫乃，濱渚，坂口繁夫，五十嵐清治* 
Yukino Otsu, Nagisa Hama, Shigeo Sakaguchi, Seiji Igarashi* 

 
さかぐち小児・矯正歯科(福岡県)，*北医療大・歯・小児歯科 

Sakaguchi Pediatric dental & Orthodontic clinic,*Health Sciences University of Hokkaido,Division 
of Pediatric Dentistry Department of Oral Growth and Development School of dentistry   
 
【目的】 

小児歯科臨床において、萌出異常歯に遭遇する

機会は多く、ディスクレパンシーを伴っているこ

とも稀ではない。 
近年、UCLA の Moon 教授によって開発された

M.S.E.は、Maxillary Skeletal Expander(上顎骨急

速拡大装置)の略称で、矯正用アンカースクリュー

を併用して上顎骨の拡大を行う装置である。 
今回我々は、ディスクレパンシーを伴った萌出

異常歯を有する患児に対し、上顎骨の拡大及び萌

出異常歯の牽引の固定源として M.S.E.を用いた治

療を行い、良好な結果が得られたので報告する。な

お、本症例の発表について本人と保護者に同意を

得ている。 
【症例】 
症例１：初診時年齢 7 歳 10 ヶ月の女児で、永久

歯が萌える隙間がないことを主訴に来院した。

上顎右側第一大臼歯の異所萌出のため、近医にて

上顎右側第二乳臼歯が抜歯された。治療は、永久歯

萌出余地不足が予想されたため、上顎骨を M.S.E.
にて拡大し、その後オープンコイルスプリングを

利用して、上顎右側第一大臼歯を反対側第一大臼

歯相当部まで遠心移動した。その後、M.S.E.を固定

源として、リンガルアーチにて上顎両側第一大臼

歯を遠心移動した。下顎にはリンガルアーチを装

着した。 
症例２：初診時年齢 14 歳 7 ヶ月の男児で、上 

顎両側犬歯が萌えてきていないことを主訴に来院

した。上顎両側乳犬歯が残存しており、上顎両側犬 
歯は未萌出であった。また、上顎両側犬歯萌出余地 
不足が予想された。エックス線所見では、CBCT に

て上顎両側犬歯の口蓋側埋伏を認めた。治療は、上 
顎両側乳犬歯の抜歯及び上顎両側犬歯部の切開・ 

 
ドレーン挿入後、上顎に M.S.E.を装着し拡大を行 
った。上顎骨の拡大終了後、萌出してきた上顎両側

犬歯にリンガルボタンを装着し、M.S.E を固定源

として牽引を行った。上顎両側犬歯の歯列内への

誘導終了後、マルチブラケットを装着し、歯列の配

列を行った。下顎にはリンガルアーチを装着した。 
【結果】 

症例１：M.S.E.の装着から約３ヶ月で上顎骨の

拡大を終了し、上顎右側第一大臼歯の遠心移動は、

反対側第一大臼歯相当部まで約３ヶ月で終了した。

その後、上顎のリンガルアーチを約５ヶ月使用し、

永久歯萌出余地の確保ができたので、現在 Nance
のホールディングアーチを用いて保隙を行ってい

る。 
症例２：M.S.E.の装着から約１ヶ月で上顎骨の

拡大を終了し、上顎両側犬歯の牽引開始から約 4ヶ

月で歯列内への誘導を完了した。 
【考察】 

本症例では、萌出異常歯を牽引する固定源とし

ての機能を便宜的に付与した M.S.E.を用いること

で、上顎骨の拡大から萌出誘導・牽引までを短期間

で円滑に行うことができたと考えられる。今後さ

らに、ディスクレパンシーを伴った萌出異常歯を

有する患者の治療方法の１つとして、M.S.E.の活

用を検討していきたい。 
【文献】 
1) Nicolas Arboleda-Ariza, et al : Maxillary 
transverse dimensions in subjects with and 
without impacted canines : A compsrative 
cone-beam computed tomography study,154 : 
495-503,2018. 
2) Ngan P, et al : Evolution of ClassⅢ treatment 
in orthodontics,  AJO-DO, 148 : 22-36, 2015. 
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側方拡大の基準に則った一期治療の症例報告 
Case report of first-term treatment based on lateral expansion criteria 

 
○数野英文, 花田真也*, 大瀧枝美*, 前川光太郎*, 桝田康宏*, 米崎美桜* , 岡崎好秀** 

Hidefumi Kazuno, Shinya Hanada*, Emi Otaki*, Koutarou Maekawa*, Yasuhiro Masuda* 

,Miou Yonezaki*, Yoshihide Okazaki** 
 

（かずの歯科小児歯科・大分市,  *床矯正研究会, **モンゴル医科大学歯学部） 
Kazuno Children Dental Clinic, *Society of Removable Orthodontics 
**Mongolian National Medical-Science Univ. Dept. Pediatric Dent. 

 
【目的】 

我々小児歯科医は一期治療として拡大矯正を行

うことが多くあるが、拡大の基準が曖昧なため、

種々の問題が起こりうる。床矯正研究会では側方

拡大の基準を「左右の C のコンタクトポイント間

（直線距離）が 4 前歯幅径の総和と同じになるま

で」と明確化している。これにより、4 前歯が整

列した状態で約 2ｍｍの空隙ができる。これを犬

歯の萌出が少しずれたとしても、叢生が発症しな

いための安全域と考えている。 

〈図１C-C 間側方拡大の基準〉 
また、臼歯間の拡大の基準は上顎 6 の中心窩間

が 45～50ｍｍ、下顎 6 の中心窩間が 40～45ｍｍ、

〈上顎 6 間距離〉－（下顎 6 間距離）が 5～6ｍｍ

としている。この基準に従うことで交差咬合やシ

ザースバイトになることはないと考えている。 

〈図 2 6-6 間側方拡大の基準〉 

今回、この基準を用い治療した症例を報告する。 
【症例】初診時年齢 7 才 9 か月,男児。平成 22 年

4 月 5 日生まれ。主訴：下の前歯、歯並びが気にな

るのでみてほしい。既往歴：特記事項無し。家族歴：

父親に叢生あり。顔貌：左右対称、側貌は Mesio 
facial type 口腔内所見：HellmanⅡC 下顎前歯

部叢生、乳犬歯関係Ⅰ級。 
【治療および経過】 
7 才 11 ヶ月 上下側方拡大を開始。 バイオファン

ク シ ョ ナ ル セ ラ ピ ー (BFT ： Bio-functional 
therapy)として、食育・トレーニング・悪習慣の改

善を指導。 
8 才 5 ヶ月  基準に達し拡大を終了し閉鎖型装置

へ変更 BFT は継続指導 
【結果】 
現在 8 才 10 ヶ月。主訴である、前歯の叢生は改善

されている。前歯咬みなど BFT は継続中。側方歯

群交換を待ち再評価予定。 
【考察】 
床矯正研究会の基準に則り治療を行うことで必要

最低限の治療介入で主訴を改善できた。また、機械

的な矯正力のみに頼るのではなく、BFT が必要で

あると考える。 

【結論】 
側方拡大の基準を理解したうえで治療を行えば、

不確実な治療とならず必要最低限の介入で治療が

可能であることが示唆された。 
【文献】 
1)Frans P.G.M.van der Linden : Developmrnt of 
the Dentition  
2)鈴木設矢：GP のための床矯正・矯正のすすめ, 
2008．  
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床矯正治療に不可欠なバイオファンクショナルセラピー（BFT） 
Biofunctional therapy (BFT) is essential for orthodontic treatment by removable appliance 

○花田真也，大瀧枝美*，数野英文*，前川光太郎*, 桝田康宏*, 米崎美桜* , 岡崎好秀** 
Shinya Hanada, Emi Otaki* , Hidefumi Kazuno*, Koutarou Maekawa*, Yasuhiro Masuda*, 

 Miou Yonezaki*, Yoshihide Okazaki** 

（  はなだ歯科クリニック・福岡県，*床矯正研究会，**国立モンゴル医学科学大学歯学部 ） 
Hanada dental clinic, *Society of Removable Orthodontic,  

 **Mongolian National Medical-Science Univ. Dept. Pediatric Dent. 
【目的】 

近年、叢生の早期治療では床装置による側方拡

大が行われることが多い。しかし、単に装置で拡大

するだけでは、歯牙が傾斜移動して歯軸が乱れ、咬

合関係に問題が発生する。また、後戻りの可能性も

高い。床矯正研究会では、 装置によるメカニカ

ルな治療はあくまでも補助的なもので、歯列不正

の原因を改め、自然治癒力を高めることが本来の

治療だと考え、生物学的機能療法（バイオファンク

ショナルセラピーBiofunctionaltherapy）と呼んで

いる（以下 BFT と記載）。 

〈図 1〉床矯正治療のイメージ図 
叢生の治療に床装置と BFT を併用することで 
咬合関係はどのように変化するかを検討した。 
【対象と方法】 
症例は初診時 7 歳 5 ヵ月で HellmanⅢA の叢生の

ある男子。側方拡大と BFT を行った。BFT は食

育、トレーニング、悪習癖の改善を指導。食育につ

いては①正しい姿勢で食事をすること、②よく噛

む食材を選ぶこと、③食卓に飲み物を出さないこ

と、④15 分以上かけてリズミカルに噛むこと、⑤

前歯でかぶりつかせる、の 5 項目を指導した。ト

レーニングについては口腔周囲筋肉のバランスを

整えるためにリットレメーターの使用を指示。歯

列が整った後はチューブを用いた咀嚼訓練を指示

した。口呼吸の悪習癖があるため、逆腹式呼吸で鼻

呼吸することを指導した。メカニカルな治療は床

装置で上下顎歯列を側方拡大し、歯列を整えるた

めに、上下顎とも閉鎖型床装置を使用した。 
【結果】 
側方拡大により歯列が下顎は 3 ㎜、上顎は４ｍ

ｍ拡大した。（図 2）しかし、咬合状態は不安定に

なった（図 3 左）。その後 BFT を再指導し、1 年後

に咬合は安定した。終了時 12 歳 2 か月（図 3 右）。 

  
〈図２〉拡大床による側方拡大後 

 

 

 

 

 

＜図３＞左が側方拡大終了時、右がその後1年後 

【考察】 
側方拡大後、咬合が不安定になった原因は歯牙が

傾斜移動したためである。その後、咬合が安定した

理由は BFTによる複合移動が起きたと考えられる。

床矯正治療はメカニカルな治療だけでは不十分で

あり、BFT は不可欠であると考えられる。 
 
 
 
 
 
 
【文献】 
1）鈴木設矢編著 GP のための床矯正・矯正のすす

め 2008 
2）鈴木設矢監著 口腔機能をはぐくむバイオセラ

ピープロモーション 2016 
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床矯正治療とバイオファンクショナルセラピー（BFT）による短期間の口蓋形態の変化 
 Changed paratal form in short term biofunctional therapy (BFT) and removable appliance  

○前川光太郎，花田真也* 大瀧枝美*，数野英文*，米崎美桜*,	 桝田康宏* ,	 岡崎好秀**  
Kotaro Maekawa , Shinya Hanada * ,Emi Otaki*, Hidefumi Kazuno*, Miou Yonezaki*,  

Yasuhiro Masuda* ,Yoshihide Okazaki** 
（  MK デンタルオフィス・山口市，*床矯正研究会，**国立モンゴル医科大学歯学部	 ） 

MK dental office and *Society of Removable Orthodontic ,  
**Mongolian National Medical-Science Univ. Dept. Pediatric Dent.

【緒言】	 

近年、乳幼児・学校歯科検診の現場において、

乳歯列期・混合歯列前期叢生が多くみられる。こ

れらは「口蓋の型」「○型」「△型」「V 型」との相

関が深いとされ、小学１年時に「○型」の児童は、

６年後に不正咬合がほとんど生じることはほとん

どなかった 1）との報告もある。床矯正研究会では、

装置でのメカニカルな治療は補助的療法と捉え、

歯列不正の原因となる態癖や機能改善と食事指導

に主眼をおいている。自然治癒力を高めることを

バイオファンクショナルセラピー（生物学的機能

療法、以後 BFT と表記）と呼び、混合歯列前期治

療には不可欠であると考える。2)	 

【症例】	 

初診時年齢	 6 才 8 カ月,女児	 HellmanⅢA	 、上下

顎叢生。2018 年 1 月初診	 主訴:大人の歯が変な

位置に生えてきた。他院で相談したが様子をみる

と言われた。上下歯列狭窄による前歯のスペース

不足。口蓋の形は「△型」で舌房は狭い〈図１〉。	 

	 

〈図 1〉前歯部に叢生があり、口蓋は△型	 

【治療】	 

①メカニカル治療：床矯正装置による上下顎歯列	 

の側方平行拡大。上下歯列を拡大床により１ヶ月

に約 1 ㎜ずつ 6 カ月間拡大した。	 

②BFT：よく噛む食生活への改善、とくに前歯での

咬断運動で切歯骨前方発育促進を促す。舌の姿勢

位を改善するために「あいうべ体操」、舌の機能改

善のために「ガムの舌トレーニング」を指導。来

院毎に記録と装置調整を行った。	 

【結果】	 

治療開始から 10 カ月後、７才 10 ヶ月	 

メカニカル治療の結果、上下歯列は約５ｍｍ側方

拡大でき、前歯の萌出スペースを確保できた〈図

２〉。前歯の傾斜・歯間離開は Ugly	 ducking	 stage

のため犬歯萌出時に自然閉鎖を期待する。10 カ月

の BFT 結果、舌圧・舌機能の状態は改善。舌圧は

34.8kpa から 44.1kpa に増大し、ガムは口蓋に押

しつけられるようになった〈図 3〉。口蓋形態は「△

型」から「○ ︎型」へ変化した。発育葉のすり減り

はまだ認めず、引き続き食事指導が必要である。	 

〈図 2〉前歯のスペースは確保され、口蓋は○型	 

<

〈図 3〉左は治療開始時、右は 10 か月後。	 	 

【考察】	 

床矯正と BFT	 により、10 カ月という短期間で口

蓋の形態が「V 型」から「〇型」へ改善すること

できた。このように、小学１年時に口蓋が狭い「V

型」を口蓋の広い「○型」口蓋に変えることで、

６年後の不正咬合を予防できると考えられる。1）

ゆえに、口蓋形態から将来を予測し早期に治療介

入することは重要であり、同時期の治療は、メカ

ニカルな歯列拡大だけでなく、生物学的機能療法

（BFT）に対する親子教育が大切と考える。	 	 

【文献】	 	 

１)	 増田純一著・Health	 DentistryⅡ,2017	 

２）鈴木設矢監著・口腔機能をはぐくむバイオセ

ラピープロモーション,2016	 

322　小児歯科学雑誌　57（2）：322　2019

P-97



バイオファンクショナルセラピーによる対合歯列の拡大 
Expansion of the association dentition with biofunctional therapy 

○大瀧枝美，花田真也*, 数野英文*，前川光太郎*, 桝田康宏*, 米崎美桜* , 岡崎好秀** 
Emi Otaki, Shinya Hanada*, Hidefumi Kazuno*, Koutarou Maekawa*, Yasuhiro Masuda*, 

Miou Yonezaki*, Yoshihide Okazaki** 
（おおたき歯科クリニック・東京都，*床矯正研究会，**国立モンゴル医学科学大学歯学部） 

Otaki dental clinic, *Society of Removable Orthodontic,  
 **Mongolian National Medical-Science Univ. Dept. Pediatric Dent. 

 
【目的】 
叢生の早期治療では、そのディスクレパンシーを

解消するために、床装置による側方拡大が行われ

ることが多い。装置の作用のみを考えた場合、片顎

歯列のみを拡大するのであれば、対合歯列との咬

合関係が悪化するため、一般的には上下顎とも拡

大が必要と考えられる。しかし、日常臨床の中には

上下顎の拡大が必要でないケースも存在する。今

回は、装置による拡大は下顎歯列のみにも関わら

ず、上顎歯列が自然拡大し、安定した咬合を得られ

た症例を検討した。 
【対象と方法】 
症例は 6 歳 2 か月の女児 Hellman IIC 下顎

前歯部叢生である。床矯正研究会では、装置による

メカニカルな治療はあくまでも補助的なもので、

歯列不正の原因を改め、自然治癒力を高めること

が本来の治療だと考え、生物学的機能療法（バイオ

ファンクショナルセラピーBiofunctional therapy）
と呼んでいる（以下 BFT と記載）。BFT として食

育指導（前歯部を使う咬断運動等）、チューブトレ

ーニング、口呼吸から鼻呼吸への促しを指導した。 
それと同時に下顎歯列のメカニカルな拡大を開始。

床矯正による顎の拡大量は、床に付与されるネジ

の回転数により決定され、45 度で週２回の回転で

0.2 ㎜可動し、5 週で 1 ㎜の拡大量を得ることを基

本としている。しかし機能改善による対合歯列の

育成には期間が必要なため 45度で週 1回の拡大と

した。床装置による下顎の側方拡大が基準に達し

たため、拡大を終了し、閉鎖型床装置を使用。咬合

関係は良好で、上顎は叢生が改善したため、装置は

用いなかった。 
【結果】 

下顎に閉鎖型床装置の使用を開始した時点では、

上顎はまだ前歯部の交換途中であり、若干のスペ

ース不足と歯軸の傾斜が懸念されたが、その後の

永久歯列においては叢生及び歯軸の改善、咬合の

安定がみられた。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜図１＞初診時 ＜図２＞永久歯列期 

【考察】 
下顎の側方拡大が終了した時点では上顎前歯部

に若干のスペース不足と歯軸の傾斜があったにも

関わらず、永久歯列において叢生及び歯軸の改善、

咬合の安定がみられたのは食事指導やチューブト

レーニング等を継続したことが功を奏したと考え

ている。BFT を行うことで正しい生体反応がみら

れ、対合歯列の拡大を可能とする。これは、単に対

合歯列の物理的な拡大するのではなく、歯列不正

の原因を改め、自然治癒力を高めることの重要性

を示唆している。 
【文献】 

1）鈴木設矢：GP のための床矯正・矯正のすす

め，2008． 
2）鈴木設矢：臨床医のための床矯正・矯正治療 
3）鈴木設矢監著 口腔機能をはぐくむバイオセ

ラピープロモーション 2016 
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叢生治療における床矯正の最適な介入時期 
Optimal intervention timing in orthodontic treatment with removable appliance 
〇桝田康宏，花田真也*，大瀧枝美*，数野英文*，前川光太郎*，米崎美桜*， 

Yasuhiro Masuda, Shinya Hanada*, Emi Otaki* , Hidefumi Kazuno*, Koutarou Maekawa*, 

 Miou Yonezaki*, Yoshihide Okazaki** 

（ますだ歯科・堺市，*床矯正研究会，**国立モンゴル医学科学大学歯学部 ） 
Masuda Dental Clinic , *Society of Removable Orthodontic,  

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

【目的】 
小児期の叢生治療はいつ開始するかによってそ

の難易度は大きく異なる。床矯正研究会では下記

の 4 つを考慮して介入時期を決定している。 
①歯の萌出時期。犬歯が萌出する前に、前歯の叢生

を解決すると前歯の問題解決だけですむ。犬歯萌

出後は難症例化し、臼歯の問題にも発展すること

も少なくない。②成長。第 2 次成長期までに正し

い機能を獲得することで顎顔面の成長を利用でき

る。③情緒。自我が芽生える 10 歳ごろまでなら、

保護者の頑張りだけでも治療はうまく進むが、10
歳を過ぎると本人のやる気が必要になり、12 歳を

過ぎて自立すると本人のやる気がなければ治療は

進まない。④装置の安定性。側方歯群の交換が始ま

ると床装置が不安定になり、歯列の拡大の進行が

悪くなる。このようなことから前歯の萌出時期で

ある 6～8 歳までに治療を開始し、9～10 歳までに

動的治療を終えることが早期治療としては最適だ

と考えている（図１）。その考えに従って治療を行

った症例を紹介する。 

 
図１ 治療時期による病態の変化 
【対象と方法】 
７歳６カ月 女児 HellmanⅡc 上下顎叢生 

上下顎同時に側方拡大装置を用いて拡大治療を開

始。同時にＢＦＴ（食育指導・前歯部を使う咬断運

動、チューブトレーニングなど）を行う。床矯正研

究会では歯列不正の原因を改め、自然治癒力を高

めることが本来の治療だと考え、生物学的機能療

法 （ バ イ オ フ ァ ン ク シ ョ ナ ル セ ラ ピ ー

Biofunctionaltherapy）と呼んでいる（以下 BFT
と記載）。 
【結果】 

犬歯の萌出までに上下顎 4 前歯の叢生を治すこ

とができ、以後側方歯群の交換はスムーズに行わ

れた。ＢＦＴとの組み合わせ治療を行うことによ

り、永久歯列に交換が終了する際には全ての永久

歯が問題なく揃い咬合の安定も見られた。 

＜図＞初診時、拡大開始、そして保定後1年経過 

【考察】 
適切な時期に早期治療を開始し、難症例化を防げ

ば、マルチブラケット等の複雑な治療を行わなく

ても、永久歯列の歯軸の改善及び咬合の確立が実

現できると考えられる。また幼少期よりＢＦＴを

しっかり行うことにより、将来矯正治療の必要が

ない子供が増えるのではないかと考えている。 
【文献】 

鈴木設矢編著・ のための床矯正・矯正のす

すめ

）鈴木設矢監著・口腔機能をはぐくむバイオセ

ラピープロモーション

 

324　小児歯科学雑誌　57（2）：324　2019

P-99



下顎第二大臼歯の近心傾斜による萌出障害への対応について

○瀧村 美穂枝 ， ，岡本 篤剛

，

（ たきむら歯科クリニック， おかもとこども矯正歯科クリニック）

（ ）

【目的】 
日常臨床で大臼歯が近心傾斜を呈し萌出不全を

きたしている場面を目にすることがある．治療方

法としてアームを付与したリンガルアーチからエ

ラスティックスレッドを用いて整直させる方法や，

近年ではインプラントアンカーを用いた方法まで

数多く報告されている．今回，我々は下顎第二大臼

歯が近心傾斜し萌出不全となった症例についてオ

ープンコイルを用いて改善したので報告する． 
【対象と方法】 

症例 1：初診時 4 歳 1 か月より定期検診を行っ

ていた．パノラマエックス線写真より下顎左側第

二大臼歯の近心傾斜が経時的に進行し12歳 7か月

時，萌出障害を認めた（図 1）．そこで下顎左右第

一大臼歯を支台としたリンガルアーチを装着し，

下顎左側第二大臼歯にブラケットを付与してニッ

ケルチタンワイヤーにて歯軸傾斜の改善を行い，

近心傾斜がある程度改善した時点でオープンコイ

ルを併用して更に整直させることとした． 
症例 2：初診時 5 歳 3 か月より定期検診を行って

いた．パノラマエックス線写真より下顎左右第二

大臼歯の近心傾斜が経時的に進行し 12歳 0か月時

に萌出障害を認めた（図 2）．そこで下顎左右第二

大臼歯にリンガルボタンを付与し，下顎左右第一

大臼歯を支台としたリンガルアーチに鑞着したア

ームから牽引し，ある程度近心傾斜が改善した後

に第二大臼歯にブラケットを付与し，オープンコ

イルを用いて整直させることとした． 
【結果】 

両症例の下顎左側第二大臼歯は約 3 か月で歯列

内に整直し歯軸傾斜が改善した．一方症例 2 の下

顎右側第二大臼歯は近心に加え舌側傾斜していた

ため整直にさらに時間を要する事となった． 
【考察】 
近心傾斜した第二大臼歯をリンガルアーチに付与

したアームからエラスティックを用いて整直させ

る場合，第二大臼歯遠心側の歯肉にアームが食い

込むトラブルが生じやすい．オープンコイルを用

いる場合は前述のようなトラブルは起こりにくく，

また第一大臼歯と第二大臼歯との間に空隙ができ

整直しやすくなると考えられた．ただし，整直後の

第二大臼歯周囲に十分な角化歯肉が必要であり開

窓範囲は限られることから前者の方法が有利な場

合もあり，状況に応じた対応が必要である． 
今回経験した 例とも第三大臼歯が存在してお

り第二大臼歯の近心傾斜を放置した場合，第二大

臼歯遠心面に第三大臼歯が重積した水平埋伏とな

り対応がより困難になる可能性が考えられた．思

春期では患児の来院回数が減少しがちである上，

臼歯の埋伏は患者本人が気づきにくいため対応の

機会を逸する可能性が予測される。永久歯列完成

までの定期的な精査 リスク予測を保護者および

患児に伝えることが重要であると考えられた．

図 （左図： 歳 か月，右図： 歳 か月）

図 （上図： 歳７か月，下図： 歳 か月）
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歯限局型低ホスファターゼ症同胞内発生の 2 例

Odonthypophosphatasia: a case report in two sibling.

○佐野祥美

Yoshimi Sano

（藤田医科大学・医学部・形成外科・小児歯科,矯正歯科）

Fujita Health University Division of Pediatric Dentistry&Orthodontics
Department of Plastic Surgery

【緒言】

低ホスファターゼ症（Hypophosphatasia：HPP）
は，骨の石灰化に関与する血清アルカリホスファ

ターゼ（ALP）値が低下する遺伝性の先天性骨代

謝系統疾患である。その発生頻度は 1/10 万と予測

されている稀少疾患であるが 1），高い遺伝性を有

しており，常染色体劣性遺伝形式の場合，同胞内

における発生率は 25％となる 2。

HPP は①周産期重症型，②周産期良性型，③乳

児型，④小児型，⑤成人型，⑥歯限局型の 6 型に

分類され，発症年齢が低いほど予後不良である。

表出する臨床症状やその程度は個人差が非常に大

きいが，HPP 患者には非外傷性かつ非炎症性の歯

の早期動揺・脱落がみられることが知られている。

今回，同胞内発生の歯限局型低ホスファターゼ

症 2 例を経験したので報告する。

【Case 1】
初診時年齢 9 歳 8 か月の女児。1 歳頃から乳歯

の早期脱落がみられたため，3 歳時に高次医療機

関を受診した。ALP 低値はあるものの，歯以外の

全身症状がみられなかったことから，歯限局型

HPP の診断を受けた。しかし，当時は有効な治療

方法が存在しなかったため，未治療のまま経過し

ていた。遺伝子検査により c.1883A<G および

c.1559delT の 2か所に遺伝子変異が判明したため，

確定診断となった。下顎両側中切歯に軽度の動揺

があるものの，エックス線画像上では明らかな歯

根吸収や歯槽骨吸収は認められなかった。

【Case 2】
初診時年齢 7 歳 8 か月の男児。姉が歯限局型

HPP と診断された際に，高確率での同胞内発生に

ついて説明されたため同時に血液検査を受けた。

ALP 低値は認めたものの，検査時は無症状であっ

たため HPP との診断には至らなかった。遺伝子検

査により，姉と同型の遺伝子変異が判明した。残

存している乳歯すべてに動揺および挺出傾向が認

められた。上顎左側乳側切歯のみ生理的歯根吸収

が生じていたが、それ以外の乳歯はエックス線画

像上ではあきらかな歯根吸収や歯槽骨吸収は認め

られなかった。

＜図１＞パノラマエックス線写真（Case 2）

【考察・まとめ】

HPP は高い同胞内発生率を有しているため，患

者のみならず同胞にも適宜検査を行うのが望まし

いと考えられた。また，HPP は乳歯の早期動揺・

脱落が特徴的であり，好発部位は下顎乳前歯とさ

れる。しかし，Case 1 では永久前歯が，Case 2
では多数にわたる乳臼歯の動揺が認められたこと

から，歯の早期動揺・脱落はすべての歯に生じう

るといえる。よって，歯科医師は歯の動揺，喪失

および機能障害に関して，長期的かつ注意深く観

察を行い，適宜処置を行う必要がある。

【文献】

1 ） Fraser D.: Hypophosphatasia, AM J
Med,22(5): 730-746, 1957．

2）Takeshi Taketani et al， : Clinical and
genetic aspects of hypophosphatasia in
Japan, Arch Dis Child, 99: 211-215, 2014.
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口唇紅潮の所見から川崎病診断に至った１例 
One Example that Led to Kawasaki Disease diagnosis  

from The Findings of The Lips Flushing 
 

○中原順子，市石慶子*，河原田倫代** 
   Junko Nakahara, Keiko Ichiishi* and Michiyo Kawarada** 

 
（なかはら歯科医院，*市石歯科クリニック，**東府中小児歯科医院） 

Nakahara Dental Clinic. *Ichiishi Dental Clinic.**Higashi-Fuchu Pediatric Dental Clinic  
 
【目的】 

川崎病は 4 歳以下の乳幼児に多くみられる原因

不明の急性熱性疾患で全身の血管壁に炎症を起こ

す。日本での年間患者数は８０００人をこえ，増加

傾向にある。今回，口唇の紅潮により当院に来院し

たことで川崎病の診断に至った患児について報告

する。発表にあたっては保護者の同意を得ている。 
【症例】 

患児は初診時２歳 11か月の男児で口唇の乾燥と

充血を主訴に来院。当院を受診する４日前に 38 度

5 分の発熱を主訴に小児科を受診し風邪と診断を

受けて，処方された解熱剤を服用していた。その翌

日は口唇の乾燥を主訴に皮膚科を受診し経過観察

していたが，口唇は真っ赤に充血し出血するよう

になったため保護者は転医を決意し当院を来院し

た。 
【処置および経過】 

初診時，口唇は紅潮し亀裂から出血がみられ，両

側眼球結膜に充血を認めた。口腔内診査では苺状

舌を認めた。解熱剤を４日間服用していたが 38 度

以上の発熱が持続しており，左側頚部リンパ節の

腫脹もみられた。 
まず保護者に，解熱剤を４日間服用しているが

発熱は治まらず，また口腔内と眼球結膜の症状か

ら全身性疾患の疑いがあり，都立病院小児科へ早

急に受診の必要性を説明。保護者から同意を得た

ため紹介状を作成し，当院での初診当日に都立病

院へ受診となった。血液検査と胸部エックス線検

査が行われた結果，川崎病と診断された。 
川崎病は心臓とその栄養血管である冠動脈に強

い変化が現れるため即日入院となり，血液の凝固

をおさえて血栓を予防するアスピリンの内服と，

発熱の持続をおさえるためにγ－グロブリンの点

滴が行われた。 

 
【結果】 

入院 9 日目に断層心エコー検査をした結果，心

臓の合併症はなく，血液検査の結果も異常は無い

ため，入院 11 日目に退院となった。退院から２日

後に当院へ来院。口唇の紅潮と苺状舌は治まって

いたが口唇の乾燥はあるため，ワセリン（ユニリー

バ社・蘭）を塗布し７日間後に治癒した。 
【考察】 

本症例では口唇の紅潮を機に歯科からの紹介で

都立病院小児科において川崎病の診断へ至った。

発熱期間が長いと心臓の冠動脈瘤ができやすくな

るので早期に炎症をおさえる治療が必要である。

小児歯科医として患児の全身の健康に寄与するこ

とは重要であると考えている。 
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骨性癒着を伴う上顎中切歯の抜去後に 
上顎第一小臼歯の自家移植と矯正治療を行った 1 例 

 
○田中裕子，白川哲夫* 

Yuko Tanaka, Tetsuo Shirakawa* 
 

（久野歯科医院, 日大・歯・小児歯*） 
Kuno Dental Clinic, Nihon Univ. Dept. Pediatric Dent.*  

 
【目的】 

上顎前歯が唇側傾斜している場合には, 外傷に

よる破折や脱臼を生じやすい。また, 外傷による

歯周組織の損傷が大きいと骨性癒着を生じること

がある。今回, 上顎前歯唇側傾斜に対する矯正治

療に際し, 外傷により骨性癒着した上顎中切歯を

抜去し, 同部位に便宜抜去した上顎第一小臼歯の

1 根を切断し移植を行うことで良好な結果を得た

のでその概要を報告する。 
【対象】 

本報告に際し 発表の主旨・内容を本人および

保護者に説明し同意を得た。

初診時年齢：13 歳 4 か月の男子。主訴：上顎前

歯の突出。既往歴：10 歳時に上顎左側中切歯を完

全脱臼, 再植処置を受けた。顔貌所見：正貌は左

右対称, 側貌は convex type。口腔内所見：overjet 
7 mm, overbite 4 mm, アングルⅡ級 1 類。エック

ス線所見：上顎左側中切歯は根管充填され，歯根

膜腔は認められず歯根の外部吸収ならびに骨との

癒着が認められた。齲蝕ならびに歯周疾患は認め

られなかった。 
【方法および結果】 

移植に先立って, レベリングのためマルチブラ

ケット装置を装着し治療を開始した。約 2 か月後

に上顎左側中切歯を抜去後, 同部位への上顎左側

第一小臼歯の移植を試みた。その際, 抜歯窩に移

植歯の歯根が適合しないため, 移植歯の頬側根を

切除し, その表面をコンポジットレジンにて封鎖

し移植した。移植歯はマルチブラケット装置にて

固定した。約 1 か月後に根管治療を開始し，水酸

化カルシウム系根管充填材料にて貼薬, 約 2 か月

後にガッタパーチャーによる根管充填を行った。

その後, コンポジットレジンにて移植した左側第

一小臼歯の歯冠を抜去した中切歯と同一の形態に

修正した。移植歯の生着を確認後, 右側第一小臼 

 
歯を便宜抜去して上顎両側犬歯の遠心移動を行っ

た。その後, 移植歯を含めた上顎前歯の遠心移動

を開始し, 咬合の改善を行なって動的治療を終了

した。1 年 7 か月後に保定を終了し, 移植歯の補綴

処置を行った。 

 
＜図１＞初診時口腔内写真およびエックス線写真 

 

 

 

 

＜図 2＞移植した上顎第一小臼歯（頬側根切除後） 

 

 

 

 

＜図 3＞移植術後の口腔内写真およびエックス線写真 

【考察】 
本症例では, 移植歯が骨性癒着歯の抜歯窩に適

合しなかったため, 2根存在する移植歯の 1根を除

去して移植することにより中切歯の代用とした。

自家移植により欠損補綴が不要となり, 良好な安

定性および審美性が得られた。矯正処置終了から

10 年後の現在も移植歯の骨性癒着は認められず, 
経過は良好である。 
【文献】 
1)Andersen JO, 他 , Interrelation between 
alveolar bone and periodontal ligament repair 
after replantation of mature permanent incisors 
in monkeys, Journal of Periodontal Research, 
16 : 228-35, 1981 
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ヘルペスウイルス感染により口腔内出血が続き輸血を要した Hoyeraal-Hreidarsson 症候群の１例 
A case report of Hoyeraal-Hreidarsson syndrome received a blood transfusion for bleeding 

tendency of oral mucosa after Herpes Virus infection 
 

○後藤申江 
Nobue Goto 

（宮城県立こども病院・歯科口腔外科・矯正歯科） 
Miyagi Children’s Hospital Oral Surgery, Orthodontics, and Dentistry 

 
【目的】 

Hoyeraal-Hreidarsson 症候群（以下 HHS）は、

先天性角化不全症（Dyskeratosis Congenita：
DKC）の最重症型で小脳低形成や重度の骨髄不全

を伴う非常に稀な疾患である１）。DKC は爪の委縮、

皮膚色素沈着、口腔内白斑を三徴とするが口腔内

症状に関する報告は少ない。今回、口腔内の諸症

状からヘルペスウイルス感染が判明し、また断続

的な口腔内出血から貧血に至り輸血を要した

HHS の症例を経験したので報告する。なお、本報

告について文書による保護者の同意を得ている。 
【症例】 
患児：7 歳 1 か月 女児 
主訴：唇が腫れて口の中から血が出続けている。 
現病歴：歯科受診3日前から39度台の発熱が続き、

全身浮腫と炎症反応が認められ当院消化器科で抗

生剤が投与された。2 日前より口唇腫脹と口唇や

口腔内からの出血が持続的にみられ歯科受診した。 
既往歴：生後 か月時にクローン病疑いで当院消

化器科を受診し、ストーマ造設術後、経腸栄養が

開始されたが、消化管症状は改善と悪化を繰り返

していた。 歳 か月時に水痘罹患後汎血球減少

と下血が続き HHS と診断され、造血幹細胞移植

が施行された。また、1 歳 1 か月時には舌に腫瘤

が認められ、歯科で経過観察中に腫瘤は消退した。 
家族歴：特記事項なし。 
全身所見：爪の委縮と皮膚の色素沈着が認められ

たが、明らかな口腔内白斑はみられなかった。 
現症：上下口唇の著しい腫脹と発赤および浸出液

がみられ、下顎前歯部歯肉には持続的出血が認め

られた。右側頬粘膜の一部は剥離し、周囲に血腫

と少量の出血がみられた。

【処置および経過】 
初診日：患児は歯科診療に対し強い抵抗を示して

いたため、ボスミンⓇ外用液 0.1％にて持続的出血

部位を短時間圧迫し止血を行った。 
歯科受診 2 日目：上下口唇の腫脹と発赤、一部痂

皮形成あり。上唇粘膜には直径 3mm 大の血腫が

みられ、口を動かすたびに辺縁から出血を繰り返

す状況であった。口腔内症状と経過からヘルペス

ウイルス性歯肉口内炎が疑われたため医科担当医

に報告し、アシクロビル投与が開始された。 
3 日目：浸出液の乾燥と血液の凝固により上下口

唇が付着し開口困難な状態となった。本人が手で

顔を擦るたびに上唇や頬粘膜から出血がみられた。 
7 日目以降：口唇の腫脹と発赤は改善傾向となっ

たが、寝返りなどの擦過により口唇粘膜と頬粘膜

から断続的な出血がみられ、局所の止血を要した。 
8 日目：血液検査でヘルペスウイルス感染が確定。 
12 日目：頬粘膜から大量に出血し、医科担当医が

局所止血をはかったが少量の出血が 2 日間続いた。 
15 日目：左側頬粘膜に長径 20mm 大の血腫があ

り、本人が臼歯で血腫を咬む様子がみられた。ま

た血液検査にて貧血が認められ輸血が実施された。 
21 日目：口唇腫脹と歯肉の発赤は消退し、口腔粘

膜からの出血は認められなかった。 
【考察】 
本症例はヘルペスウイル感染を機に口腔粘膜か

らの断続的な出血が二週間以上にわたってみられ、

止血対応に苦慮した。また本症例では口腔内症状

から原因疾患の特定に至り、さらに口腔内症状が

全身状態に影響を及ぼしたことから、口腔管理は

医科との連携が必要不可欠であった。今後は HHS
の全身的背景を熟慮しつつ、口腔内の諸症状発生

時に早期対応を行い症状の重症化を防ぐことが可

能となるよう、医科と連携しながら患児の歯科的

管理を継続する予定である。 
【文献】1）小島勢二，他：先天性角化不全症の診

療の参照ガイド，厚生労働省科学研究費補助金難

治性疾患克服研究事業，2011． 
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MFTを主とした口腔機能改善の 1例 
 

A case of improving oral function mainly using MFT 
 

○茂木智子*,**，志村菜摘*,**，藤田茉衣子**，浅里 仁**，井上吉登**，木本 茂成**  
Tomoko Mogi*,**, Natsumi Shimura*,**,  

Maiko Fujita** , Jin Assari **, Yoshinori Inoue **, Shigenari Kimoto** 
 

（*神歯大附属病院・歯科衛生士科，**神歯大・小児歯） 
Kanagawa Dental Univ. Hospital Clinical Div. Dentalhygine 

Kanagawa Dental Univ. Div. Pediatric Dent. 
 

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

小児期の MFT は患児の年齢や理解度によって開
始時期や訓練内容を熟慮する必要がある。さらに、

舌小帯付着異常や不正咬合などの形態異常など、

正しい口腔機能の習慣化の獲得の妨げになる要因

は適切な時期に改善した上で MFT を行う必要が
ある。今回演者らは、外科処置や習癖除去装置の

必要性を説明したが「MFTだけを受けたい」とい
う舌小帯短縮症、前歯部開咬を有する患児の保護

者の希望を受けて、約２年半 MFT を行なった結
果、口腔機能の改善が認められたので報告する。

本発表に際し患児とその保護者の同意を得ており、

また利益相反はない。 
【対象と方法】 
 患児は神奈川歯科大学附属病院小児歯科に来院

した４歳２か月の女児で、主訴は「歯並びと舌突

出癖が気になる」であった。前歯部開咬、口唇閉

鎖不全、舌突出癖、舌小帯短縮症が認められた保

護者が外科処置や矯正治療を希望せず、患児が低

年齢で非協力児だったこともあり、MFT開始時期
を待ちながら口腔衛生指導を継続し、５歳９か月

から MFT を開始した。初回診査として舌圧・口
唇閉鎖力測定、嚥下・発音時の舌突出診査、口腔

内・顔面写真撮影を行った。MFT開始後１年４か
月時と１年 11か月時に再評価を行い、その都度目
標を設定した。初回からの指導を「MFT①」とし、
「舌を拳上する筋力の強化」「口輪筋の強化」の訓

練を約１年行い再評価後、「MFT②」として、「MFT
①」の訓練に「習慣化」訓練を加え８か月継続し、

７歳８か月時からは「MFT③」として「正しい嚥
下パターンの獲得」の訓練を開始し、８歳４か月

の現在も継続中である。 
【結果】 
 舌挙上習得までに約２年、嚥下（スラープスワ

ロー）習得まで半年以上を要した。舌小帯伸展量

は切除術を回避できる量を獲得できなかったため

舌小帯切除術を勧めたが保護者は希望しなかった。

口唇閉鎖不全は改善傾向が認められた。舌圧は

「MFT①」開始時の測定値 31.0kPa から「MFT
②」終了時は 49.1kPaに上昇した。口唇閉鎖力に
は大きな変化が認められなかった。舌突出癖は軽

減傾向にあるものの、意識下での嚥下における舌

の位置が不安定な状態であった。 
【考察】 
 舌小帯切除術前後の MFT は正しい舌運動の獲
得のために不可欠であると言われている。舌小帯

強直が認められても、時間はかかるが単純な訓練

を継続することで舌挙上運動と口唇閉鎖不全の改

善傾向がみられたことから、外科処置や咬合誘導

装置の使用を希望しない患児に対しても MFT の
効果が期待できることが示唆された。しかし、切

除術によって効率よく（術後３か月間の挙上訓練

等で）舌運動の獲得ができることや、舌突出除去

装置の併用の効果も踏まえて保護者に十分な説明

が必要であると考えられた。 
【文献】 
 1）山口秀晴 ,大野粛英 ,佐々木洋 ,William 

E.Zicfoose,Julie Zicfoose:口腔筋機能療法
（MFT）の臨床,わかば出版,東京,2005 
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複数の食物アレルギーを有する小児 2 例と食物アレルギーへの理解 

Two children with multiple food allergies and understanding of food allergy 

○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】

食物アレルギーの多くは、IgE を介した I 型であ

る．主なアレルゲン食品は、乳児期と学童期では

異なり、乳児期発症は、学童までの耐性獲得は高

く、学童期の獲得の可能性は低い．申告による我

が国の発症頻度は、乳児が約 10％、幼児期が約 5％、

学童期が 1.3～4.5％と言われ、大きな変化はない

1）、歯科治療関連報告は少なく、一般開業医への

具体的指摘は乏しい．今回、複数アレルゲン食品

を持つ幼児早期と学童の 2 例と食物アレルギーへ

の理解を報告する．報告について、本人、保護者

に説明後、承諾を得ている．

【症例】

症例１：患者： 平成 21 年 6 月 27 日生、女児．

初診時年齢は 1 歳 9 か月．主訴は検診希望．無齲

蝕．前歯部叢生と前歯交叉咬合．

アレルゲン食品：卵、牛乳、米、小麦、大豆、ジ

ャガイモ、サツマイモ、玉ねぎで、ラテックスな

し．2 歳時、野菜ジュースと、米食可．Self-curing 
resin 装置で下口唇に腫れ中断． 
食品アレルギーのその後：１年半再来院時、2 歳

児時点とアレルゲン食品は変わらず． 8 歳時、牛

乳関連食品、非加熱卵、鯛、ブリ、パイナップル、

メロンは変化なし．小児科で牛乳、卵、小麦粉は

対応中．自己注射を持参．

当院での歯科治療既往： 6 歳時に希望によりフッ

素塗布を開始．上顎乳中切歯の抜歯希望により、

0.6 ㎜にて抜歯．他、交換期乳歯抜歯とラバーダム

装着下でシーラント．

症例２：患者：平成 23 年 2 月 4 日生、女児．初

診時年齢は 7 歳 6 か月．一般歯科医院で受療、充

填物脱離で当院に来院．乳臼歯３歯の根充済み確

認．咬合面と隣接面齲蝕あり．局所麻酔とラバー

ダム経験なし．

アレルゲン食品：牛乳でアナフィラキシー経験．

他、クルミ、ピーナッツに問題あり．その後、牛

乳は 10cc 摂取可能、飴とガムが好き．自己注射（エ

ピペン）を持参．

当院での歯科治療既往：、キシロカイン局麻によ

る乳臼歯の抜歯とラバーダム装着下での VA（FC
法）＋乳歯冠、CRF を行う． 
【考察】

アレルゲン食品は、乳児で鶏卵、牛乳、小麦の順

で、幼児期で魚卵、ピーナッツ、果物と変化．学

童期で甲殻類と果物が趨勢を占める．本報告 2 例
もこの年齢区分に対応していた．症例１では、8
歳時、依然とアレルゲンに変化なく、一部、小児

科で改善指導中．抜歯は、抜歯窩に食品が入り反

応すると指摘された．局所麻酔薬の異常反応は

1％前後とされ、その反応は 80％がⅣ型で重症反

応は低い 2）．パラペン添加の不使用で約２０％良

好化．コンポジットレジンは Patch test でアレル

ゲンと指摘．症例２は、歯科治療が行われていた

が詳細な情報はない．食物アレルギーは I 型で、

口や消化管を通じ、高分子蛋白質(分子量 3000～
5000Da 以上、特殊な多糖類やハプテンと呼ば

れる低分子化学物質)侵入でアレルゲンとなる．

ラバーダム使用下では、異物侵入は少なく発症は

低いと考えられ、乳幼児は、口腔保健指導とな

り、問題は起きにくい．しかし、包括的医療連携

は不可欠である． 

【文献】 

1） 海老沢元宏 他 監修：食物アレルギー診療ガ

イドライン 2016．協和企画、東京．

2） 光畑裕正：局所麻酔のアナフィラキシー．日

本ペインクリニック学会誌、21（1）：2－9、

2014.

小児歯科学雑誌　57（2）：331　2019　331

P-106



下垂体性甲状腺機能低下による小人症を呈する患児の長期口腔管理 
Long term oral management of the patient with pituitary hypothyroidism 

 
○岩田容子 
Yoko Iwata 

 
岩田歯科 

Iwata Dental Clinic 
 
 

【緒言】 
 口腔環境に影響を及ぼす全身疾患を有する患者

の口腔管理は長期間に及ぶことが多く、それには

保護者、主治医との連携が重要となる。第 51回本
学会において下垂体性甲状腺機能低下症を有する

小児の口腔管理について報告した。今回は、その

概要とその後成人までの長期間に及ぶ口腔管理に

ついて報告する。尚、本症例を発表するにあたり

患者本人および保護者の同意を得ている。 
【症例】 
患者：８歳 10か月、女児。 
初診：2007年１月 13日 
主訴：下の前歯を抜いて欲しい。 
既往歴：在胎36週にて出生。出生時身長：47.4cm、
体重：2,720g。出生後に一過性多呼吸、気胸、新
生児肺高血圧症状を呈し、人工換気、血管拡張剤

および胸腔ドレーンによる治療を受け、下垂体性

甲状腺機能低下による小人症と診断され、その後

定期的にヒト成長ホルモン投与を受ける。 
家族構成：両親、姉。 
現病歴：数日前に A A脱落前に 1  1が舌側から
萌出しているのに気付き当科を受診。 
口腔内所見：Hellmanの歯齢ⅡC期（上下顎第二
乳臼歯および下顎中切歯の萌出）。左側乳犬歯以降

の交叉咬合を認める。 
初診時診断：下顎乳中切歯交換期障害、左側交叉

咬合。 
治療方針：下顎乳中切歯抜去、交叉咬合に対して

咬合調整および定期的咬合管理。 
【治療経過】 
2007年１月（初診）：A  A抜歯、左側乳臼歯部咬
合調整 
2008 年５月（１年４か月後）：左側乳臼歯部交叉
咬合は改善したが、閉口時に下顎の左側偏位を認 

め、口腔筋機能トレーナーT4K○R（オーティカイ
ンターナショナル社）装着。 
2009年２月（２年２か月後）：正中部の偏位解消。 
2009 年 12 月（２年 11 か月後）： 1 が逆被蓋を
呈したため、木製スティックの指導を行う。 
2010年５月（３年４か月後）： 1の逆被蓋解消。 
2012年４月（５年３か月後）： 3 萌出。身長 131cm、
体重 24kg。 
2013年１月（５年 11か月後）： D 抜歯、３月 C 
歯抜歯。 
2014 年 11 月（６年 10 か月後）： E、 E  E 残
存。身長 152cm、体重 36kg。 
2015 年２月（７年１か月後）： E、３月 E 、４
月 E 抜歯。身長 154.5cm、体重 34.5kg。 
2017 年３月（９年２か月）、第二大臼歯萌出完了
まで定期管理を継続して行った。 
【考察および結語】 
下垂体性甲状腺機能低下症は、耐寒機能の低下、

易疲労感、低体温がみられ、小児では低身長、性

成熟遅延、骨成熟遅延がみられる。そのため、顎

顔面部の発育不良となり、歯の萌出遅延、歯列不

正といった症状を呈する。本患児においても初診

時から歯の萌出遅延、交叉咬合を認めている。そ

の後、口腔筋機能療法および乳歯の適時抜去によ

って咬合の改善傾向を認めている。本症例のよう

な全身的疾患を有する患者に対しては、成長にあ

わせた長期的な咬合管理が必要である。 
 
【文献】 

1）松下明生、中村浩淑：甲状腺機能低下症、日
本臨床別冊内分泌症候群Ⅰ、340-343、2006. 

2）長坂信夫、他：脳下垂体性小人症の口腔領域
に関する研究(1) 診断時の所見、小児歯誌、

15:19-30、1977. 
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幼児口腔内にプラスチック様異物を認めた２例 
Two cases of plastic like foreign bodies stuck in the oral cavity of childhood 

 
○塚本 亮一 

Ryoichi Tsukamoto 
 

（プラムデンタルオフィス（千葉県佐倉市）） 
Plum Detnal Office（Sakura-shi, Chiba）

 
【目的】 
	 乳幼児は，目にする物に対して多様な興味・関

心を持ち始めることであらゆる物を手にし，口に

入れて，その性質を探索する特性を持つ.このこと

から,口腔内異物による受傷 1）や誤嚥は乳幼児に

おいて日常的に起こり得るものと考えられる.	

	 今回，ストロー様プラスチックの破片が乳歯列

完成後の幼児の乳前歯部に陥入した口腔内異物を

認めた 2 例を経験したので若干の文献的考察を加

えて報告する.		

【症例 1】	

患児：4 歳 5 か月，女児．初診：2016 年 10 月．	

主訴：歯に何かが挟まっていて取れない．	

既往歴および家族歴：特記事項なし.	

現病歴：患児が「何かが挟まった」と訴え，母

親が口腔内をみると右側下顎前歯に異物が挟まっ

ていることに気付き，当院を受診した．		

処置および経過：右側下顎乳犬歯歯冠部に透明プ

ラスチック様筒状物が歯頚部付近にまで陥入して

いた.除去した異物は直径約 4.0	mm，長さ約 4.0	mm

の透明なプラスチック様チューブでストローの破

片と思われた．異物除去後，経過良好である．	

【症例 2】	

患児：2 歳 10 か月，男児．初診：2017 年 8 月．	

主訴：歯の色と形が変わっている.	

既往歴および家族歴：特記事項なし.	

現病歴：母親が患児の歯磨きをした際，歯冠色

と歯冠形態の異常に気付き，当院を受診した.	

処置および経過：右側下顎乳中切歯の歯冠部に	

半透明のプラスチック様筒状物が歯周ポケット内

にまで陥入していた.除去した異物は直径約 4.0	

mm，長さ約 5.0	mm の半透明なプラスチック様チュ	

ーブで，ストローの破片と思われた．異物除去後,	

同部歯肉に軽度の炎症および出血が認められたも

のの，1週間後には軽快した．		

	

【考察】	

	 	ストローなどのプラスチック製品は，多色でかつ

円柱状を呈していることが多く，乳幼児が興味を

示しやすく，また飴などの食品と間違えやすい特

徴を有する．特に透明なものは，誤って歯冠部に

覆いかぶさってしまうと気がつきにくく，除去し

にくいことが特徴である.		

本邦における過去約 20 年（1990〜2018 年）の

小児口腔内におけるプラスチック様異物の発見例

は，渉猟し得た範囲では 18 例であった.平均年齢

は 2.2 歳で,年齢別では 1歳が最も多かった．性差

は男児 7 例，女児 11 例で女児の方が多く,部位別

では，下顎に多く認められた．また，歯種別にお

いては下顎乳中切歯に最も多かった(表 1).	

表１	本邦における口腔内残留プラスチックの報告例	

	

昨今,共働き等の生活・家庭環境の変化により,

子どもから目を離す機会は多いと思われる.保護

者や保育関係者は口腔内にも日常的に十分な注意

を払うことが重要である.さらに,我々は歯科的立

場から起こりうる偶発的事故およびその対処法に

関する知識の普及に努めなければならない.	

【文献】 
	 1）大渕泰彦,他：乳幼児における傷害を伴わな

かった口腔内組織外異物の 4 例．小児口外	

21：77-81	 2011．	
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上顎中切歯歯肉にみられた水酸化カルシウム製剤の残留 
Components of calcium hydroxide remained in maxillary central incisor gingiva 

〇玄番千夏子 外山 敬久 普天間優貴 青木 郁江

杉田 好彦＊ 福田 理

Chikako Gemba, Takahisa Toyama, Yuki Futemma, Ikue Aoki, 
 Yoshihiko Sugita*, Osamu Fukuta 

（愛院大・歯・小児歯，*愛院大・歯・口腔病理） 
Dept. Pediatric Dent. and* Dept. Oral Pathol., School of Dentistry, Aichi-Gakuin University 

 
【目的】根管治療に用いる水酸化カルシウム製剤

は継続的な殺菌作用を持ち、長期間にわたり安定

して根管内に存在できるという特徴がある。

乳歯の根管治療においては、永久歯への交換の際

に生体に吸収され、その萌出を妨げないことから

根管充填剤として用いられている。しかし、根管

充填剤が多量に根管外に溢出し、長期に残存した

症例の報告がある１）。

今回、上顎左側乳中切歯根管充填後に歯肉に

生じた白斑が 年間消失せず、審美障害を主訴に

紹介受診した症例を経験したので報告する。

なお、本症例の発表については本人と保護者に

書面にて同意を得ている。

【患者】 歳 か月の女児

【主訴】歯茎の白いものが気になる

【現病歴】患者は 歳の時に上顎前歯部打撲の

既往があり、近在歯科医院にて上顎左側乳中切歯

の根管治療が行われていた。その後、歯肉部に

白斑が現れたが経過観察をしていた。紹介元近在

歯科に転院し、定期検診で通院していたが、永久

前歯が萌出した後も消失しないため、精査および

処置依頼で当科を紹介受診した。

来院時、現在まで特に歯および歯周組織に疼痛

はなく、白斑の大きさの変化や腫脹などの症状も

ないとのことであった。

【現症】口腔外所見：特記事項なし

口腔内所見：上顎左側中切歯部頬側歯肉に約

× の白斑がみられた

【家族歴、既往歴】特記事項なし

【経過】粘膜下に何らかの異物が存在することを

疑い、異物と歯根の位置関係の確認のため、

検査を行った。異物と歯根は近接しているが結合

はしていないことを確認した。また、異物と周囲

組織との境界は明瞭であったため、摘出術を行う

こととした。

摘出は浸潤麻酔下にて行った。異物の歯根側

から切開を行い、歯肉粘膜内に白色の異物を確認

した。異物周囲は結合組織で覆われ、容易には

摘出できなかった。そのため、結合組織とともに

異物を一塊で摘出し、縫合した。

術後は数か月ごとに経過観察を行った。 年が

経過し、歯周組織への影響もみられず経過は良好

だったため、当科終了となった。

摘出した異物はエネルギー分散型エックス線

分光法（ ）による成分分析を行った。その結果、

バリウム、硫黄などの成分が検出された。

【考察】今回確認された白色異物は、その経過

より根管治療時に用いられた薬剤の残留が疑われ

た。さらに異物の成分分析から検出された元素は、

根管治療に用いられる水酸化カルシウム製剤に

含有される成分の一部と一致した。このことより、

この薬剤に含まれるカルシウムはほぼ生体内に

吸収され、バリウム、硫黄などは状況によっては

吸収されず、長期に残留する場合があることが

考えられる。

根管充填糊剤の残留の中には、永久歯胚の位置

異常を引き起こすという報告もある２）。本症例の

ように永久歯の交換には影響がなくとも、長期間

変化がなく停滞する場合もある。そのことを留意

し、操作に注意する必要があると考えられる。

【文献】 
1）Kazuhiro Nakano， ：Filling paste extruded 

from primary root canal remains for extended 

period: Tow case reports，Ped Dent J，16：111-114，

2006． 

2）小野玲子，他：シリコーンオイル加水酸化カルシ

ウム根管充填剤の溢出により後継永久歯歯胚の位

置異常ならびに嚢胞形成を生じた一例，小児歯誌，

24(4)：781-786，1986． 
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先天性梅毒に罹患した１例 
A case of suffering from congenital syphilis 

 
○西村貴子，保井純枝，柳田二美， 

池田まりあ，谷口真結子，林 久惠，三上 優，有田憲司 
Takako Nishimura, Sumie Yasui, Fumi Yanagida,  

Maria Ikeda, Mayuko Taniguchi, Hisae Hayashi, Yu Mikami, Kenji Arita 
（大歯大・歯・小児歯） 

Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Osaka Dental University 
 
【緒言】 先天性梅毒は が母

子伝播することにより発生する。近年、梅毒の罹

患者数は増加傾向にあり、若年女性の梅毒罹患に

伴い今後先天性梅毒の増加が予想される ）。しか

し、先天性梅毒の小児歯科分野の報告は極めて少

ない。今回我々は、母親が梅毒に罹患し未治療の

まま出生した先天性梅毒の３歳女児の１例を経験

し保護者の同意を得たので報告する。

【症例】 初診時年齢：３歳３か月の女児。主訴：

歯ぐきから根っこがみえる。全身既往歴：切迫早

産で胎生 週４日、 ｇで出生。妊娠後期に梅

毒感染と判明したが母体の治療を行えないまま出

産。患児は神経梅毒合併先天性梅毒として出生。

生後 日まで を投与され、１歳４か月時に小

児科のフォローは終了していた。その他特記事項

なし。歯科的既往歴：１歳半検診で齲蝕の指摘は

されず、 は先天性欠如で は以前から近心傾斜

していた。現病歴：２週間前に自宅にて患児が泣

いており、下顎乳前歯周囲に出血を認めたが、何

かにぶつけたのかどうかは保護者が見ておらず不

明。３日後に３歳児検診を兼ねて近隣の歯科医院

を受診したところ、疼痛や出血は認められず経過

観察となった。その後、 部唇側歯肉に歯根露出

が認められ、近医の紹介で当科を受診した。現在、

疼痛の訴えはない。全身所見：体重： ㎏、身

長： ㎝（カウプ指数 ・やせ型） 口腔内

所見： 先天性欠如。 歯根露出。 咬合面 。

全顎的に歯冠の色調が黄色味がかり、歯冠形態は

丸味をおびている。

図１ 初診時の

口腔内写真と

エックス線写真

【処置および経過】 抜歯および乳臼歯部小窩

裂溝にグラスアイオノマーセメントにてシーラン

ト処置を行い、口腔管理を行うこととした。その

後来院が中断。９か月後、 部の歯根も露出した

と来院。 の抜歯を行った。また外傷の既往はな

いが に動揺が認められた。

図２ ４歳０か月時口腔内写真とエックス線写真

図３ 模型分析結果（歯冠幅径）

図４ 抜去歯（唇側面観と計測値）

【考察】 先天性梅毒罹患児の乳歯に関する報告

は少なく、早期脱落と先天性梅毒との関連性は不

明である。しかし、本例は現在上顎乳前歯部に歯

根吸収を認め、他の乳歯に関しても早期脱落の可

能性があり、本疾患との関連性も否定出来ない。

順次、欠損部に可撤保隙装置の使用も考慮し、乳

歯の変化や永久歯への影響など、今後も注意深く

経過観察を行う。

【文献】１）病原微生物検出情報（ ）「先天梅

毒の動向（ ～ 年）」

年 月号
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Tonoki 症候群の 1 例 
A case report of Tonoki syndrome  

 
○山本晋也 

○Shinya Yamamoto 
 

（北九州市立総合療育センター） 
Kitakyushu Children’s Rehabilitation Center  

 
【緒言】 

Tonoki 症候群は、1990 年に外木らにより報告

された先天奇形症候群である１）。非常に稀な疾患

で、日本では 1 家系のみ確認されている。遺伝形

式については Sorge らが常染色体優性遺伝である

ことを示唆し、特徴的な所見として小人症、短指、

爪異形成などが報告されている２）。しかながら、

歯科的所見についての報告は皆無である。今回、

Tonoki 症候群の 1 例を経験したので報告する。な

お、発表にあたり保護者に同意を得ている。 
【症例】 
・年齢：11 歳 8 か月 
・主訴：乳歯残根がある。 
・周産期情報： 
妊娠 34 週時に胎児発育不良を指摘される。 
在胎 40 週 0 日、出生時体重 2390g、身長 47.5cm
頭位 29cm 
・発達歴 
頸定 2 か月、寝返り 3 か月、独坐 9 か月、四つ這

い 10 か月、つかまり立ち 10 か月、独歩 12 か月 
楠語 10 か月、始語 10 か月、2 語文（－） 
・療育歴 
1 歳 3 か月から地元療育施設「おひさま教室」で

療育を開始。現在、特別支援学校に通学中である。 
・家族歴 
母親が低身長で左右上顎側切歯が矮小歯である。 
・現症 
全身所見 
低身長（-2SD）、小頭症（-3SD） 
左側大腿骨形成不全、機能性側彎、短指、両外反

偏平足、甲状腺機能亢進症、精神発達遅滞（療育

手帳 A2） 
歯科所見 
Helman の歯齢：ⅢB 期 
多数歯齲蝕 

 
上顎左側側切歯：形態異常 
下顎第二小臼歯：先天欠如 
上顎左側第二小臼歯：エナメル質形成不全 
・齲蝕治療方針：全身麻酔下での治療 
【考察】 

本症例での特徴的歯科所見のなかで、上顎左側

側切歯の形態異常は比較的高頻度で認められる異

常である。また下顎左側第二小臼歯の先天欠如の

頻度は 3.26％と全歯種の中でもっとも高い。左上

第二小臼歯のエナメル質形成不全については先行

乳歯が残根状態であっため、Turner 歯の可能性が

ある。したがっていずれの特徴的所見も本症候群

特有であると判断するのは難しい。本症例は永久

歯列完成前であるため、今後も継続的な口腔管理

を行いながら本症候群の特徴的所見について注視

していく必要がある。 
【文献】 
1) Tonoki H et al.A new syndrome of dwarfism, 

brachydactyly, nail dysplasia, and mental 
retardation in sibs. Am J Med Genet 
36:89-93, 1990 

2) Sorge G et al. Short stature, brachydactyly, 
nail dysplasia, and mental retardation: 
further observation of Tonoki syndrome. 
Am J Med Genet 80: 403-405, 1998  
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自傷行為防止に苦慮した Lesch-Nyhan症候群の 1例 
A case of Lesch-Nyhan syndrome who was struggling with oral self-mutilation 

 
○馬目瑶子，船津敬弘，網野重人*，嘉手納未季，栗谷未来 

Yoko Manome, Takahiro Funatsu, Shigeto Amino*, Miki Kadena, Miku Kuritani 
 

（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，* 桜堤あみの歯科） 
Showa Univ. Dept. Special Needs Dent. Div. Dentistry for Persons with Disabilities, 

* Sakurazutumi Amino Dental Office 
 
【目的】 

Lesch-Nyhan症候群は高尿酸血症，筋緊張，不
随意運動，知的能力障害及び自傷行為を主症状と

する遺伝子疾患である。口唇や頬粘膜，舌の同一部

位に繰り返し咬傷を生じるため，創部の保護や咬

傷予防に対する歯科的対応が必須である。今回，

Lesch-Nyhan症候群患児に対して下唇の咬傷予防
を目的としたマウスガードを作製したので報告す

る。なお，本症例報告にあたり保護者の同意を得て

いる。 
【症例】 
患児：6歳男児 初診時年齢：2歳 0か月 
障害名：Lesch-Nyhan症候群 

主訴：口腔内管理希望 

現病歴：1歳時から療育センターにて摂食指導を受

けていたが，乳臼歯の萌出に伴い口腔内管理を勧

められ当科受診となった。初診時は首のすわりや

発語がなく，原因不明の脳性麻痺と診断されてい

た。下顎乳前歯部に歯石を認め，口腔内管理を行う

こととしたが，その後時々下唇や頬粘膜を咬み込

む行為がみられるようになり，4か月後の来院時に

下唇に咬傷＜図 1＞が見られたためマウスガード

を作製することとした。その後，咬傷が著しくなり

3歳 3か月時にLesch-Nyhan症候群と診断された。   

＜図 1＞ 咬傷が見られた際の口腔内写真 

【処置および経過】 
 2 歳 5 か月時に下唇咬傷予防のため下顎装着型
の1.5mmソフトタイプのマウスガードを作製した。 

 
マウスガード装着時に，乳臼歯部で先に咬合する

ように上顎乳前歯切縁を0.5mm削合した。その後，
クレンチングにより乳臼歯部の穿孔を認めたため

3.8mmソフトタイプの装着を試みたが，異物感が
強く装着に拒否がみられた。そこで 2mmハードタ
イプを作製したが，度重なるクレンチングによる

装置の破折と下唇の咬傷は継続して認められたこ

とから上顎乳前歯 4 歯に生活歯髄切断を行い，歯
冠長を短い形態とした。しかし，下顎乳前歯を下唇

に巻き込み潰瘍の形成を認めたため，保護者の強

い希望もあり下顎乳前歯 4 歯の抜歯を行った。そ
の後マウスガードは下唇巻き込み防止のため唇側

に厚みを付与し，乳臼歯部は 0.5mmバイトアップ
したハードタイプとした。現在は素材を 2 重構造
シート(内面ソフト，外面ハード)に変更することで
咬合圧による破折にも十分対応でき，下唇への咬

傷もみられず良好な経過をたどっている。 
【考察】 
 Lesch-Nyhan症候群は下唇の自傷行為を主症状
とするが，自傷行為への対処や予防には標準的な

方法はなく，各症例によって適切な方法を検討す

る必要がある。今回実施した原因歯の抜歯や歯冠

削除は再発が少ないとされており１），下唇の咬傷を

繰り返していた本症例では適切な処置であったと

考えている。現時点で咬傷の再発は認めないが，自

傷行為は口唇や頬粘膜以外にも手指や眼球など他

部位に起こる可能性もあるため，引き続き注意深

く観察していきたい。 
【文献】 

1） Nyhan WL：The recognition of Lesch-
Nyhan syndrome as an inborn error of 
purine metabolism，J Inhetir Metab Dis，
20：171-178, 1997． 
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小臼歯の短根を認めた線状強皮症の 1例 
A case of Linear scleroderma with short roots of premolars. 

 
○	小山田	 優, 日野綾子, 新垣真紀子, 丸谷由里子, 齋藤	 幹, 福本	 敏, 山田亜矢 

Yu Oyamada, Ryoko Hino, Makiko Arakaki,  
Yuriko Maruya, Kan Saito, Satoshi Fukumoto, Aya Yamada 

 
（東北大・院・小児歯） 

Tohoku Univ. Dept. Pediatric Dent 
 
【緒言】 
	 線状強皮症は、小児における限局性強皮症の中

でも高頻度（40-70%）に生じる病型である。頭部
では、軽度の陥凹と脱毛を伴う線状の萎縮性局面

として出現する。頭頂部から前額部にかけて好発

し、病変は時に頬、鼻、あるいは口唇をも侵す。

顎骨まで病変が及ぶと、顎変形、咬合異常、短根

などを生じうる。今回、頭部の脱毛と鼻下の萎縮

性局面を有し線状強皮症と診断された患児で、小

臼歯に短根を認めた症例を経験したので報告する。 
【症例】 
初診：2017年 12月 1日（10歳 10か月）	 男児 
主訴：八重歯になりそう 
現病歴：上顎左側第一乳臼歯部頬側歯肉に歯牙様

の膨隆を認めたため、線状強皮症との関連性を疑

い、皮膚科より当科を勧められ受診となった。 
全身的既往歴：4 歳時から頭部（左側頭部、後頭
部）に脱毛を認めた。7 歳時から側頭部三角形脱
毛症の疑いで治療を受けていたが、左側口角のひ

きつれも認めたため 10 歳時より線状強皮症疑い
で総合病院皮膚科にて定期管理を受けている。 
顔貌所見：左側鼻下の皮膚に、脱毛を伴う線状の

萎縮を認める。左側口角のひきつれを認める。 
口腔内所見：Hellmanの歯齢ⅢB期。上顎左側第
一乳臼歯の頬側歯肉に第一小臼歯の膨隆を触れる。

咬合の明らかな左右非対称は認めない。 
エックス線所見：上下顎左側第一乳臼歯の歯根は

ほぼ吸収し第一小臼歯が萌出間近であるが、上下

顎左側第二乳臼歯の近心根は残存し、第二小臼歯

の歯胚は遠心傾斜している。上下顎左側小臼歯す

べてに短根（根尖は閉鎖）を認める。顎骨の明ら

かな左右非対称や、歯槽骨の吸収は認めない。 
【経過】 
	 上顎左側第一乳臼歯は初診時に抜去し、第一小 

 
臼歯は 6 か月後萌出を認めた。下顎左側第一乳臼
歯は自然脱落（11 歳 2 か月）、第二乳臼歯はリン
ガルアーチ装着後抜去し（11 歳 6 か月）、第一・
第二小臼歯は間もなく萌出した。上顎左側第一小

臼歯、下顎左側第一・第二小臼歯に病的動揺は認

めていない。エックス線写真より、上下顎左側小

臼歯歯根の伸長は認められない。 
	 11歳 1か月時、線状強皮症の確定診断となった。
以降、当科にて歯の交換の観察、口腔清掃指導を

定期的に行っている。 
【考察】 
	 限局性強皮症は、皮膚およびその皮下組織（脂

肪組織、筋、腱、骨）の障害と続発する線維化を

きたす疾患であり、自己免疫異常の関与が示唆さ

れている。顎骨に及ぶ線維化により、歯の萌出や

歯槽骨の成長を妨げることがあり、発症時期によ

っては毛髪や歯の形成に影響を及ぼす。治療とし

ては、炎症および線維化を認める活動性病変では、

局所療法・全身療法による治療を行い、機能障害

や審美性の問題に対しては、理学療法や外科的治

療が行われる。 
	 患児は 11歳時より、ステロイドと免疫抑制剤を
用いた全身療法を開始した。これより、疾患活動

性を抑えることは可能であったが、小臼歯は短根

となっている。今後は、齲蝕予防、歯周病予防に

力を入れ、短根である左側小臼歯の保存に努める。

また、歯の異常は皮膚症状の重症度とも関連する

と考えられており、患児は歯にも影響を受けてい

ることから、重症度は高いと考えられる。現在も

疾患活動性の消失には至っておらず、また、小児

期に発症したものでは再燃率が高いため、今後も

注意深く経過観察していく必要がある。 
【文献】 
1) Baxter AM et al. Dental Update, 2001. 
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上顎中切歯に生じた Hypercementosis の１例 
One Case of Hypercementosis in Maxillary Intermediate Tooth 

 
〇志賀正康，石川悟，五十嵐悠，井上結衣，井澤基樹，杉山智美，島田幸恵 

Masayasu Shiga, Satoru Ishikawa, Haruka Igarashi, Yui Inoue,  
Motoki isawa, Tomomi Sugiyama, Yukie Shimada 

（昭和大・歯・小児歯） 
Showa Univ.Dept.Pediatric.Dent. 

 
【緒言】 

Hypercementosis（セメント質増殖症）は、局

所的に加わる機械的刺激や慢性炎症と関連して発

生することが多い疾患で、歯根の外形に変形をき

たす。歯科臨床では、エックス線写真を撮影した

時や抜歯後の抜去歯の観察によって遭遇する疾患

である。発生の頻度は、下顎第一大臼歯に多く発

生する１）。 
今回、我々は 11 歳男児の 1 歯頚部歯根に発生し

た Hypercementosis の１例を経験したので、その

概要を報告し、あわせて病因について検討を行っ

たので報告する。本症例の発表に際して、患児お

よび保護者の承諾は得ている。 
【症例】 
患児：11 歳 6 か月 男児 
主訴：前歯が 1 本曲がったまま高さが変わらない 
既往歴：左側唇顎裂 
現病歴：1 歳 7 か月より当科にて歯科的定期管理

を行ってきた。7 歳 8 か月時に、１は萌出を開始

していた。8 歳 8 か月時に A が晩期残存していた

ので抜歯した。9 歳 11 か月時に１の萌出を開始し

た。その後、萌出状況は変化しなかった。 
口腔内所見：Hellman の歯齢はⅢB 期 
１の萌出は 1/2 程度であり近心に捻転していた。 
エックス線所見：パノラマエックス線写真では、

１は歯根形成 4/5 程度であり、1 歯根部に硬組織

様不透過像を認めた（図 1）。歯科用コンビームＣ

Ｔ（以下ＣＢＣＴと略す）画像は、1 歯頚部直下

に歯根に連続した硬組織の過形成を認めた（図 2）。 

  
 
１の萌出障害は、硬組織の過形成が原因と考え、

近心捻転を改善するために切削が必要と診断した。 
処置・経過：11 歳 6 か月全身麻酔下にて歯肉骨膜

弁を剥離すると、１歯頚部下硬組織の過形成部位

を、ダイヤモンドポイントにて切削し、摘出した。

１か月後 １は、咬合平面に達した。今後は、歯列

矯正で捻転の改善を行っていく予定である。 
病理組織診断：摘出物は不規則な構造を示すセメ

ント質ないし骨様硬組織を認めた。ＣＢＣＴ画像

と併せて Hypercementosis と診断された。 
【考察】 
セメント質の肥厚の原因については不明な点が

多い２）。今回は裂部周囲に生じたことから原因は，

顎裂の骨移植等による外的要因も考えられる。 
Hypercementosis は、為害性がないため、感染

や不快症状を引き起こさない限り、通常は特別な

治療や処置はせず経過観察とすることが多い。 
しかし、今回の症例では、Hypercementosis が 1
の歯頚部付近に形成したことにより、萌出障害を

発症していたため、切削・摘出した。 
また、1 は、捻転改善をする必要があったため、

Hypercementosis が歯体移動を阻害する可能性が

あった。Hypercementosis の形成部位によって切

削および摘出が必要な場合もあると推察された。 

【参考文献】 
１）山田信一郎，内田啓一，高田匡基，嶋田勝光，

落合隆永，杉野紀幸ほか：セメント質過形成を伴

う下顎第三大臼歯に発生した骨性異形成の１例，

歯科放射線，56：93-96，2016． 
２）青葉孝昭，岡田裕之，賀来享，佐藤方信，下

野正基ほか：スタンダード口腔病理学 第 1 版，

学建書院，東京，1999 年，pp．52-53． 
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局所麻酔薬アレルギーが疑われた小児に歯科治療を行った２例 
Two Cases of Dental Treatments for Children Who Seem to Have Allergy of Local Anesthesia 

 
○松尾恭子，梅津糸由子，松﨑祐樹，新見嘉邦，黒田暁洋，荻原栄和，白瀬敏臣，内川喜盛 

Kyoko Matsuo, Yuko Umezu, Yuki Matsuzaki, Yoshikuni Niimi, Akihiro Kuroda, Eiwa Ogihara, 
Toshiomi Shirase, Yoshimori Uchikawa 

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

 
【緒言】 

局所麻酔薬アレルギーの発生頻度は極めて低い

が,アレルギーがあると訴え来院する患者は少なく

ない１）.稀ではあるが,アナフィラキシーショック

で重篤な全身症状を示す場合もある.今回,局所麻

酔薬アレルギーが疑われ当科へ紹介された小児に,
歯科麻酔・全身管理科と連携しモニター監視下で

齲蝕治療を行った経験を２例報告する. 
【症例１】 
患者：８歳１か月,男児 
主訴：齲蝕治療,局所麻酔薬検査 
既往歴：花粉症,アトピー性皮膚炎の疑い 
家族歴：姉マカダミアナッツでアナフィラキシー. 
現症：紹介元歯科医院のパッチテストで陽性反応. 
経過：保護者の希望により,オーラ®注と歯科用シタ

ネスト‐オクタプレシン®の DLST で陰性.オーラ®

注を使用した２度のチャレンジテストで,血圧,脈
拍に著変はなく,治療後や帰宅後に異常所見を認め

なかったため,その後は通常対応へ移行した. 
【症例２】 
患者：５歳７か月,女児 
主訴：齲蝕治療,局所麻酔薬の選択 
既往歴：喘息,熱性けいれん,クラリスで薬疹 
家族歴：姉が食物負荷試験でアナフィラキシー. 
現症：小児歯科専門医のいる紹介元歯科医院でオ

ーラ®注を使用し齲蝕治療を行ったところ,治療後

に下唇に腫脹を認め,１時間ほどで消退した.２回

目は無症状.３回目は下唇半側に腫脹を認め,２日

間ほどかけて消退した.その後医科を受診し,クイ

ンケ浮腫またはアレルギー疑いと診断され,抗ヒス

タミン薬エピナスチン服用を指示された. 
経過：スキャンドネスト®を刺入圧に配慮しながら

投与し齲蝕治療後,咬傷に注意し３時間観察を行っ

た.１回目は,血圧,脈拍に著変はなく,処置後 90 分

で下唇に約 1.2 ㎝の左右対称の浮腫を認めた.その 

 
後は体調不良を認めず帰宅とした.２回目は,治療

後や帰宅後に異常所見は認めなかった.  
【考察】 

アレルゲン同定検査として,皮膚試験や負荷試験

と比べ,DLST は I 型アレルギーの適応はなく偽陽

性や偽陰性の可能性が高いため,行う意義は小さい

と言われている.しかし,アレルギーを疑い,強く望

むのであれば,十分に説明した上で検査を行うこと

は保護者の不安軽減になると考えられる .現
在,100％の信頼性のある検査はなく,結果が陰性で

あっても,薬剤使用時にアレルギー反応を起こす可

能性がある.そのため予防には,アレルギー既往の

聴取が重要である. 
またアレルギーではなく,クインケ浮腫が疑われ

たので, 局所麻酔薬は,作用時間が短いことや,血管

収縮薬が浮腫発作誘因の一つであることから,スキ

ャンドネスト®を選択した.さらに,刺入圧や咬傷に

よる機械的刺激や心的ストレスに配慮し処置を行

った.処置後は,浮腫による気道閉塞に注意が必要

であり経過観察が重要である２）. 
最近では一般用医薬品の局所麻酔薬の使用で,局

所麻酔経験がなくても感作していることがあり,慎
重な対応が必要である.特に小児のアナフィラキシ

ーショックでは,約 90%に呼吸器症状が出現すると

され,有事にはすぐに全身管理へ移行できる歯科治

療環境と,対応法の知識が必要であるため,開業歯

科医院でも普段から,全身管理ができる病院との連

携や,アドレナリン製剤などの準備が必要となる. 
【文献】 

1）村松明香，他：局所麻酔薬アレルギーが疑わ

れた小児における局所麻酔薬の選択，日本小

児麻酔学会誌，20：184，2014． 
2）讃岐拓郎，他：歯科麻酔科受診を契機に遺伝

性血管浮腫と診断された１例，日歯麻誌，34：
219-220，2006． 
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先天性歯を出生直後に抜歯し 3 年間経過観察を行った１例 
Three year observation of extraction case of congenital teeth soon after birth 

 
○春木隆伸，横山直樹*  

Haruki, Takanobu  Yokoyama, Naoki*  
 

（医）はるき小児・矯正・歯科 （社医）愛仁会 明石医療センター小児科* 
Haruki Dental Office for Children  Akashi Medical Center Dept. Pediatrics*

 
【目的】

病診連携、医科歯科連携が叫ばれている昨今、

小児歯科医にとっても小児科医との連携は非常に

重要と考える。近隣の医療センター小児科から往

診依頼を受け、出生時に下顎前歯部に歯様石灰化

物を認め、出生直後に抜歯を行いその後 年間の

経過観察を行ったので報告する。

【対象と方法】 
標準体重出生女児で先天性疾患等認めない。胎

生時から既往歴に特記事項は無い。下顎前歯部に

肉毛組織により前歯部歯肉にプラプラしながら付

着している歯様石灰化物を２本認めた。

【結果】

小児科医、小児歯科医による視診・触診の結果、

下顎乳中切歯と思われ、幅径は 、 と標

準よりやや小さかった。また、吸啜時に脱落して

誤嚥の可能性があり、早期の除去が必要と判断し

た。両親に説明し納得していただいた上で、２％

キシロカイン（ 万分の１エピネフリン含有）を

程度使用し浸潤麻酔後、鋭匙ピンセットに

て歯牙の除去を行った。

＜図１-１＞ ＜図１-２＞

＜図１-１＞浸潤麻酔後鋭匙鉗子にて抜歯 

＜図１-２＞歯冠は丸みを帯びている 

除去物に対し病理検査を行った。その結果、エ

ナメル質、象牙質さらに歯髄組織の周囲に肉芽組

織が認められ、先天性歯と診断した。

＜図２＞エナメル質、象牙質を有する歯の歯髄部に炎

症細胞豊富な肉芽形成が認められる。 

毛細血管の増殖やリンパ球、組織球を認める。 

抜歯後、 年間にわたり経過観察を行った。経

年的に下顎乳側切歯間は、ほとんど変化しなかっ

た。しかし、犬歯間幅径は標準値に比較し、優位

に小さい値を示した。

＜図３＞術後２年６ヵ月後の口腔内写真

【考察】

先天性歯が顎骨内で形成途上に何らかの障害に

より、異物判断され早期に歯肉上皮から排出され

たのではないかと考察した。出生直後に下顎乳中

切歯 本を抜歯したことにより、乳側切歯が近心

よりに萌出したが、側切歯間距離はその後ほとん

ど変化していない。下顎乳中切歯が欠損している

為、舌癖等の口腔悪習癖が発現する可能性もあり、

乳歯義歯の必要性についても検討していく必要が

あると考える。今後、健全な永久歯列を獲得する

為にさらに考察する必要がある。

小児科単独、小児歯科単独では難しい疾病に対

しても、平素からの医科歯科連携・病診連携を進

めていくことで、子ども達が健康で健やかに暮ら

していけるよう、地域医療にさらに貢献できるも

のと考える。

＜和文テンプレート＞
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偏食による重度の歯肉炎・下肢痛を呈した壊血病の６歳児の 例 
6 years old case of scurvy with gingivitis and lower limb pain caused by unbalanced diet 

 
○板家智 中野裕子 湯浅健司 

Satoshi Itaya, Yuko Nakano, Kenji Yuasa 
（社会医療法人 雪の聖母会 聖マリア病院・小児歯科（福岡県久留米市）） 

Our Lady of the Snow Social Medical Corporation St.Mary's Hospital Dept.Pediatric Dent. 

【目的】

ヒトは 体内でビタミン C を合成できないため 日々の

食事から摂取しなければ ビタミン C 欠乏の状態に陥り壊

血病を発症する 。しかし 食物の豊富な現代ではその発

症は極めて稀である。今回 我々は極端な偏食から壊血病

を発症した 6 歳男児例を経験したので報告する。

【症例】

患児：6 歳・男児

主訴：歯茎が痛い 歯茎から出血する

既往歴：自閉症・知的障害

現病歴：2 年前より下肢痛を認めるも 患児の協力状態

が低くエックス線撮影不可能のため原因不明と診断を受

け 経過観察が続いていた。数日前より,下肢痛を伴う両下

肢点状出血斑 発熱 歯肉炎 食欲不振を認め 近医より当

院小児科へ紹介・入院となった。入院中 口腔内の歯肉の

腫脹と疼痛および歯肉からの出血を認め 当科へ受診した。

【結果】

小児科入院時 下肢に点状出血を認めたため ヘノッ

ホ・シェーンライン紫斑病の診断を受けた。歯肉炎に関

しては歯肉の発赤・腫張 発熱や倦怠感等の全身状態より

ヘルペス性歯肉口内炎を疑い 抗ヘルペスウイルス薬（ア

シクロビル）を投与したが 後日 血液検査の結果よりヘ

ルペス抗体陰性が判明した。入院 7 日目 含嗽剤を併用し

た口腔内清掃の徹底を行ってきたが 歯肉の状態に改善を

認めなかった。歯肉の擦過細胞診を行ったが 出血と少数

の炎症細胞を背景に異型に乏しい扁平上皮細胞のみを認

めるが 悪性所見は認めなかった。その後も下肢痛が続い

たため ステロイド投与を行うと症状は改善傾向を認めた。

入院 14 日目 紫斑の軽度改善 口腔内の痛みも軽減し経口

接種も可能となった。下肢痛・発熱も改善したため退院

となった。退院 5 日後 再度同様の症状が出現し再入院し

たが 原因不明のため精査加療の目的で他院の小児科へ転

院。その後 血液検査にてビタミン C が低い事が判明し

壊血病と診断された。ビタミン補充療法を開始したとこ

ろ 症状は短期間にて改善し 退院となった。その後 患児

はビタミン補充療法を継続し 現在に至る。

【考察】 

壊血病はビタミン C の欠乏によりおこる疾患であるが

食事環境の改善された現代では稀な疾患である。ビタミ

ン C が不足することにより コラーゲン合成が障害され

血管が脆弱となり 歯肉 粘膜 骨膜下などに出血を起こす。

また コラーゲンは骨を合成する重要なタンパク質であり

ビタミン C の欠乏では類骨基質の形成が障害され 骨の発

育不全や骨密度低下を来たす。そのため 臨床症状として

皮膚乾燥 疲労感 食欲低下 微熱 関節痛 息切れ 歯肉や

粘膜からの出血 点状出血 毛髪異常などが見られる。小

児における患者背景として 発達障害に伴う偏食は稀なこ

とではない²)。患児は入院時 白米・ゴマ・豆乳しか摂取

していなかったが 食生活に焦点は当てられてはいなかっ

た。現症とあわせて食事内容も踏まえた問診を詳しく行

うことが重要であると再認識された。精神発達遅滞や発

達障害に伴う偏食 脳性まひや化学療法に伴う経口接種不

良などにより² )壊血病が現代でも起こりうる病態である

ことを認識し 鑑別診断に挙げる必要があると考えられた。

【文献】

1) 佐藤安訓 他：壊血病は過去の病気ではない

花見洋太朗 他：下肢痛、歩行困難で発症した偏食に

よ る 壊 血 病 の 歳 例 日 本 小 児 科 学 会 雑 誌
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T 細胞リンパ芽球性リンパ腫の既往がある患児に歯科治療を行った 1 例 
A case of dental treatment for a patient with history of T-cell lymphoblastic lymphoma 

 
○森山敬太，三井恵理奈*，加藤那奈*，青木紗衣佳，水島秀元，紀田晃生，正村正仁，大須賀直人 

Keita Moriyama, Erina Mitsui, Nana Kato, Saeka Aoki, Hidemoto Mizusima, Akio Kida,  
Masahito Shoumura, Naoto Osuga 

 
（松歯大・小児歯，*松歯大・病院） 

Matsumoto Dental Univ. Dept. Pediatric Dent. and Matsumoto Dental Univ. Hospital 
 
【緒言】 

T 細胞リンパ芽球性リンパ腫 T-LBL は正常リ

ンパ組織の構成細胞に由来した悪性腫瘍であり，

悪性リンパ腫の多くはリンパ節原発であるが，と

きに縦隔や消化管・皮膚などのリンパ節以外の組

織から発生することがある．小児悪性腫瘍におい

て，悪性リンパ腫は脳腫瘍，神経芽腫についで多

い． T 細胞性のリンパ腫では縦隔の腫瘤として発

症し気管の圧迫や上大静脈を圧迫して顔面・頸

部・上肢などの浮腫を伴うこともある．また，胸

水が貯留した場合には呼吸困難や胸痛などが出現

する．治療は多剤併用化学療法が有効であるとさ

れている．我々は多数歯齲蝕を有する T 細胞リン

パ球芽リンパ腫の患児の歯科治療を経験したので

その概要を報告する．報告にあたり保護者の同意

を得ている．

【症例】 
患 児：初診時年齢 6 歳 1 か月，男児 
主 訴：むし歯を治したい 

既往歴：T細胞リンパ芽球性リンパ腫 

3歳11か月に発症し，多剤併用化学療法を開始され，

4歳9か月で臍帯血移植を施行した．移植後，器質化

肺炎のため入退院を繰り返し，徐々に免疫抑制剤

を減量している． 
現病歴：T-LBL発症後に齲蝕を発症した．化学療法

専念のため歯科への通院が難しく，齲蝕が進行し

たため，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：患児は内服薬の服用に非協力的であっ

たため，内服薬をチョコレートの板に挟んで服用

させていた．間食は不定期で患児の欲しがるもの

を与えていた．今まで仕上げ磨きや食生活習慣の

指導を受けたことはなかった． 

 

 

口腔内所見：齲蝕は乳臼歯部に限局しており，上下

顎乳臼歯部に大きな齲窩を認めた．口腔清掃状態

は不良であった． 

エックス線所見：患児は歯科治療に非協力だった

ため斜位後方エックス線写真を撮影した．E ，E ， 

D E は歯髄腔と交通する透過像を認めた．E D ，D

は歯冠部に透過像を認めた．また，A A は生理的

歯根吸収を呈していた． 

診 断：E ，E  D E : 慢性化膿性根尖性歯周炎，

E D ，D : 齲蝕症第2度，A A : 自然脱落間近． 

治療計画：歯科治療に対し非協力であり，全身既往から

多くの通院が困難であるため全身麻酔下で齲蝕治療を

行うこととした．口腔内細菌感染予防のため術後

AMPCを7日間投与した． 

経 過：術後，歯肉腫脹や疼痛は認めず，経過は良

好である．母親による仕上げ磨きとフッ化物洗口

を行っている．

【考察】 
本症例は多剤併用療法を受けており，多くの内

服薬を服用しなければならなかった．保護者も齲

蝕予防や歯科医療の必要性について学ぶ機会が少

なく，これらのことが限局した齲蝕の要因の一つ

と考えられる．現在，内服薬は減量中であるが，患

児の内服方法を変更することは容易ではないため，

服用時に代替甘味料の使用や頻繁な口腔衛生管理

が必要と考えられる．

小児がんなどの全身疾患を有する患児や保護者

には，早期の歯科受診による口腔内管理が必要で

あり，医療連携の充実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，76(6)：740-
744，2016． 
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Sensitivity and physiological responses to taste and pungent stimuli in patients with congenital 
insensitivity to pain with anhidrosis (CIPA） 

 
○Natsumi Tsuchihashi, Naoko Uehara, Zenzo Miwa*, Michiyo Miyashin, Kumiko Sugimoto** 

 
Tokyo Medical and Dental Univ. Dept. Pediatric Dent., *Kameda Medical Center (Chiba), and 

**Tokyo Medical and Dental Univ. Dept. Maxillofacial Anat. 
 

【目的】 
先天性無痛無汗症は全身の温痛覚消失を主徴と

し、発汗低下または消失、種々の程度の知的障害を

合併する遺伝性疾患である。痛覚による防御反応

を欠き、口腔を含む様々な部位に外傷を受けやす

いため、臨床的対応が進められてきた。しかし、

QOL に重要な食機能にかかわる味覚や痛覚系を介

する辛味感覚の感受性については着目されてこな

かった。 
そこで、我々はこれまでに、判断能力に問題のな

い患者を対象として感覚検査を行い、約 80％の者

が 5 基本味を正しく認知でき、辛味を感じられる

が、辛味閾値の上昇がみられることを報告した。今

回、より詳細に味覚・辛味刺激に対する感受性と生

体応答について検討することを目的に、閾値と刺

激時の自律神経活動および情動の変化について調

べた。合わせて、食生活の状況を把握するために質

問紙調査を実施したので報告する。 
【対象と方法】 
1．閾値検査：基本味と辛味を認識できる患者 6 名

(平均年齢±SD：20.3±8.3 歳)を対象として、全口

腔法により 5 基本味に対する認知閾値を、濾紙デ

ィスク法により辛味刺激のカプサイシンに対する

検知閾値を調べ、健常者 31 名(27.5±4.6 歳)の閾値

と比較した。 
2．刺激に対する自律神経・情動応答：長時間の記

録に耐えうる患者 3 名(19.3±6.4 歳)および健常者

17 名(23.8±3.0 歳)を対象とし、5 基本味とカプサ

イシンの閾上濃度溶液を用いて、20～30 秒間の刺

激を行った。自律神経活動については、心拍変動の

周波数解析により交感・副交感神経の活動レベル

を測定した。情動応答については、脳波からの情動

解析により基本感情(喜・怒・哀・楽)レベルを測定

し、さらに基本感情から合成される複合感情(好奇

心・無力感・疲労感・心地よさ感・鎮静感・気分良

さ感)を求めた。 
3．質問紙調査：5 基本味および辛味食品の嗜好と

摂取頻度等について、患者 10 名(17.7±4.2 歳)およ

び健常者 25 名(25.8±4.6 歳)から回答を得た。 

4．統計解析：刺激時と基準時との比較にはウィル

コクソンの符号付順位和検定を用い、2 群間の比較

にはマン・ホイットニーの U 検定またはフィッシ

ャーの正確確率検定を用いて、p＜0.05 を有意、 
p＜0.1 を傾向ありとした。 
【結果】 
1．5 基本味の認知閾値については、患者の酸味閾

値が健常者より有意に高く、うま味の閾値も高い

傾向にあった。一方、カプサイシンの検知閾値では、

患者と健常者の間に有意差はみられなかった。 
2．健常者において、交感神経活動では刺激時に有

意な変化が認められなかったが、副交感神経活動

は高濃度甘味刺激中に低下し、心拍数は甘味、酸味、

うま味の刺激中に上昇した。3 名の患者では同様の

変化は認められなかった。 
情動応答については、健常者で、甘味刺激中の心

地よさ感の上昇、苦味および辛味刺激中の好奇心

の上昇、苦味刺激中の鎮静感の低下等の変化が観

察された。患者 3 名中 2 名においても、甘味刺激

や辛味刺激時に類似した応答パターンがみられた。 
3．味の嗜好、摂取頻度、料理の味付けなど普段の

食生活に関しては、すべての質問項目で患者と健

常者の間で有意差は認められなかった。 
【考察】 

本研究で対象とした患者では、酸味以外の基本

味および辛味の閾値に健常者との有意差がみられ

なかったことから、本研究対象者のように状態が

良好な患者においては摂食に重要な感覚の感受性

は健常者とほぼ同等であると推察された。このこ

とは食生活の調査で差が無かったことからも示唆

された。 
自律神経応答については、健常者と類似した刺

激への変化を示す患者がみられなかったことから、

健常者と異なる可能性が考えられた。一方、刺激時

の複合感覚では健常者と同様の変化パターンを示

す者がみられ、摂食時に生じる情動は類似してい

る患者がいることが示された。本研究の対象患者

はごく少数であるため、患者の全体像把握にはさ

らなる調査が必要である。 
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上気道流体シミュレーションを用いた小児閉塞性睡眠時無呼吸症候群の原因部位特定方法の検討 
Evaluation of the Cause Part Identification Method of Children Obstructive Sleep Apnea 

Syndrome Using Computational Fluid Dynamics for Upper Airway 
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【 目 的 】

小児の閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)は上気

道のあらゆる部位で生じる気道通気障害が原因で

発症する。その治療にはアデノイド切除・口蓋扁桃

摘出術が第一選択とされるものの、原因部位の特定

方法が確立されていないため、原因部位に応じた治

療が選択されず、良好な治療成績は得られていない。 
そこで本研究は上気道流体シミュレーション

(CFD)による原因部位特定方法の有効性を検討した。 
【 対象と方法 】

対象は OSAS を主訴に研究協力機関を受診した

平均年齢 6.0±1.4 歳の小児 20 名で、OSAS の重症

度（無呼吸低呼吸指数；AHI）が８回/時以上を OSAS
群、５回/時以下を control 群とした。精査のための

CT データから鼻咽頭、上咽頭、中咽頭気道の長径・

幅径・断面積・体積を計測し、さらに上気道３次元

モデルを構築して熱流体解析ソフトにて吸気時の

CFD より鼻腔、鼻咽頭、上咽頭、中咽頭各部ならび

に上気道全体での最大速度と最大陰圧を求めた。計

測項目について２群の比較と、AHI との相関、速度

による上気道の閉塞部位の分布を評価した。 
【 結果および考察 】

OSAS 群と control 群では咽頭気道形態について

は最小断面積のみ OSAS 群が有意に小さかった。一

方、CFD については中咽頭部陰圧と最大陰圧および

上・中咽頭部速度と最大速度に有意差があった。 
また AHI との相関については咽頭気道形態では

最小断面積のみ弱い相関を認めたが(r = 0.0490, P = 
0.028)、CFD については中咽頭部陰圧と最大陰圧お

よび上・中咽頭部速度と有意な相関を認め、特に最

大速度では非常強い相関を認めた(rs = 0.741, P < 

0.001)。また最大速度が 12 m/s 前後で 2 群を分ける 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

ことができたことから、速度が 12 m/s を越す部位は

通気障害部位 (原因部位)になると考えた( 図１)。 
また、原因部位と考えられる部位は、個人により

異なっており、鼻腔から中咽頭までのあらゆる部位

で認め、複数箇所の症例も認めた。 
さらに本研究では、原因部位の下部は咽頭気道の

大きさ、速度の速さに関わらず大きな陰圧が観察さ

れたため、睡眠中に筋が弛緩すると気道閉塞が生じ

ることが予想された(図２)。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
このことは、気道閉塞が生じる部位とその原因と

なる部位は異なる場合があることを示しており、原

因部位の特定に重要な新知見となった。今後は、本

研究で示された原因部位と実際の治療部位、症状の

改善状況を照合して比較検討し、原因部位の特定方

法としての臨床的有効性の向上を目指したい。 

図１ 最大速度と 重症度との相関

速度が を境に 群と 群に分けることができる。

図２ 原因部位 ；黒矢印）と気道閉塞が予想される部位

；白矢印

および は、速度は大きくないものの、陰圧が大きく睡眠時

の気道閉塞が予想される。 ；棒グラフ， ；折れ線グ

ラフ ；鼻咽腔， ；上咽頭， ；中咽頭

＜

●

〇 ｃ
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当院で作成した口腔機能発達不全症の指導管理プロトコル 
The management protocol of oral function developmental insufficiency disease 

at our clinic 

 
○吉田章太 

Shota Yoshida 
 

（ドクタービーバー小児歯科・矯正歯科） 
Dr. Beaver Dental clinic for children and orthodontics 

 
【目的】 
	 昨年 4 月より口腔機能発達不全症が保険病名と
して加わり、「子どもの食べる、話す、呼吸する」

を診る機会が増えた。運用から 1年が経過したが、
その診査項目は多岐にわたり、歯科医師自身が疾

患の全てを診るべきなのか、他職種に連携を求め

るべきなのか整理されていない印象がある。また

小規模歯科医院ではマンパワーに限界があり、複

数項目を期間内に同時に指導管理を行うことは事

実上不可能である。そこで当院では口腔機能発達

不全症の各項目について改善に向けプロトコルを

作成し、スタッフ間で共有できるようシステムを

構築したので報告する。	

【方法】 
	 歯科疾患管理文書に口腔機能発達不全症のチェ

ック項目を加えて、患者およびその親がどのよう

うな口腔機能に関して悩んでいるのか、歯科医が

どのような点で機能障害の発達に障害があるとみ

ているのか、双方で共有できるようにした。さら

に、フローチャートを作成し、診査、診断、管理・

指導、再評価の流れを明確化した。 
	 口腔機能発達不全症の各項目について対応マニ

ュアルを作成し、写真撮影のポイント、写真撮影

以外に必要な検査、改善に向けての 6 か月間に行
うべき指導管理の方法、「改善」の条件、自費治

療に移行する場合、他職種に連携を求める場合に

ついて表にまとめた。	

【結果】 
	 プロトコルを作成することによってスタッフ間

での情報の共有が容易になり、医院内でのスムー

ズな導入に繋がった。写真撮影のポイントを項目

ごとに設けたことにより経過が追いやすくなり、

指導、管理の進捗に関しても明確になった。 保険
上行える検査は写真撮影のみが指定されているが、	

	

写真撮影以外にも保険診療範囲内で行える評価法

を加えたことにより患者にも病態の説明が容易に

なった。また自費に移行するタイミングや他職種

に依頼する条件を設けた事により、歯科疾患管理

料と小児口腔機能管理加算内で必ずしも疾患の改

善を求めなくても良くなり、患者に対しても広く

治療のオプションを提案できるようになった。 
【考察】 
	 口腔機能発達不全症の症状は多岐に渡るためそ

の治癒もしくは改善に向けた道筋は複数存在する。

そこでチェック項目ごとに改善に導くにはどのよ

うな対策を行うべきかを書き出し、ある程度マニ

ュアル化することは医院内での効率化を図る意味

では重要だと考える。	

	 また口腔機能発達不全症の項目によっては歯科

のみで改善を求めるのが困難なものもある。歯科

が患者の口腔機能の悩みについて共有できる中継

地として機能し、多職種連携が図ることができる

システム構築が今後求められる。	
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 Dental management under general anesthesia in a child with Noonan syndrome  
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【Objects】 

Noonan syndrome is an autosomal dominant 
condition caused mostly by mutations in 
multiple genes such as PTPN11, SOS1, RAF1 
and RIT1 and occurs one in 2500 to 1000 births 
affecting both genders equally. Noonan 
syndrome is characterized by distinctive clinical 
features such as short stature, chest deformity, 
congenital heart disease and mental delay, 
though their presentation depends on the 
severity. Orofacially, patients with Noonan 
syndrome present distinctive facial features 
including low junction of the ears, ptosis of 
eyelid and hypertelorism. Moreover, greater 
risk of dental caries progression, micrognathia 
and malocclusion are some of the dental 
problems of patients with Noonan syndrome 
requiring special attention of and close follow 
up by pediatric dentists. The purpose of this 
study was to provide clinical considerations 
of dental management in pediatric patients 
with Noonan syndrome, especially who 
presents multiple caries. 

 
【Case Reports】 

In this case report, we report dental 
management of a four year old boy with Noonan 
syndrome who presented multiple caries in his 
primary dentition. Patient had pulmonary valve 
stenosis along with atrial septal defect and 
bicuspid aortic valve without obstruction. 
General anesthesia was decided considering his 
systemic health, lack of cooperation and 
severity of dental lesions. General anesthesia 
was induced and maintained with sevoflurane. 
Ampicillin was given intravenously as a 
prophylactic and dental procedure was 

successfully performed.  
 

【Conclusion】 
This case suggests general anesthesia can be 

chosen as an appropriate and effective means to 
treat patients with Noonan syndrome who 
present multiple caries.  
 
【References】 
1) Mallineni SK, Yung Yiu CK, King NM. Oral 
manifestations of Noonan syndrome: review of 
the literature and a report of four cases. Rom J 
Morphol Embryol. 55:1503–9, 2014 
2) Ierardo G., Luzzi V., Panetta F., Sfasciotti 
G.L., Polimeni A. Noonan syndrome: A case 
report. Eur. J. Paediatr. Dent. 11(2):97–100, 
2010 
3) Okada, M., Sasaki, N., Kaihara, Y., Okada, 
R., Amano, H., Miura, K., & Kozai, K. Oral 
findings in Noonan syndrome: report of a case. 
Journal of oral science, 45(2), 117-121, 2003 
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The Use of Histidine-Tryptophan-Ketoglutarate Solution  
as a New Storage Medium for the Avulsed Tooth 
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【Objects】 
Histidine-tryptophan-ketoglutarate (HTK) 
solution used to preserve organs destined for 
transplantation has been reported to have 
physiological pH and osmolality, facilitating cell 
proliferation, a buffer system to maintain 
cellular homeostasis, tryptophan to stabilize 
cell membrane, and nutrients for anaerobic 
metabolism(1). The purpose of the present 
study is to investigate the efficacy of various 
concentration of HTK solution as a storage 
medium for avulsed teeth. 
 
【Material & Methods】 
Human periodontal ligament (PDL) cells were 
cultured and stored in the different storage 
media. After 1, 3, 6, 12, 24, 48 and 72 h, 
viabilities of cells in different media their 
viabilities were analyzed by using 
Cell-Counting Kit-8 (CCK-8) and LIVE/DEAD® 
assay.  And most effective concentration of 
HTK solution was analyzed by gene expression 
profiling. 
 
[Results & Discussion】 
The viability of PDL cells upto 72 h was highest 
in 50% HTK solution. In PDL cells stored in 50% 
HTK solution for 3 h, the expression levels of 
genes related to angiogenesis, the inflammatory 
response, and cell proliferation were increased 
compared to the control 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.1 Viability of PDL cells maintained in different 

storage media 
Fig.2 Gene expression profiling of PDL cells stored in 
50% HTK solution compared to control group  
 
【Conclusion】 
These results suggest that 50% HTK solution 
containing cell culture medium may be a 
storage medium for avulsed teeth. 
 
 【References】 
	 1） Careaga G, Salazar D, Tellez S, et al. 

Clinical impact of histidine-ketoglutarate- 
tryptophan (HTK) cardioplegic solution on 
the perioperative period in open heart 
surgery patients. Arch Med Res;32:296-9, 
2001. 
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【Objects】 

Due to hypodontia, poor oral hygiene, and 
significantly more prevalent periodontal disease, 
patients with Down syndrome show higher 
incidence of edentulism. Oral rehabilitation of 
such patients is imperative but challenging as 
high rates of prosthesis failure are reported due 
to malocclusion, high masticatory force, and 
parafunctional habits. As 
CAD/CAM(Computer-Aided Design and 
Computer Aided Manufacturing) is the recent 
trend in prosthodontics, this report discusses 
the application of CAD/CAM in a Down 
syndrome patient.  

【Material & Methods】 
This presentation reports a case of oral 

rehabilitation in a patient with Down 
syndrome. 

【Results & Discussion】 
A 25-year-old patient with Down syndrome 

was presented to the Department of Pediatric 
Dentistry, Yonsei University Dental Hospital 
for oral examination. 5 maxillary teeth were 
missing, 3 were fully impacted, and 4 had grade 
III mobility. The patient underwent general 
anesthesia for extraction of impacted and 
mobile teeth, implant surgery, and final 
impression for prosthesis. Afterwards, 
CAD/CAM was used to design and manufacture 
a 10-unit zirconia bridge. However the bridge 
was fractured after 18 months due to the 
patient’s bruxism and high masticatory force. 
Final impression taking, bite registration, cast 
fabrication, cast scanning, and prosthesis 
designing were not needed as CAD/CAM data 
remained. Previous CAD/CAM design was used 

to remanufacture the zirconia bridge.  
 
【Conclusion】 
Down syndrome patients have malocclusion, 
high masticatory force, and parafunctional 
habits which increase the possibility of 
prosthesis fracture. CAD/CAM is beneficial for 
Down syndrome patients as previous digital 
records can be utilized for prosthesis repair or 
remake. In detail, application of CAD/CAM in 
remanufacturing decreases patient’s discomfort 
of impression taking, shortens and simplifies 
dental laboratory procedures, and reduces 
clinician’s effort of taking detailed final 
impressions or accurate 123bite registration. In 
conclusion, oral rehabilitation using CAD/CAM 
provides not only satisfactory levels of comfort, 
stability, and esthetics, but also easier repair or 
remake compared to conventional prostheses. 

 
【References】 
1)Pueschel, S. M. : Clinical aspects of down 
syndrome from infancy to adulthood. Am. J. 
Med. Genet., 7: 52–56, 1990. 
2) Durham, T. M., King, T., Salinas, T., Franco, 
T., Ross, J. : Dental implants in edentulous 
adults with cognitive disabilities: Report of a 
pilot project. Special Care in Dentistry, 26, (1), 
40-46, 2006.   
3)Thomas S., Simons D. : Implant, surgical and 
prosthodontic treatment for a patient with 
Down syndrome - a case report. Journal of 
Disability and Oral Health, 12/2 91-94, 2011. 
4)Miyazaki, Takashi, et al. A review of dental 
CAD/CAM: current status and future 
perspectives from 20 years of experience. Dental 
materials journal, 28.1: 44-56, 2009.  
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Down syndrome patients as previous digital 
records can be utilized for prosthesis repair or 
remake. In detail, application of CAD/CAM in 
remanufacturing decreases patient’s discomfort 
of impression taking, shortens and simplifies 
dental laboratory procedures, and reduces 
clinician’s effort of taking detailed final 
impressions or accurate 123bite registration. In 
conclusion, oral rehabilitation using CAD/CAM 
provides not only satisfactory levels of comfort, 
stability, and esthetics, but also easier repair or 
remake compared to conventional prostheses. 
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Treatment of Molar Incisor Malformation using Extraction and Spontaneous Mesial movement 
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【Objects】 
MIM is a dental anomaly with molar root 

malformation and incisor crown defect. MIM 
cause clinical problems, such as spontaneous 
pain, periapical abscess, impaction, space loss 
and early exfoliation, especially on permanent 
first molar.  

In permanent first molar with poor prognosis, 
extraction may be considered to induce 
spontaneous mesial movement of permanent 
second molars. 
【Material & Methods】 

This presentation reports 2 cases of 
treatment by extraction and spontaneous 
mesial movement on Molar incisor 
malformation (MIM) patient. 
【Results & Discussion】 

A 6-year-old girl attend the Department of Pediatric 

Dentistry with chief complaint of malformation and 

congenital missing. Her maxillary and mandibular first 

permanent molars were diagnosed to MIM. After 4 

years of follow-up, four first permanent molars were 

extracted because of poor prognosis. 6 months later, 

permanent second molars erupted with spontaneous 

mesial movement and the space was closed. 

 

 
Fig.1 Before and after extraction of 4 first permanent 

molars of MIM patient (Case1, Panoramic view) 
A 14-year-old girl attend the Department of 

Pediatric Dentistry with chief complaint of pain and 

delayed eruption of upper right permanent molar. Her 

four maxillary and mandibular first molars were 

diagnosed to MIM, and two maxillary first molars 

were extracted because of poor prognosis. After 7 

months, the permanent second molars moved mesial 

spontaneously and the space was closed. 

 

 
Fig.2 Before and after extraction of 2 upper first 

permanent molars of MIM patient  
(Case2, Panoramic view) 

【Conclusion】 
Extraction of permanent first molars on MIM 

patients is an alternative noble treatment 
modality. 
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【Objects】 

The aim of this study was to investigate the 
susceptibility of S. mutans in both planktonic 
and biofilm states to erythrosine. 
【Material & Methods】 

S. mutans was cultured in brain-heart 
infusion (BHI) broth. Erythrosine was diluted 
in BHI broth and prepared at a concentration 
range of 0.02 - 10000 µg/L. The minimum 
inhibitory concentration(MIC) and minimum 
bactericidal concentration(MBC) were 
measured using the microdilution method. 
After forming biofilms on 96-well plates, the 
minimum biofilm inhibitory 
concentration(MBIC) and minimum biofilm 
era-dication concentration(MBEC) were 
measured. 
【Results & Discussion】 

S. mutans was susceptible to erythrosine in 
both planktonic and biofilm states. MIC and 
MBC values were both 19.5µg/L for the 
plank-tonic state, while MBIC and MBEC 
values were 313µg/L and 2500µg/L, respectively, 
for the biofilm state. 

 
Table.1 Planktonic state 

 
Table.2 Biofilm state 

 
Table.3 Comparison to concentrations of use 

The antibacterial effect of erythrosine on 
planktonic S. mutans was verified in a previous 
study. The antimicrobial effect of erythrosine is 
thought to be due to 4 iodine radicals in its 
molecular structure. 

The determined MIC and MBC values were 
the same. According to this result, erythrosine 
appeared to kill 99.9% of planktonic S. mutans 
at the MIC concentration and thus has a 
bacteri-cidal rather than a bacteriostatic effect.  

S. mutans biofilm growth was inhibited at 
erythrosine concentrations lower than those 
clinically used in dental offices as well as the 
dose that leads to systemic side effects. Based 
on this result, further experiments should be 
performed to evaluate the effect of erythrosine 
on dental plaque at clinically used 
concentrations in dental office. 
【Conclusion】 

Erythrosine (19.5µg/L) exhibited a 
bactericidal effect on S. mutans (killing 99.9%) 
in the plank-tonic state. For biofilms, 
erythrosine inhibited biofilm growth and 
eradicated 99.9% of biofilm bacteria at higher 
concentrations than MIC and MBC. These 
MBIC and MBEC concentrations are much 
lower than known noxious doses, and the MIC, 
MBC, and MBIC values were even lower than 
clinical concentrations. 
【References】 
	 1）Begue WJ, Bard RC, Koehne GW, Micro-  

bial inhibition by erythrosine, J dent Res 
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 Clinical Considerations for Dental Management of Children with Molar-Root Incisor 
Malformations 
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【Objects】 
Molar root-incisor malformation (MRIM) is a 

new type of non-inheritable root malformation 
of first permanent molars characterized by 
normal crown morphology with a significantly 
constricted pulp chamber and short, tapered 
roots. 

First permanent molars are critical for the 
proper development of dentition and provide 
sufficient occlusal support and mastication in 
the permanent dentition. However, due to the 
difficulties in understanding the etiology of 
MRIM, there have only been a few studies 
suggesting possible management options for 
patients with MRIM. The aim of this study was 
to identify the clinical characteristics and 
prognoses of two patients with MRIM and to 
provide clinical considerations for treatment 
options including the extraction or preservation 
of the affected teeth. 

 
【Case Reports】 

In the first case, we extracted the affected 
first permanent molars at the optimal timing to 
minimize space deficiencies and induce space 
closure. In addition, composite resin 
restorations were performed on the anterior 
central incisors.  

In the second case, a mandibular lingual arch 
was used to stabilize the affected teeth in order 
to mitigate discomfort by reducing rotational 
biting forces. 

 
【Conclusion】 

MRIM is associated with clinical problems 
such as space loss, mesial encroachment of the 

distal tooth, spontaneous pain, gingivitis, 
and/or poor incisor esthetics. Therefore, 
clinicians must be able to diagnose MRIM early 
with the help of radiographs including an 
orthopanoramic radiograph to determine 
whether to extract or preserve the affected teeth 
depending on the clinical features. Symptoms of 
the affected molar, eruption path of the second 
permanent molar, developmental stage of the 
second and third permanent molars, and overall 
space deficiency should be comprehensively 
considered before performing extractions. A 
composite resin restoration for affected 
maxillary central incisors with minimal 
preparation and cavity liner placement may 
also be considered after a gingivectomy at the 
appropriate time. 
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【Objects】 
The aim of this study was to investigate the 

potential risk factors of sleep disordered 
breathing (SDB) by comparing the intra-oral 
factors, body mass index, and medical history to 
pediatric sleep questionnaire (PSQ). 
【Material & Methods】 
	 The number of subjects was 787, and they 
were aged between 7- and 11-year-old 
elementary school students in Jeonju city. Their 
caregivers were asked to complete the 
questionnaires including information of birth 
and feeding, medical history, and the PSQ. The 
oral manifestation including angle’s 
classification, overjet, Molar-incisor 
hypomineralization (MIH), and Brodsky tonsil 
grade were examined at the classroom. 
Children whose PSQ scale is over 0.33 were 
classified as a SRBD high-risk group. 
【Results & Discussion】 

Among 787 subjects, 34 children (4.3%) were 
classified as SDB high-risk group. Children 
with allergic rhinitis, atopy, excessive overjet, 
or large tonsil size had a significantly higher 
risk for SDB compared to those who did not. 
Also, there was a significant difference in SDB 
risk according to the BMI status. Gender, 
gestational age, breastfeeding, angle’s 
classification and MIH were not associated with 
SDB. 

Adenotonsillar hypertrophy and obesity are 
well known for the major risk factor of SDB in 
children. Proportional size of adenoid and 
tonsils increases during childhood aged between 
3 and 8, which can make airway narrow. This 
period is consistent with the period that 
prevalence of pediatric SDB increases     
 

Table. Risk factors for sleep disordered 
breathing                              

 
 

【Conclusion】 
Children with high-risk for SDB were 

predisposed to tonsillar hypertrophy, allergic 
rhinitis, obesity, and atopy. Screening tests 
such as pediatric sleep questionnaire are 
recommended for children who are suspected to 
be at high risk for SDB through history taking 
and clinical examination. Pediatric dentists 
should be able to identify potential SDB 
children and refer them to the appropriate 
medical providers for early diagnosis and 
intervention 
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【Objects】 
McCune-Albright syndrome(MAS) is a rare 

disease characterized by fibrous dysplasia(FD), 
Cafe-au-lait spots, and endocrine disorder. This 
syndrome is caused by genetic mutation of 
somatic cells without a specific cause in the 
developmental stage of the embryo. This case 
report shows dental characteristics and 
expected complications in child with MAS. 
【Material & Methods】 

This case reports a management of a patient 
with MAS syndrome. 
【Results & Discussion】 

A 4-year-old girl with MAS was referred from the 

department of pediatric endocrinology with a chief 

complaint of facial asymmetry and bruxism without 

any pain. She is taking medications from the 

department of pediatric endocrinology due to 

precocious puberty, regularly visits the department of 

pediatric orthopedics due to polyostotic fibrous 

dysplasia, coxa vara. Also, she underwent the V-tube 

insertion operation twice from the ENT clinic because 

of recurrent exudative otitis media.  Cafe-au-lait spots 

were observed as well. 

 Through clinical and radiological examination, 

facial asymmetry and many dental problems, such as 

midline deviation, “ground glass appearance" on the 

entire jaw, thinned cortical bone, loss of lamina dura 

and ectopic impacted teeth were found. The tooth germ 

of right maxillary 2nd premolar, canine and right 

mandibular 1st premolar were severely displaced. 

Because of severe displaced tooth germs and affected 

jaw, there is a high possibility of malocclusion after the 

eruption. It is necessary to observe the eruption pattern 

periodically. However, patients with fibrous dysplasia 

have a decreased healing potential of bone. Also the 

movement of the teeth might be difficult within the 

lesion. Therefore the orthodontic treatment for this 

patient takes longer and should be less aggressive than 

that for others. It should also be noted that relapse 

would occur easily in this patient. 

 

Fig.1 Panoramic view. Ground glass appearance on 
the entire jaw, thinned cortical bone, loss of lamina 
dura and ectopic impacted teeth were found. The 

tooth germ of right maxillary 2nd premolar, canine 
and right mandibular 1st premolar were severely 

displaced. 
【Conclusion】 

The patient with MAS is scheduled for a 
periodic check-up. If there are clinical 
symptoms, appropriate interventions such as 
orthodontic treatment or patient education are 
required. Surgical methods should be 
considered when there is an aesthetic demand 
after completion of growth. Long term follow-up 
will expand the understanding of MAS and 
improve treatment outcomes. 
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【Objects】 
The purpose of this study was to evaluate the 

effect of application time and phosphoric acid 
etching of 8th generation adhesives containing 
functional monomer (G-Premio BOND, GC) on 
adhesive performance in primary teeth. 
【Material & Methods】 
80 extracted non-carious human primary teeth 

were selected and divided into 8 groups based 
on 3 factors.  

 
Table.1 Divided into groups of three categories. 
(Adhesive, application time, acid etching mode)  
Shear bond strength was measured using a 

universal testing machine, and fractured 
surface were observed under scanning electron 
microscope. Microleakage was evaluated by dye 
penetration depth. 
【Results & Discussion】 
Shear bond strength, failure mode and micro- 

leakage were not significantly influenced by 
application time of GPB. Only in case of short 
application time in SBU, the bonding strength 
was significantly lower than that in conven- 
tional application time. However, all groups 
showed clinically acceptable bond strength  
( >17 MPa ).  
Phosphoric acid application did not affect 

bonding shear bond strength and microleakage. 

 
Fig.1 Shear bond strength (SBS) 

Table.2 Fracture modes of the groups tested 

 
Table.3 Microleakage score of the groups tested 
【Conclusion】 
Sufficient bond strength to dentin can be 

achieved in the no-waiting mode, and 
conventional application mode provide more 
improved bonding performance. 
 Short application time without etching may 

be helpful in treating uncooperative disabled 
person or children. 
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【Objects】 
This study was performed to evaluate clinical 

use of laser fluorescence to identify early 
childhood caries lesions suitable for applying 
resin infiltration. 
 
【Material & Methods】 
20 exfoliated primary molars with proximal 

caries were cut buccolingually cross the central 
pit for regarding the mesial and distal surfaces 
respectively. 27 specimens corresponding to 
ICDAS code 1 and 2 were selected. The laser 
fluorescence values (LF values) were measured 
using DIAGNOdent pen. When infiltrant resin 
was applied, double staining for microscopy 
detection has done simultaneously. Tooth 
samples were sliced with 0.7 mm thick. The 
maximum demineralized lesion depth (LDmax), 
maximum penetration depth (PDmax), and 
average penetration rate (PR) were measured 
from the confocal scanning laser microscope 
(CSLM) image. Pearson correlation analysis 
was performed. 
 
【Results & Discussion】 
The intraclass correlation coefficient (ICC) of 

LF values shows excellent agreement. LF 
values had positive correlation with PR, but not 
LDmax and PDmax. Significant correlation 
between LF values and penetration rate was 
verified in deep enamel caries and dentin caries 
except shallow enamel caries. 

LF values could be increased in “active” caries 
as well as progressed caries. Even if clinical and 
radiographic findings show similar caries 
progression grade, the activity of lesion might 

be different in person. Diagnosis of activity of 
early caries lesion is important to decide 
patient-specific treatment plan.  
 
【Conclusion】 
Infiltrant resin could penetrate with a higher 

rate and LF values could be increased in more 
active and porous lesions than remineralized or 
arrested lesions. In assessing caries activity of 
radiologically similar caries lesion, laser 
fluorescence might be useful. 
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Oral Health Awareness Program at a Nepali School in Tokyo 
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Kumagai*, Asada Yoshinobu 

 Department of Pediatric Dentistry, Division of Dental Hygienist*, Tsurumi University School of 
‘Dental Medicine 

 
Background: 
Dental health is an integral aspect of a child’s 
growth. Bad oral health could affect daily 
activities and general health, hence, its 
importance should be taught and encouraged 
from an early age. School provides an ideal 
platform to convey healthy and preventive 
messages to young children. 
Objectives: 
We (4 Dentist and 2 Dental hygienist) conducted 
a school based oral health awareness program at 
Nepali School in Tokyo, Japan, with the following 
goals i). to increase knowledge on dental hygiene, 
ii). to demonstrate brushing technique, iii). to 
increase peer influence among students to adopt 
correct brushing habits and iv).to motivate 
uptake of healthy food habit and choices. 
Materials and Methods: 
Everest International School located in Asagaya, 
Tokyo, Japan was selected to carry out the 
awareness program. 60 students from grade 1 to 
3 between ages 6 and 9 years participated in the 
program among which majority were of Nepali 
descent, and a few Japanese. The program was 
conducted in English and consisted 2 parts: an 
oral presentation and a brushing practice session. 
The presentation was delivered by a dentist and 
covered the following topics: importance of oral 
hygiene, function of teeth, ways to keep our 
mouth clean, types of food that can cause tooth 
decay, and the result of not brushing one’s teeth 
properly. Presentation also included tooth 
brushing and oral hygiene instructions. To 
reinforce the instructions, a tooth model was 
used to demonstrate the correct way of brushing 
one’s teeth. The session began by applying the 
disclosing agent followed by rinsing  

 
 
the mouth. Each student was given a toothbrush 
provided by Morita.Co.Ltd. and a mirror. 
Mentors then gave instructions and guided   
students as they brushed their teeth. No  
potential COI to disclose. Written consent was 
received from the school Principal. 
 
           
 
 
 
 
 
 
Fig.1 flowchart of primary preventive measures 
 
Result and Discussion: 
This was the first kind of primary prevention, 
dental awareness program held at Everest 
School, in Tokyo, Japan. Students learned the 
correct brushing technique from their mentors as 
well as their peers during the brushing program. 
The Principal and teachers equally encouraged 
students to uptake healthy food choices and 
promote oral health from early stage. 
Conclusion: 
School provides an ideal setting through which 
we reached out to a number of students and 
benefit then with proper techniques, hygiene 
methods and awareness on healthy food choices. 
Oral health is equally important as general 
health and hence it should be an integral part of 
the school activities and curriculum. We look 
forward to carry out more preventive program. 
 

Primary prevention 
 

Services provided by dental professionals 
 

Health promotion, patient education, diet 
counseling, tooth brushing program 
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Surface characterization of the glass coated hydroxyapatite synthesized by hydrothermal 
method 

  
○Wit Yee Wint, Naohiro Horiuchi*, Kanae Wada, Kimihiro Yamashita*, Michiyo Miyashin 

TMDU. Dept. of Pediatric Dentistry 

*TMDU. Dept. of Inorganic Biomaterials
 
【Introduction】 
  Hydroxyapatite (HA), Ca10(PO4)6(OH)2, is an 
important inorganic biomaterial which has been 
used in medicine and dentistry for many years ago 
due to its chemical and structural similarity with 
the mineral constituents of bone and teeth. HA is 
widely used for hard tissue repairments and root 
canal sealer. 1)  HA generally produced via many 
synthetic routes over many years to exhibit good 
bioactivity, biocompatibility, and osteoconductive 
properties under both in vitro and in vivo 
conditions. Among the techniques, hydrothermal 
method is one of the well-known methods in 
producing different forms of HA powders with 
excellent crystal quality. The objective of this 
research is to study the characterization of glass-
coated HA synthesized from two different 
materials by hydrothermal method. 
【Materials & Methods】 

  Calcium dodecanedioate as the precursor was 
synthesized by separately adding aqueous 
solutions of CaCl2 (10 mL) and NaOH (10 mL) 
dropwise into a mixture of ethanol (6 g) and 
dodecanedioic acid (DDDA 2 mmol) under 
magnetic stirring. Under continuing stirring, 
NaH2PO4·2H2O aqueous solution  (5mL) was 
added dropwise into the precursor solution. The 
resulting mixture was transferred into a 50 ml 
Teflon lined stainless steel autoclave and heated at 
150°C for 18 hours. Synthesized hydroxyapatite 
was dried at 60°C overnight and then coated on 
glass plate at 350°C for 1.5 hours. Another glass-

coated hydroxyapatite sample was obtained from 
oleic acid (OA) instead of DDDA  with the same 
procedure. The surface topography of HA was 
investigated by scanning electron microscope 
(SEM), X-ray differentiation (XRD) and Fourier 
electron microscope (FTIR). 
【Results & Discussion】 

  SEM observation exhibits that glass coated HA 
from DDDA (DD:HA) is composed of small-plate 
like structure, while glass coated HA from OA 
(OA:HA) show long, fiber like HA. The conditions 
of the raction can change the morphology of HA. 
There is no significance value in XRD pattern 
between DD:HA and OA:HA. The morphology  of 
HA is different, however, the crystal lactic 
structure is nearly same. The FTIR specta of HA 
shows the vibrational modes from phosphate and 
hydroxyl group.  
【Conclusion】 

  We successfully synthesized the different 
morphology of HA by hydrothermal method. 
According to our results, the physical and chemical 
characterization of HA can provide the further 
inforamtion for studying biological properties and 
use in biomedical applications. 
【References 】 

1) J.S. Al-Sanabani, A.A. Madfa, F.A. Al-Sanabani, 
Application of calcium phosphate materials in 
dentistry, Int. J. Biomater., 2013;2013. 
doi:10.1155/2013/876132  
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The Effect of Orofacial Myofunctional Therapy for Children with Lip Incompetency 
 

○ So-yeon Moon, Haney Lee, Dae-woo Lee, Jae-gon Kim, Yeon-mi Yang 
 

Department of pediatric dentistry, Chonbuk National University, Jeonju, Korea 
 

【Objects】 
Among the various soft tissues of orofacial 
region, lips are known to play a very important 
role in the occurrence and correction of 
malocclusion. The aim of this study is to 
evaluate the effect of Orofacial Myofunctional 
Therapy(OMT) and myofunctional training 
appliances on the amount of variation of Lip 
Closing Force(LCF), in developing children who 
showed lip incompetency and hypotonicity of 
perioral muscles. 
 
【Material & Methods】 
26 children aged 7-14 participated in this study. 
They were trained by using myofunctional 
training appliances with OMT. For the 
appliances, we used Multi-Family System 
Appliance and EF-line. For the therapy, two 
types of training were taught to exercise tongue 
and lip muscles(perioral muscles). The Lip 
Closing Force(LCF) was measured four times 
during the treatment by using Lip De 
Cum(Cosmo Instruments, Japan); Prior to 
treatment(T0), and at 3, 6, 12 months after the 
treatment began (T1, T2. T3), 
 
【Results & Discussion】 
The mean value of LCF increased from 8.33 N 
(T0) to 11.6 N (T3, Month 12). The average of 
total increment showed 3.27 N. The increase in 
LCF per unit was the largest in the initial 3 
months(T0-T1), the first evaluation section. The 
LCF continuously increased in all sections, but 
the amount of increment decreased gradually 
with time. 

 
Fig.1 Comparison of the mean LCFs at T₀, T₁(3 mo),  
T₂(6 mo) and T₃(12mo) (Wilcoxon signed rank test, 

 *** p < 0.001) 
 
【Conclusion】 
It can be concluded that Orofacial 
Myofunctional Therapy(OMT) followed by early 
diagnosis of orofacial myofunctional disorder in 
children can improve the disorder over a short 
period of time. Through myofunctional training 
such as tongue to palate exercise and lip 
posture exercise, it is expected to lead to 
balanced growth of the orofacial area. 

 

【References】 
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[2] Van Dyck C, Willems G. et al. : The 
effect of orofacial myofunctional treatment 
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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



日本小児歯科学会賛助会員
（平成 31年 4月現在）

アサヒグループ食品株式会社
医歯薬出版株式会社
長田電機工業株式会社

有限会社 オーソデントラム
株式会社 オーティカインターナショナル
株式会社 オムニバス・エンターテイメント

花 王 株式会社
グラクソ・スミスクライン株式会社

株式会社 ジーシー
ジェクス 株式会社
株式会社 松 風
昭和薬品化工株式会社
株式会社 ストランザ

スリーエムジャパン株式会社
ゾンネボード製薬株式会社
タカラベルモント株式会社

株式会社 デンタルダイヤモンド社
デンツプライシロナ株式会社
東京臨床出版株式会社

株式会社 トクヤマデンタル
株式会社 ニッシン
ネオ製薬工業株式会社

株式会社 ビーブランドメディコデンタル
株式会社 フォレスト・ワン
株式会社 モ リ タ
株式会社 USEN
株式会社 ヨ シ ダ
ライオン株式会社

ライオン歯科材株式会社
（五十音順）


