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第 58 回日本小児歯科学会大会の誌上開催にあたって

第 58 回日本小児歯科学会大会
大　会　長　尾崎正雄
準備委員長　竹島　勇
運営委員長　岡　暁子

第 58回日本小児歯科学会大会会員および参加者の皆様へ

新型コロナウイルス（COVID-19）の感染によりお亡くなりになった方々，また
ご遺族の皆様に心からお悔やみを申し上げますとともに，現在も闘病中の患者様をは
じめ，ご関係のすべての皆様に心よりお見舞い申し上げます。

さて，令和 2 年 4 月 6 日現在，欧州や米国では新型コロナウイルス感染が爆発的
に拡大し，世界の状況は大変厳しいものとなっています。また，日本国内においても
都市部を中心に感染者数は急増し，政府による緊急事態宣言が出されるところまで来
ています。この世界的危機に際し，第 58 回日本小児歯科学会大会運営委員会では，
かねてより大会開催の準備を慎重に進めてまいりましたが，沖縄県民および参加され
る皆様の安全を考え，沖縄での集会を断念し「誌上開催」とする事を決断いたしまし
た。本学会におきまして，貴重な学術集会の機会が失われましたこと，誠に遺憾であ
ります。

近年，子ども達の口腔内状況が 2 極化していることが歯科関係者で問題視されて
います。これは子ども達にとって心身共に重大な警告であると考えられます。特に本
学会の開催予定地でありました沖縄県は，全国と比較して小児の齲蝕罹患率が高く，
多くの子ども達が齲蝕に苦しめられています。この背景には，貧困家庭やネグレクト
など数々の問題が隠されています。そこで，「生きる力，未来の子ども達へ」を大会
テーマに，齲蝕予防に焦点を当てた学会を是非沖縄で開催したい，との思いで計画
して参りました。特別講演には，小児版 CAMBRA の開発者である Francisco Ra-
mos-Gomez 教授を UCLA より招聘し，さらに国際シンポジウムとして，香西 克
之教授（日本）・Jae-Gon Kim 教授ならびに Young J Kim 教授（韓国）・Hsuan-lu 
Alicia Ko 先生（台湾）に齲蝕の発生とその予防についてご講演を頂戴する予定でご
ざいました。教育講演 1 の福岡歯科大学総合医学講座小児科学分野 鳥巣浩幸教授，
また教育講演 2 の北海道大学大学院歯学研究院口腔機能学分野小児・障害者歯科学
教室 八若保孝教授，さらにイグノーベル賞受賞記念講演の渡部 茂先生や市民公開講
座の長沼 毅先生のご講演を集会でお届けできないことも非常に残念に思っておりま
す。

本誌は，本学会始まって以来初の「誌上開催誌」として発刊いたします。一般演題
を含め，発表のご準備をしていただいた先生方にはこのような対応となった事，心よ
りお詫び申し上げます。また，参加を予定されていた皆様におかれましては，状況を
ご理解いただけましたら幸いでございます。

最後に，この度の開催準備にあたり，協賛および後援をいただきました企業ならび
に団体の皆様，プログラム・運営委員・沖縄小児歯科研究会の皆様，その他関係者の
皆様方に厚く御礼を申し上げます。

令和 2 年 4 月 6 日
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交通・会場のご案内

早

那覇バス
ターミナル

名護バス
ターミナル

旭橋駅

那覇空港

沖縄コンベンションセンター

真志喜バス停

沖縄コンベンションセンター前
バス停＜路線図（概略）＞

宜野湾海浜公園

900m
徒歩
約11分

徒歩約10分

徒歩約3分

ラグナ
ガーデン
ホテル

◀那覇方面 国道58号

国道58号宜野湾バイパス

名護・嘉手納方面▶

多

ア ク セ ス

沖縄コンベンションセンター全体図

モノレール

那覇空港

那覇空港

赤嶺

奥武山公園

小禄

壺川

旭橋
県庁前

美栄橋

牧志 安里

古島

おもろまち

市民病院前

首里城

波上宮

国立
沖縄病院

浦添大公園

伊祖
トンネル

真志喜牧港

大平

古島インター

沖縄コンベンションセンター

沖縄国際大

宜野湾高校

ラグナガーデンホテル

宜野湾警察署

沖縄大

バスターミナル

儀保

首里

石嶺

経塚

浦添前田

てだこ
浦西

那覇 IC

西原 JCT
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82

153

沖縄コンベンションセンター

交通案内

沖縄自動車道をご利用の場合
● 西原IC下車(約15分)

ICを出て左折( 那覇方面 )して約500m国道330号を直進。左枝線に
入り牧港方面へ県道 153 号を直進して、国道 58 号を横切りバイパス
を直進すると左手に海が見える。道路沿いのヨットハーバーの隣が正
面入り口です。

タクシーをご利用の場合
● 空港から約40分（距離14キロ／約3,500円）
● 那覇市内から約30分（距離10キロ／約3,000円）
● 名護市内から約90分（距離56キロ／約9,800円）

バス・モノレールをご利用の場合
バス車両に表示されている系統番号を選んでご利用下さい
● 那覇バスターミナルから
■ 沖縄コンベンションセンター前バス停まで約40～60分(540円) 
　 系統番号　26番・43番・・32番・55番(約40分)112番 (約50分)・
　　 　　　　99番 (約60分)

 真志喜バス停まで約40～45分（540円／徒歩約11分） 
　 系統番号　20番・77番・120番(約45分／国際通り経由)

)由経地茂久／分53約(番36・番92・・ 番32　　　　　 　
　 　　　　　31番(約50分／久茂地経由) 

● 空港から
■ 空港3番乗り場から那覇バスターミナル経由
　 沖縄コンベンションセンター前バス停まで約50～70分（580円） 
 　系統番号　26番 (50分)・99番(70分) 

】合場の用利ごをスバンジムリ港空【 
　 空港12番乗り場からラグナガーデンホテルまで約55分（610円） 
 　※沖縄コンベンションセンター前には止まりません。ラグナガーデン
　　 ホテルから沖縄コンベンションセンターまで徒歩 約10分  
● モノレール（乗り継ぎで便利な旭橋駅と古島駅まで）

空港から旭橋駅まで約 11 分（270 円）、旭橋駅からバスターミナルま
で徒歩 3 分／空港から古島駅まで約 21分（340 円）、古島駅から沖縄
コンベンションセンターまでタクシーで約15分

多

早
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学術大会のお知らせ

学術大会に参加される皆様へ
1．参加手続き

⑴　本大会に参加される方は，学会会員・非会員に関わらず参加登録を行ってください。
⑵　当日参加登録費は以下のようになります。（事前登録は 3月 25日をもって締め切られ

ました。）

区分 金額
　歯科医師 13,000 円
　コデンタル 7,000 円
　学生※ 無料

	 ※学生とは大学院生は除きます。当日，受付にて学生証を提示していただきます。
⑶　事前参加登録を行った方は，事前に郵送いたしました参加証（ネームカード）を展示棟

に設置いたします事前登録者受付にご持参ください。プログラム集やネームホルダー等
をお渡しいたします。（会場内では，ネームカードの着用をお願いいたします。）

⑷　新規入会および年会費
	 本学会への新規入会（入会金 1,000 円）と年会費（正会員 10,000 円・準会員 5,000

円）は会場でも承ります。展示棟に設置の日本小児歯科学会事務局受付までお越しくだ
さい。

2．当日参加登録受付日時・場所
日　時：5月 21日（木）　8：10～16：00　22日（金）　8：10～14：00
場　所：展示棟内	当日登録受付
（記帳台に設置の登録用紙に必要事項をご記入の上，お立ち寄りください。）

3．クローク
日　時：5月 21日（木）　8：10～19：45　22日（金）　8：10～15：45
場　所：展示棟内

4．懇親会
日　時：5月 21日（木）　17：30～19：30
場　所：会議棟A　A-1 会議室
参加費：7,000 円
＊多くの皆様の参加をお待ちしております。
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5．ランチョンセミナー
両日ともにランチョンセミナーを 2つ，ご協賛いただきましたが，各セミナーともにチケッ
ト制となっており，座席数に限りがございます。
チケットは，該当セミナーの企業展示ブースにて配布しております。是非ご参加ください。

開催日 区分 定員 協賛企業

21日
ランチョンセミナー 1 200名 ライオン歯科材㈱
ランチョンセミナー 2 100名 ㈱松風

22日
ランチョンセミナー 3 200名 アレクシオンファーマ（同）
ランチョンセミナー 4 100名 ㈱モリタ

6．商業展示・書籍展示
日　時：5月 21日（木）　9：00～17：30　22日（金）　9：00～15：00
場　所：展示棟内	

7．人を対象とした医学系研究に関する倫理セミナー【事前登録制】
日　時：5月 22日（金）　14：00～15：00
会　場：第 3会場（会議棟B	B5～7会議室）
受　付：事前登録された方には，セミナー終了後に受講証明書を配布いたします。

8．託児室
完全予約制（先着順）となっております。大会ホームページよりお申し込みください。
安全上，当日受付は行いませんので，予めご了承ください。

9．駐車場
レンタカー等でご来場の方は，沖縄コンベンションセンター駐車場（450 台）に駐車して
ください。

10．会場内の連絡および注意事項
⑴　携帯電話は電源を切るかマナーモードにしてください。
⑵　各会場アナウンスまたはサイドスクリーンによる呼び出しは緊急の場合以外，原則行い

ません。緊急の場合は，お手数ですが総合受付までお越しください。
⑶　総合受付裏側に掲示板を設置しておりますので，どうぞご利用ください。
⑷　講演会場，ポスター展示会場内での写真撮影・録画・録音はご遠慮ください。
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⑸　質疑応答の時間に，質問をされる方は予めマイクの前に立ち，所属・氏名を述べてくだ
さい。より多くの方に質問の機会が生じるよう，協力をお願いいたします。

11．�本大会は日本歯科医師会の生涯研修事業として認定されています。ICカードを
お持ちください。

IC カードをお持ちいただきませんと登録はできません。

12．日本小児歯科学会ホームページの緊急掲示板について
自然災害等により，学会大会の運営に何らかの支障が生じた場合に備え，日本小児歯科学会
ホームページに緊急掲示板を 2019年 4月より開設いたしました。
第 58回大会でも緊急告知が必要な場合に，上記掲示板に掲載いたしますので，ご確認くだ
さい。
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発表者の皆様へ
1．口頭発表
1）発表時間

1 演題につき口演 7分，質疑応答 3分とします。時間を厳守し，進行は座長の指示に従っ
てください。

2）データ受付
発表のデータ受付は，展示棟内の PC受付にて行います。
⑴　受付時間

5月 21日（木）8：30～17：00　				5 月 22日（金）8：30～10：30
発表時間開始の 60分前までにデータ受付・試写・動作確認を完了してください。ま
た，22日にご発表の方も可能な限り，21日にデータ受付を完了してください。
（22日，朝一番のセッションに該当される方は，必ず 21日に受付してください。）

⑵　媒体
ご発表のデータは，相互ウイルス感染の可能性が高いため，CD-R（CD-RWは可）で
の持ち込みに限らせていただきます。USBメモリー等（MO，FD，ZIP）は使用でき
ませんのでご注意ください。なお，ファイル名様式は，【演題番号—発表者の氏名 .ppt
（pptx）】で統一致します。

⑶　発表用パソコンには下記仕様のものを用意しております。
OS：Windows10
アプリケーション：Microsoft	PowerPoint	2010 以降
発表用データは PowerPoint	2010，2013，2016～のいずれかで作成し，Windows
の標準フォントをご使用ください。特殊なフォントを利用しますと，画面表示に不具合
を生じることがあります。
日本語：MSゴシック，MSPゴシック，MS明朝，MSP明朝
英　語：	Times	New	Roman，Arial，Arial	 Black，Arial	Narrow，Century，

Century	Gothic，Courier	New，Georgia
⑷　	Macintosh で発表データを作成した場合は，予めWindows にて動作確認および文字

化け，フォントのずれをチェックした上で PC受付に提出してください。
⑸　	動画を使用される場合は，Windows	Media	Player で再生できるものをご使用くださ

い。動画データは PowerPoint のデータと共に，同一のフォルダー内に保存の上ご持
参ください。

⑹　不測の事態に備えて，必ずバックアップデータをお持ちください。
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3）プレゼンテーション
⑴　映写

①　	プレゼンテーションに使用するスクリーンは 1面です	（プロジェクター解像度：
XGA（1024× 768））。

②　	発表はWindows によるコンピュータープレゼンテーションに限定いたします。
（Macintosh には対応しておりませんのでご了承ください。）

③　当日使用するパソコンは主催者側で用意したものに限らせていただきます。
④　	オペレータが 1枚目のスライドをスライドショーで表示致しますので，発表時の

スライドの操作はご自身で行ってください。
⑤　発表データは，学会終了後に事務局が責任をもって消去いたします。

⑵　COI・倫理審査演題
①　	発表にはCOI（利益相反）状態の開示が必要となります。「COI 開示について」を

スライドの2枚目に挿入してください。COIスライドの書式雛形は大会ホームペー
ジよりダウンロードできます。

②　	臨床研究，遺伝子組換え・動物実験等の倫理審査が必要な発表は，倫理審査機関名
と認定番号のスライド内への明示が必要となります。また，症例報告は本人または
保護者の同意を得ていることをスライド内に明示してください（明示する場所に指
定はありません）。

4）次演者および座長の皆様へ
発表者が登壇いたしましたら，次演者は次演者席にお越しください。
また，次座長の先生は，担当演題の前セッションまでには次座長席へお越しください。

2．ポスター発表
1）ポスターの掲示と撤去

本大会では，すべてのポスター発表を多くの参加者に閲覧していただくことを目的に会期中
は 2日間にわたり展示をお願いしております。
掲示：5月 21日（木）8：15～10：00　　撤去：5月 22日（金）15：00～15：30
撤去時間が過ぎても掲示されている場合は，主催者側にて廃棄処分させていただきますの
で，ご了承ください。

2）受付
発表者は，展示棟内のポスター受付にて受付を行ってください。
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発表者はポスター受付でお配りした演者用リボンを参加者から見える位置につけてくださ
い。また，発表後は総合受付にリボンをご返却ください。

3）質疑応答
奇数番号発表者：5月 21日（木）16：40～17：30
偶数番号発表者：5月 22日（金）13：00～13：50
＊発表者は時間になりましたら，ポスター前に待機してください。

4）ポスター発表の要領�
⑴　パネルの大きさは横 90	cm×縦 210	cmです（パ

ネル下部の余白部分（横 90	cm×縦 40	cm）は掲
示不可）。また，パネルへの貼り付けは画鋲のみ使
用可能です。掲示用の画鋲は，発表者ご自身でご用
意ください。

⑵　演題番号（縦 20	cm×横 20	cm）は，大会事務局
で用意いたします。

⑶　演題名・発表者名（発表者の前に◯印を記入）・所
属は，演題番号の右側，横 70	cm×縦 20	cm の
範囲に記載してください。本文，図，写真，表など
は，横 90	cm×縦 150	cmの枠内に掲示してくだ
さい（枠内の掲示方法は自由）。

⑷　全発表についてポスターの最下部に利益相反（COI）
の明示をお願いいたします。（雛形は大会ホームペー
ジよりダウンロードできます）

⑸　症例報告は本人または保護者の同意を得ている旨を
ポスター内に明示してください。

⑹　臨床研究，遺伝子組換え・動物実験等の倫理審査が必要な研究発表は，倫理審査機関と
許可番号をポスター内に明示してください。
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次期大会ほかお知らせ

第59回日本小児歯科学会大会
会　期：2021 年 5 月 20 日（木）・21 日（金）
会　場：かごしま県民交流センター
　　　　　　〒 892-0816 鹿児島市山下町 14-50
大会長： 山﨑要一（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科健康科学専攻発生発達成育学講座小児歯

科学分野）

ID カード（会員証）について
専門医・認定医・認定歯科衛生士およびこれらの資格取得を検討されている方は，ID カードを
ご持参のうえ，ID カード受付にお越しください。
ID カードをお持ちでない方は，参加章を参加の証明として保管しておいてください。

第32回全国小児歯科開業医会（JSPP）全国集会および総会
会　期：2020 年 5 月 20 日（水）
会　場：パシフィックホテル沖縄　〒 900-0036 沖縄県那覇市西 3-6-1
日　程：
16：30　受付開始
17：00　総会
18：00　 記念講演  

「DOHaD 学説と童（わらび）どう宝（たから）」  
講師：安次嶺　馨（小児科医，ハワイ大学卒後医学臨床研修事業団ディレクター）

19：00　懇親会



大会第 1 日目

5 月 21 日（木）

プログラム
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第１会場
分類 座長 開始

時間 演題名 掲載頁

9：00 開会式・会員集会・表彰・記念撮影
イ
グ
・
ノ
ー
ベ
ル
賞

受
賞
講
演

木
本　

茂
成

10：20 「Laugh and think then shine」
明海大学保健医療学部口腔保健学科　渡部　茂 36

教
育
講
演
１

白
川　

哲
夫

10：50 「発達障害児の支援を考える～歯科的問題と対応～」
福岡歯科大学小児科学分野　鳥巣　浩幸 42

特
別
講
演

尾
崎　

正
雄

13：00
「 Advances and Evidence-based practice on Perinatal and Infant Oral Health 

Preventive Care」
UCLA School of Dentistry　Francisco Ramos-Gomez

46・47

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

Jae gon Kim

14：30

「DENTAL CARIES：ORAL BIOFILM AND SUCROSE-DEPENDENT DISEASE」
Korean Academy of Pediatric Dentistry　JAE-GON KIM

「 Paradigm shift in diagnosis and management of dental caries in Pediatric 
Dentistry：Q-ray technology」

Pediatric Dentistry, Seoul National University Dental Hospital, South Korea
Young J Kim

「The prevalence and influencing factors of early childhood caries in Taiwan」
Taiwan Academy of Pediatric Dentistry　Hsuan-lu Alicia Ko

「 Current prevalence of dental caries and health disparities in Japanese 
children」

Department of Pediatric Dentistry, Graduate School of Biomedical 
 and Health Sciences, Hiroshima University　Katsuyuki Kozai

54～57

日
本
歯
科
医
学
会

会
長
講
演

木
本　

茂
成

16：40 「日本歯科医学会の事業として特記すべきひとつの形」
日本歯科医学会　住友　雅人 62

第２会場
分類 座長 開始

時間 演題名 掲載頁

女
性
小
児
歯
科
委
員
会

企
画
リ
レ
ー
講
演

高
野　

博
子

加
藤
真
由
美

10：20

「女性に求められているリーダー像の追求」
琉球大学病院周産母子センター　銘苅　桂子

「台所から政治を変える」
自由民主党沖縄県第三選挙区支部　島尻安伊子

38・39
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分類 座長 開始
時間 演題名 掲載頁

ラ
ン
チ
ョ
ン

セ
ミ
ナ
ー
１

12：00

共催：ライオン歯科材㈱
「 安全性と清掃力を両立させた子ども用歯ブラシ EX kodomo F　 

～臨床評価と曲がる・折れないハンドルのメカニズム～」
鶴見大学歯学部小児歯科学講座　朝田　芳信

北陸先端科学技術大学院大学マテリアルサイエンス系　山口　政之

82・83

第３会場
分類 座長 開始

時刻
演題
番号 演題名 所属先 発表者名 掲載頁

口
頭
発
表

岩
崎　

智
憲

10：30 1-01 当診療所における小児患者に対する全身麻酔下歯
科治療の実態調査

日之出歯科真駒内診
療所 澤田　武蔵 88

10：40 1-02 小児在宅診療における患児の精神安定に Smart 
Phone が用いられている現実の一例 加賀谷歯科医院 加賀谷　昇 89

10：50 1-03 先天性無痛無汗症児における口腔管理 いとう歯科 伊藤　三智子 90
11：00 1-04 小児閉塞性睡眠時無呼吸症への歯科的対応の一例 清水歯科クリニック 清水　清恵 91

齊
藤　

一
誠

11：15 1-05 日本人を対象とした永久歯の発育段階別年齢の同
定 阪大・院・小児歯 呉本　勝章 92

11：25 1-06 幼児期における舌小帯短縮症の調査　
第 2 報：相関 朝日大・歯・小児歯 近藤　亜子 93

11：35 1-07 多数歯の埋伏を伴う含歯性嚢胞の一例 いしばし歯科クリ
ニック 石橋　淳 94

分類 座長 開始
時刻 演題名 掲載頁

ラ
ン
チ
ョ
ン

セ
ミ
ナ
ー
２

12：00
共催：㈱松風

「小児の齲蝕治療と口腔管理の実際～長期管理症例で紹介する各種処置法と期待される効果～」
東北大学大学院歯学研究科小児発達歯科学分野　山田　亜矢

84

歯
科
衛
生
士
委
員
会

企
画
セ
ミ
ナ
ー

梶　

美
奈
子

島
村　

和
宏

13：30

「認定歯科衛生士への道Ⅴ」
あすなろ小児歯科医院　福井　真理

「認定歯科衛生士への道Ⅴ－小児歯科医療の未来を拓く認定歯科衛生士－」
イシタニ小児・矯正歯科クリニック　石谷　徳人

50・51

認
定
歯
科
衛
生
士 

認
定
・
更
新
必
修
セ
ミ
ナ
ー

土
岐　

志
麻

14：45 「子ども達の明るい未来のために－歯科衛生士が関わる新しい子育て支援－」
千葉歯科医院　浜野　美幸 60
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大会第 2 日目　5 月 22 日（金）プログラム

第１会場
分類 座長 開始

時間
演題
番号 演題名 所属先 発表者名 掲載頁

口
頭
発
表

黒
木　

淳
子

9：00 2-01 小児の口唇閉鎖力と口腔内を含む関連要因の研究
―口唇閉鎖習慣と姿勢―

新潟大・院医歯・口
腔保健学分野 諏訪間　加奈 95

9：10 2-02 小型 3D カメラを応用した小児の口腔機能評価に
おける基準点の検討

鹿大・院医歯・小児
歯 山本　祐士 96

9：20 2-03 小型 3D カメラを応用した口唇動作による口腔機
能の定性化の検証

鹿大・院医歯・小児
歯 金田　尚子 97

9：30 2-04 口唇閉鎖力と口腔形態の関係 日歯大病院・小児歯 楊　秀慶 98

山
田　

亜
矢

9：45 2-05 小児のスプーンを用いた捕食時口唇圧に食品の差
異が及ぼす影響

新潟大・院医歯・小
児歯 笹川　祐輝 99

9：55 2-06 小児期の機能的顎顔面整形治療における舌圧測定
によるモニタリングの応用

奥羽大・歯・矯正歯
科 竜　立雄 100

10：05 2-07 乳幼児期からの口腔機能育成支援に対する効果の
検証 清水歯科クリニック 寳福　静香 101

10：15 2-08 Myobrace system による上気道の変化について 中村歯科クリニック 中村　貴則 102

分類 座長 開始
時間 演題名 掲載頁

教
育
講
演
２

牧　

憲
司

10：40 「小児歯科領域での根管治療について」
北海道大学大学院歯学研究院口腔機能学分野小児・障害者歯科学教室　八若　保孝 43

市
民
公
開
講
座

尾
崎　

正
雄

14：00 「極限環境にすむタフな生きものたち」
広島大学大学院統合生命科学研究科　長沼　毅 74

15：00 表彰式・閉会式

第２会場
分類 座長 開始

時間 演題名 掲載頁

受
賞
記
念
講
演

山
﨑　

要
一

9：00

（学術賞：Lion Award）
「小児の口呼吸症候群における関連因子の抽出と顔貌形態への影響」

鹿児島大学病院発達系歯科センター小児歯科　稲田　絵美

64～66
福
本　

敏

（学術賞：Lion Award）
「乳歯歯髄由来幹細胞を用いたトランスレーショナルリサーチ」

九州大学大学院歯学研究院小児口腔医学分野　山座　治義

白
川　

哲
夫

（奨励賞）
「味覚の発達を支える島皮質における摂食調節因子のシナプス伝達修飾作用の解明」

日本大学歯学部小児歯科学講座　武井　浩樹

JSPP

企
画
講
演

石
谷　

徳
人

10：00 「反対咬合の早期治療と鑑別診断」
いなみ矯正歯科　居波　徹 72
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分類 座長 開始
時間 演題名 掲載頁

ラ
ン
チ
ョ
ン

セ
ミ
ナ
ー
３

12：00

共催：アレクシオンファーマ（同）
「�小児歯科だからこそ診える見逃されがちな子どもの疾患～低ホスファターゼ症（HPP）の診
断経験を通して～」

鹿児島大学病院発達系歯科センター小児歯科　佐藤　秀夫

85

専
門
医
認
定
委
員
会

企
画
セ
ミ
ナ
ー

新
谷　

誠
康

14：00 「小児歯科専門医の日本歯科専門医機構への移行について」
朝日大学歯学部口腔構造機能発育学講座小児歯科学分野　飯沼　光生 76

第３会場
分類 座長 開始

時間 演題名 掲載頁

SH
O

FU
 A

w
ard

受
賞
講
演

仲
野　

和
彦

9：00

「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」
阪大・院・小児歯　大川　玲奈

68・69
牧　

憲
司

「�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」

九歯大・小児歯　藤田　優子

分類 座長 開始
時刻

演題
番号 演題名 所属先 発表者名 掲載頁

口
頭
発
表

野
村　

良
太

9：30 3-01 ダウン症候群小児の口腔内マイクロバイオーム解
析 広大・院・小児歯 角　奈央 103

9：40 3-02 Streptococcus mutans における DnaK の表層
タンパク発現への影響と役割

岡大・医歯薬・小児
歯 吉田　衣里 104

9：50 3-03 死菌処理したStreptococcus mutans のコラー
ゲン結合能の評価 阪大・院・小児歯 末廣　雄登 105

10：00 3-04 Porphyromonas gulae プロテアーゼによる歯肉
上皮細胞傷害能の評価

岡大・医歯薬・小児
歯 吉田　翔 106

山
座　

治
義

10：15 4-01 低ホスファターゼ症モデルマウスの皮質骨の組織
学的評価

日大・松戸歯・小児
歯 根本（山本）晴子 107

10：25 4-02 Siglec-15 は破骨細胞による骨吸収活性と骨芽細
胞の分化に重要な役割を果たす 松歯大・口腔生化 中村　美どり 108

10：35 4-03 シングルセル RNA シークエンスによる歯の発生
に関わる全細胞の網羅的遺伝子発現解析 東北大・院・小児歯 千葉　雄太 109

分類 座長 開始
時間 演題名 掲載頁

ラ
ン
チ
ョ
ン

セ
ミ
ナ
ー
４

12：00
共催：㈱モリタ
「咬む力を引き出す～笑顔のガムトレ～」

とき歯科　土岐　志麻
86

研
究
倫
理
審
査
委
員
会

企
画
セ
ミ
ナ
ー

白
川　

哲
夫

14：00

「小児歯科領域の臨床研究についての倫理審査の概要」
日本大学歯学部小児歯科学講座　白川　哲夫

「臨床研究の立案と倫理審査申請にあたっての留意点」
新潟大学大学院医歯学総合研究科小児歯科学分野　齊藤　一誠

78・79



ポスター会場

5 月 21 日（木）・5 月 22 日（金）

プログラム
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分類 演題
番号 演題名 所属先 発表者名 掲載頁

細
　
菌
　
学

M
icrobiology

1 ナノテクノロジーによる齲蝕原性複合バイオフィルムへの治
療戦略 日大・松戸歯・小児歯 伊藤　龍朗 112

2 PRG プロケアジェル® の Streptococcus mutans における
増殖抑制効果に関する検討 阪大・院・小児歯 北村　崇洋 113

3 生体機能性材料 S-PRG フィラーが Streptococcus mutans
の菌体に及ぼす影響 岡大・医歯薬・小児歯 森川　優子 114

4 BioUnion フィラー含有グラスアイオノマーセメントカプセ
ルによる S. mutans に対する抗菌性 株式会社ジーシー 吉満　亮介 115

5 The role of Porphyromonas gulae protease on bacteri-
al growth and hemagglutination

Dept. Pediatric Dent., 
Okayama Univ. Urmi Saki Alam 116

6 健康な小児の唾液から検出された高病原性ブドウ球菌の保有
状況と分子疫学的解析 北医療大・歯・小児歯 廣瀬　弥奈 117

7 プラズマベースイオン注入法によりアルゴン，フッ素および
銀イオンを注入した PMMA の口腔微生物への影響 大歯大・歯・小児歯 加々美　恵一 118

歯
　
科
　
材
　
料

D
ental M

aterials

8 Zn，Fe がエナメル質酸蝕症に及ぼす影響について 九歯大・小児歯 山田　由希子 119

9 従来型充塡用 GIC への粉末状セルロースナノファイバー添加
の影響 大歯大・歯・小児歯 永石　千琴 120

10 乳臼歯歯冠修復におけるコンポジットレジンの破折防止に関
する研究―内開き窩洞について― 奥羽大・歯・小児歯 関野　貴大 121

11 S-PRG フィラーを配合した乳歯用コンポジットレジン修復
に関する臨床的観察 鶴見大・歯・小児歯 湯沢　真弓 122

12 4-META/MMA-TBB レ ジ ン に 惹 起 さ れ た 炎 症 に 対 す る
N-acetyl cysteine の効果 北大・院歯・小児障害 高橋　静香 123

13 N-アセチルシステインによる歯根吸収抑制メカニズムの解析 北大・院歯・小児障害 西見　光彦 124

14 深部埋伏歯牽引を目的とした新規アタッチメント装着システ
ムの開発と評価

明海大・歯・オーラルリハ
ビリテーション 町谷　亜位子 125

15 クワドヘリックスの構造が歯の移動に与える影響　
―有限要素法による力学的検討― 松歯大・大学院 横井　由紀子 126

再
生
医
療
・
そ
の
他

Regenerative M
edicine 

Research and O
ther

16 パン酵母 b-グルカンによる RANKL 誘導破骨細胞形成の抑制
メカニズム 九州歯大・歯・小児歯 原　詩歌 127

17 実験的歯の移動に起因する異所性痛覚過敏に対するイソフラ
ボンの抑制効果

麻布大・生命環境・食品生
理 島津　德人 128

18 生理的刺激によるヒト歯肉線維芽細胞の Ca2＋応答とフェニ
トインの作用 北医療大・歯・小児歯科 蓑輪　映里佳 129

19 骨吸収抑制薬の歯の萌出における作用の経時的解析 昭和大・歯・小児歯 五十嵐　悠 130

20 新規外傷治療法の確立にむけた再生歯髄象牙質複合体および
歯周組織間における生体内相互作用メカニズムの初期検討 愛院大・歯・小児歯 酒德　晋太郎 131

21 Characterization of Epithelial cell rests of malassez by 
single cell limiting dilution

Health Sciences Univ. 
o f  H o k k a i d o .  D e p t . 
Pediatric Dent.

Syed Taufiqul 
Islam 132

再
　
生
　
医
　
療

Regenerative M
edicine 

Research

22 ヒト乳歯歯髄由来細胞における軽度・短時間の熱刺激による
Heat shock proteins 発現 大歯大・院・小児歯 青木　翔 133

23 免疫染色された少数細胞の簡便な取得に基づくヒト歯髄細胞
の遺伝子発現解析 鹿大・院医歯・小児歯 稲田　絵美 134

24 ヒト歯髄幹細胞を用いた変容性骨異形成症の病態再現と機能
解明 九大・院・小児歯 韓　旭 135

25 単一細胞 RNA-seq 解析が示す骨芽細胞の多様性 広大・院・小児歯 中野　将志 136
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分類 演題
番号 演題名 所属先 発表者名 掲載頁

再
　
生
　
医
　
療

Regenerative 
M

edicine Research

26 歯特異的 microRNA による上皮―間葉相互作用制御機構の
解明

九州大・歯・小児歯・矯正
歯 吉崎　恵悟 137

27 プロテオミクスによる歯の発生に関わるタンパク質の網羅的
解析 日歯大・新生歯・小児歯 下村－黒木淳子 138

28 Mitf 遺伝子変異による咬筋のオートファジー抑制 鶴見大・歯・小児歯 成山　明具美 139

咀
嚼
・
顎
運
動
・
摂
食
機
能
・
そ
の
他

M
astication, M

ovem
ent of M

axillo-
facial, Feeding Function and O

ther

29 歯の早期喪失がアルツハイマー病の発症に及ぼす影響 朝日大・歯・小児歯 越智　鈴子 140

30 歯の早期喪失が海馬体積に及ぼす影響 朝日大・歯・小児歯 吉川　英里 141

31 若齢期における急性ストレス下での拒食行動は咀嚼運動で緩
和される 朝日大・歯・小児歯 林　櫻子 142

32 妊娠期ストレス中の顎運動が仔獣のセロトニン作動性脳神経
障害に及ぼす影響 朝日大・歯・小児歯 梶本　京子 143

33 ストレス下の妊娠母獣の咀嚼運動が仔の中枢における過剰炎
症反応に及ぼす影響 朝日大・歯・小児歯 久田　智詠 144

34 新生仔期外傷に起因する CCL2 シグナルを介した Nav1.8 発
現増強は成体期外傷後の機械アロディニアを亢進する 日大・歯・小児歯 相馬　久実 145

歯
の
発
育
と
発
育
障
害

Tooth D
evelopm

ent and D
isturbance

35 上顎過剰歯による中切歯歯胚方向異常を呈した 1 例 さえき矯正・小児歯科医院 田中　匡 146

36 位置異常で歯根彎曲した埋伏上顎中切歯に根尖性歯周炎が生
じた 1 例 大歯大・歯・小児歯 池田　まりあ 147

37 上顎中切歯が複雑性歯牙腫と癒合し萌出障害をきたした 1 例 鶴見大・歯・小児歯 黒木　貴子 148

38 上顎右側前歯部に認められた Odontodysplasia の 2 例　
―第二報　組織的観察― 鶴見大・歯・小児歯 大島　洋平 149

39 上顎両側犬歯の萌出方向異常のため開窓牽引を行った症例 福岡歯大・矯正歯 石井　太郎 150

40 上顎第二大臼歯の咬合面上に認められた過剰歯の 2 例 日歯大病院・小児歯 鎌田　弘明 151

41 成長期における頬舌方向に水平埋伏した下顎右側第二小臼歯
を牽引および配列した 1 例

横浜ゆうみらい小児歯科・
矯正歯科 有田　浩一朗 152

42 上顎第一大臼歯歯根間に埋伏した第二小臼歯の開窓牽引を行
なった 1 例 東歯大・歯・小児歯 辻野　啓一郎 153

43 上顎水平埋伏犬歯に対し閉鎖誘導および矯正治療を行った 1
例 たけし矯正こども歯科 徳倉　健 154

44 乳歯列内に萌出した 2 本の順生過剰歯にコンポジットレジン
冠修復を行った 1 例 東北大・院・小児歯 伹野　愛実 155

45 過剰歯抜去後に同部位に新たな過剰歯が発生した 2 例 日歯大病院・小児歯 出口　崇 156

46 位置変化がみられた埋伏過剰歯の 1 例 吉田歯科医院 藤村　和 157

47 含歯性嚢胞と考えられた小児の 1 例 埼玉県立小児医療センター
歯科 髙橋　康男 158

48 双生歯の過剰歯部を分割・抜去した症例の長期予後 大歯大・歯・小児歯 三上　優 159

外
　
傷

D
ental 

Traum
a

49 3 歳以下における歯肉縁下に及ぶ垂直性歯根破折を伴う上顎
乳前歯部外傷 3 例

おかもとこども矯正歯科ク
リニック 岡本　篤剛 160

50 多数歯の外傷性脱臼により再植した乳歯の予後管理を行った
1 例 明海大・歯・口腔小児 池田　英史 161
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分類 演題
番号 演題名 所属先 発表者名 掲載頁

外
　
傷

D
ental Traum

a

51 外傷により脱離した永久 3 切歯を生理的固定と咬合挙上で対
応した 1 例 日歯大病院・小児歯 松尾　恭子 162

52 外傷を主訴として過去 3 年間に当院を受診した小児初診患者
の実態調査 神歯大・小児歯 青木　嵯由里 163

53 上顎中切歯外傷における処置とその予後に関する調査 福岡歯大・成育小児歯 田村　翔悟 164

54 歯内-歯周病変を伴う歯内歯に意図的再植術を適用した 1 例 医科歯科大・院・小児歯 柿野　聡子 165

55 出生後長期気管挿管が原因と考えられた上顎乳前歯形成不全
の 1 例 日歯大病院・小児歯 中村　咲帆 166

56 当附属病院における小児期エプーリスの臨床病理学的検討 日歯大病院・小児歯 柳澤　綾子 167

57 下顎乳切歯へのストロー様異物嵌入の除去後に同様事故防止
の啓発活動をおこなった 1 例 エンゼル歯科 佐々木　明彦 168

58 口蓋へのマダニの刺咬が疑われた１例 徳島大・院・小児歯 黒厚子　璃佳 169

59 萌出中の永久歯歯肉溝にシャープペンシルの芯が迷入した 1
例 徳大・院・小児歯 北村　尚正 170

咬
　
合
　
誘
　
導

O
rthodontics

60 開咬に対しバイオファンクショナルセラピー（BFT）により
改善した 1 例 よこた歯科医院 横田　成一 171

61 骨格性開咬の発生機序とバイオファンクショナルセラピー
（BFT）的アプローチ はなだ歯科クリニック 花田　真也 172

62 過蓋咬合における床装置とバイオファンクショナルセラピー
の効果 あすはな歯科医院 中野　真紀 173

63 床矯正治療後のバイオファンクショナルセラピー（BFT）に
よる咬合の安定化 しんくら歯科医院 藤井　秀紀 174

64 床矯正による交叉咬合治療とバイオファンクショナルセラ
ピー（BFT）の効果 三ツ境駅前スマイル歯科 樋田　秀一 175

65 床矯正装置とバイオファンクショナルセラピー（BFT）によ
る上顎の前方成長 若林歯科 米崎　美桜 176

66
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　
―第二報：Stage Ⅲ装置の役割―

横浜ゆうみらい小児歯科・
矯正歯科 田島　格 177

67 床矯正による叢生改善後の歯列と咬合の管理 西田歯科 西田　栄昭 178

68 矯正歯科医院で MFT を併用しながら口腔機能にも配慮した
小児矯正歯科治療

銀座並木通りさゆみ矯正歯
科デンタルクリニック 81 坂本　紗有見 179

69 インハウス型アライナー装置の作製と混合歯列期への活用に
ついて

かなお矯正・小児歯科クリ
ニック 髙木　淳史 180

70 アライナー型矯正装置の使用患児に対するエアーアブレー
ジョンの活用について

かなお矯正・小児歯科クリ
ニック 森岡　加奈 181

71 3 歳児の前歯交叉咬合を切歯斜面板で改善した 1 例 アリスデンタルクリニック 松村　誠士 182

72 吸指癖に起因する前歯部開咬を認めた自閉症スペクトラム症
児に矯正治療を行った 1 例 松歯大・小児歯 森山　敬太 183

73 成長期に於ける下顎後方回転の修正ポイント
―異なるアプローチの 2 例から― 村田小児歯科 村田　起一 184

74 下顎第一大臼歯萌出障害と対合歯の挺出に対し最小侵襲で対
応した 1 例 いちのせ小児歯科 一瀬　智生 185

75 下顎前歯部叢生がリンガルアーチのみで改善された症例のパ
ノラマエックス線写真による 3D 解析 きふね小児歯科 木舩　敏郎 186
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分類 演題
番号 演題名 所属先 発表者名 掲載頁

咬
　
合
　
誘
　
導

O
rthodontics

76 同一症例を用いたリーウェイスペースに関する再考察 東歯大・小児歯 今井　裕樹 187

77 口すぼめ時の顔面皮膚が 3 次元的に可視化された 9 歳男児の
1 例―ハンディタイプの 3D 画像撮影装置の活用― 岩医大・歯・小児障害歯 橋口　大輔 188

78 小児歯科領域における光学スキャナの有用性とデジタル RPE
の作製および臨床応用

かなお矯正・小児歯科クリ
ニック 白髪　寛子 189

79 デジタル機器を小児矯正治療へ活用するコツ かなお矯正・小児歯科クリ
ニック 金尾　晃 190

80 小児の印象におけるデジタルスキャンの有用性 みちだ矯正小児歯科 道田　里美 191

81 可撤保隙装置の設計に関する研究─ワイヤークラスプが咀嚼
能力に与える影響を観察した 1 例─ 医科歯科大・院・小児歯 小樋　香織 192

そ
の
他
の
症
例
報
告
・
そ
の
他

O
ther C

linical Reports 
and O

ther

82 S-PRG 含有ペーストがプラーク付着に及ぼす効果 朝日大学医科歯科医療セン
ター歯科衛生部 長屋　梨紗 193

83 治療経過の異なる根尖未完成歯の 3 例 もりぬし小児歯科医院 森主　真弓 194

84 「赤ちゃん歯科」外来にて口腔内管理を行った 2 例 瑞穂小児歯科診療所 鬼頭　佳子 195

85 小児歯科における定期管理の必要性についての再認識 パンダ小児歯科医院 劉　中憲 196

障
が
い
児
（
者
）
へ
の
対
応

M
anagem

ent of C
hildren and A

dolescents w
ith Special H

ealth C
are N

eeds

86 小児の齲蝕と血清グルコース値との関係　―乳歯列期― おく小児矯正歯科 奥　猛志 197

87 低年齢児における抑制下治療中の脈拍数および動脈血酸素飽
和度の変動 北大・院歯・小児障害 澤口　萌 198

88 小児型低ホスファターゼ症患者における酵素補充療法開始後
の歯科的所見および身体的所見の経時的変化

藤田医科大学・医学部・形
成外科・小児歯科・矯正歯
科

佐野　祥美 199

89 本院小児歯科における低ホスファターゼ症患者に関する実態
調査 阪大・院・小児歯 苅谷　里奈 200

90 乳歯の早期萌出をみる ADAM17 欠損症の１例 徳大・院・小児歯 宮嵜　彩 201

91 SATB2 関連症候群の患者に発生する多発性歯牙腫 北大・院歯・小児障害 前田　彩子 202

92 Anderson-Fabry 病患児の歯科治療経験 日大・歯・小児歯 八百板　雅子 203

93 Joubert 症候群の歯科的管理の一例 鶴見大・歯・小児歯科 濱田　則子 204

94 ミトコンドリア病の 1 例―口腔内所見と 8 年間の経過― 岡大・医歯薬・小児歯 進賀　知加子 205

95 エナメル質・腎症候群の小児に対し口腔管理を行った 1 例 神歯大・歯・横浜クリニッ
ク小児歯科 新崎　梨乃 206

96 コステロ症候群の患児を長期間継続的口腔管理をした 1 例 芳賀デンタルクリニック湘
南 三輪　直子 207

97 晩期に自傷行為が出現した Lesch-Nyhan 症候群患児の１例 東京都立小児総合医療セン
ター小児歯科 小口　莉代 208

98 小児心臓移植患者における歯科治療の一例 びばなんこども歯科 荒井　清司 209

99 血液培養からグラム陽性球菌が検出された感染性心内膜炎の
1 例 NHO 福山医療センター 黒川　真衣 210

100 線維筋痛症患児へのデクスメデトミジン併用全身麻酔下歯科
治療

医科歯科大・院・麻酔生体
管理 脇田　亮 211
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分類 演題
番号 演題名 所属先 発表者名 掲載頁

障
が
い
児
（
者
）
へ
の
対
応

Management of Children and Adolescents 
with Special Health Care Needs

101 生後 2 か月の女児にみられた遺伝性歯肉線維腫症の一例 東歯大・小児歯 新居　由紀 212

102 川崎病患者の急性化膿性根尖性歯周炎に対する立効散の鎮痛
効果を期待した 1 例 原山歯科医院 原山　周一郎 213

103 空気嚥下症の児に対し，口腔筋機能療法（MFT）が有効で
あった１例 徳大・院・小児歯 杉本　明日菜 214

104 ダウン症児に行った集団摂食支援の取り組み Bright Beans 豊橋キッズ
デンタルクリニック 大澤　佳代 215

成
　
長
　
発
　
育

G
row

th and D
evelopm

ent

105 7 歳児における骨年齢と歯胚形成度の関連性 北大・院歯・小児障害 加藤　まゆこ 216

106 舌小帯異常を有する患者の医療連携の実態 愛院大・歯・小児歯 會田　桃子 217

107 当科での舌小帯短縮症患者に対する MFT について 神歯大附属病院・歯科衛生
士科 志村　菜摘 218

108 乳歯列期における上唇小帯の形態と付着位置の経時的変化に
関する研究―1 年間の追跡調査― 鶴見大・歯・小児歯 稲永　詠子 219

109 アデノイドによる鼻咽腔通気障害の流体力学的研究 鹿大・院医歯・小児歯 與倉　杏奈 220

110 小児における顔面軟組織成長変化の長期縦断研究 鹿大・院医歯・小児歯 村上　大輔 221

111 睡眠時の鼻閉塞は可徹式装置の着用を困難にする―日本版小
学生睡眠質問票を用いた評価― 岩医大・歯・小児障害歯 齊藤　桂子 222

112 側面頭部エックス線規格写真と流体解析から口蓋扁桃肥大に
よる通気障害を評価する 鹿大・院医歯・小児歯 奥　陽一郎 223

地
　
域
　
歯
　
科
　
医
　
療

C
om

m
unity D

ental H
ealth C

are

113 齲蝕を主訴に当科初診来院した未就学児の実態調査―2008
年度・2013 年度・2018 年度の比較― 広大・院・小児歯 秋友　達哉 224

114 小児歯科外来における初診患者の実態調査　―2008 年と
2018 年の比較― 神歯大・小児歯 亀倉　ともみ 225

115 当院における初診患者の実態調査〜新規開業後 5 年間の初診
患者の記録より〜

みやうちこどもデンタルク
リニック 宮内　康範 226

116 当大学病院小児・障害者歯科外来における最近 5 年間の初診
患者の実態調査 北大・院歯・小児障害 趙　継美 227

117 最近の大学病院における低年齢児の齲蝕罹患状況 東歯大・歯・小児歯 田村　梨恵 228

118 小学生のネット利用の実態と口腔衛生行動および齲蝕との関
連要因について あすなろ小児歯科 浅香　有希子 229

119 当院におけるリコール患者の中断の要因について 小児歯科柏木医院 田迎　さゆり 230

120 当大学病院小児・障害者歯科外来において来院回数が一回の
みである初診患者の実態調査 北大・院歯・小児障害 高木　康多 231

121 ソーシャルネットワーキングのメッセージ導入によりリコー
ルシステムを向上させる取り組み ドレミ歯科こども歯科 屋敷　徹 232

122 小児歯科オンライン診療の試みとその評価 医科歯科大・院・小児歯 内藤　悠 233

123 障害者歯科医療を地域で支えるための取り組みについて 昭和大・歯・障害者歯 嘉手納　未季 234

124 本学小児歯科における全身麻酔下歯科治療の実態調査 昭和大・歯・小児歯 永田　夏琳 235

125 当院小児歯科における全身麻酔患者の実態調査　―歯科衛生
士の役割―

雪の聖母会 聖マリア病院・
小児歯科 中野　裕子 236
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分類 演題
番号 演題名 所属先 発表者名 掲載頁

地
　
域
　
歯
　
科
　
医
　
療

C
om

m
unity D

ental H
ealth C

are

126 当センターこころの診療病棟における歯科衛生士の取り組み
と実態調査

神奈川県立こども医療セン
ター歯科 横山　恭子 237

127 小児歯科患者の保護者における保健医療情報の収集に関する
調査 さくま小児歯科クリニック 佐久間　信彦 238

128 低年齢児を持つ養育者へ歯科からの支援方法 やまうち小児歯科 中村　ゆかり 239

129 園児歯科健診の結果と生活習慣との相関 昭和大・歯・小児歯 穴原　民江 240

130 当院における心臓血管外科手術入院患児への周術期口腔機能
管理の現状と今後の課題

福岡市立こども病院小児歯
科 野瀬　可奈子 241

131 永久歯の先天性欠如を診断された子どもの親の体験 北海道大学病院 歯科外来・
地域連携ナースセンター 村井　裕子 242

132 唇顎（口蓋）裂児の合併疾患に関する調査・研究 神奈川県立こども医療セン
ター・歯科 小川　綾野 243

口
　
腔
　
機
　
能

O
ral Function

133 小児の摂食機能に関する研究　保育園児と発達障害児の比較 昭和大・歯・口腔衛生 髙橋　摩理 244

134 足底非接地による咬合機能及びストレスへの影響 愛院大・歯・小児歯 古橋　実結菜 245

135 アンケート調査による異なる食品性状を押しつぶした際の口
腔内感覚の検討 愛院大・歯・小児歯 杉本　恵里 246

136 小児の口腔機能発達に関する調査（第 1 報）―口を使う運動
機能の獲得年齢― よつもと矯正歯科 四元　みか 247

137 当院の MFT 指導における治療目標の数値化，グラフ化につ
いて 東戸塚たいらく矯正歯科 宮澤　唯 248

138 小児の口腔機能発達に関する調査（第 2 報）―影響を及ぼす
因子の検討―

東歯大・摂食嚥下リハビリ
テーション研究室 芳村　竜秀 249

139 当院における MFT 指導・管理システムについて「管理ソフ
ト SPOT を用いて」 東戸塚たいらく矯正歯科 小宮山　文香 250

140 歯科に併設した保育園における 3 歳未満児の MFT プログラ
ムの実践 矯正・小児ひまわり歯科 米良　昭乃 251

141 吹き戻しを活用した呼吸トレーニングとその効果について Bright Beans 豊橋キッズ
デンタルクリニック 鈴木　玲奈 252

142 1 年間「あいうべ体操」を行った幼稚園年長児の口唇閉鎖力
と舌圧への効果 藤田歯科医院 藤田　源吾 253

143 筋機能矯正「マイオブレース®」の取り組みによるスタッフ
の意識変化について こいし・こども矯正歯科 小石　剛 254

144 「お口ぽかん」と全身の健康状態に関する調査研究　第 1 報 神戸常盤大・短大・口腔保
健 中村　美紀 255

齲
　
蝕
　
予
　
防

C
aries Prevention

145 当院における親子教室（Open School）の取り組み
―第 1 報　発案から構築まで―

Bright Beans 豊橋キッズ
デンタルクリニック 北村　実代子 256

146 将来のわが子の口腔衛生に関する意識調査―歯学生と研修歯
科医を対象として―

九州大学病院・口腔総合診
療科 寳田　貫 257

147 当院における 0-3 歳児への嫌がる仕上げ磨きへの支援方法 Bright Beans 豊橋キッズ
デンタルクリニック 酒井　啓介 258

148 歯みがきナビゲーションを特長とする新子供用 IoT 歯ブラシ
の清掃力に関する研究

ライオン㈱・グローバル開
発センター 佐竹　茉以 259

149 スマートロボットの集団口腔衛生指導への応用に対する保護
者の意識調査 阪大・院・小児歯 村中　綾 260

150 1 歳児の保護者のフッ化物製剤の使用状況と形状に関する意
識調査 日歯大病院・小児歯 齊藤　香恵子 261
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分類 演題
番号 演題名 所属先 発表者名 掲載頁

齲
蝕

予
防

Caries 
Prevention 151 小児のフッ化物配合歯磨剤の使用状況に関するアンケート調

査〜来院動機による分類比較〜 東歯大・小児歯 濱口　翔一 262

そ
　
の
　
他

O
ther

152
歯科大学・歯学部附属病院小児歯科外来における経口抗菌薬
の使用実態
―16 病院における処方件数の推移（2015-2017）―

北大病院・小児障害 豊田　有希 263

153 歯科医師国家試験における小児歯科学分野の出題基準に関す
るアンケート調査

日本小児歯科学会 2018・
2019 年度 教育問題検討委
員会

船山　ひろみ 264

154 歯科技工士学校における小児歯科技工学の教育の評価 塩野歯科医院 塩野　康裕 265

認
　
定
　
歯
　
科
　
衛
　
生
　
士

C
ertified D

ental H
ygienist

155 ダウン症候群の患児に対して口腔管理を行った症例 東歯大・千葉歯科医療セン
ター歯科衛生士部 青柳　翠 ―

156 口腔周囲筋のマッサージと口腔体操により嘔吐反射を和らげ
た 1 例

埼玉県立小児医療センター
歯科 岡田　弥佳 ―

157 先天性表皮水疱症の患児の口腔管理の 1 例 坂井歯科医院 梶岡　幸枝 ―

158 初診時から継続的に管理した 1 例 松歯大・歯・小児歯 加藤　那奈 ―

159 神経線維腫症１型顔面左側腫瘍増大患児の口腔管理と、医療
連携を行った一例 菰野きむら歯科 木村　恵美 ―

160 高機能広汎性発達障害と注意欠陥多動性障害を持つ患児の長
期的な口腔管理を行った 1 例 みやけゆう歯科医院 志賀　百恵 ―

161 ブラッシングの自立を目標に継続的に口腔衛生指導を行なっ
た 1 例

東歯大・千葉歯科医療セン
ター歯科衛生士部 白旗　彩乃 ―

162 継続的な口腔管理により母の口腔衛生への意識改善がみられ
た 1 例

医療法人橿の木会さわやか
歯科 辰巳　光世 ―

163 歯科衛生過程に基づく口腔管理の一例 東京歯科大学短期大学 永井　由美子 ―

164 低年齢から口腔衛生管理を行い齲蝕リスクが低減した症例 鹿児島大学病院臨床技術部 
歯科衛生部門 帆北　友紀 ―
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分類 演題
番号 演題名 所属先 発表者名 掲載頁

英
　
文
　
演
　
題

Presentation in English

165
Dental Treatment in Patients with Mitochondrial 
Encephalomyopathy with Lactic Acidosis and Stroke-
like Episodes（MELAS）：A Case Report

Department of Pediatric 
Dent istry,  School  of 
Dentistry, Seoul National 
University

Hanbyeol Kim 266

166 Dental treatment of a patient with DiGeorge syndrome 
under general anesthesia

Department of Pediatric 
Dent istry,  School  of 
Dentistry, Seoul National 
University

Seunghyun Oh 267

167 Wnt activity is associated with cementum apposition 
patterns

Department of Pediatric 
D e n t i s t r y ,  J e o n b u k 
Na t i ona l  Un i v e r s i t y 
Dental Hospital

Cheolhyeon 
Bae 268

168 Association between Parenting Styles and Dental 
Caries in Preschool Children

Department of Pediatric 
D e n t i s t r y ,  J e o n b u k 
Na t i ona l  Un i v e r s i t y 
Dental Hospital

Jae-gook 
Seung 269

169 Effectiveness of noise reducing devices on dental 
handpieces

Yo n s e i  U n i v .  D e p t . 
Pediatric Dent. Hyeonmin Cho 270

170 Time of eye opening in dental treatment of children 
and adolescents

Yo n s e i  U n i v .  D e p t . 
Pediatric Dent. So Yung Kim 271

171
Saliva and Plaque Bacterial Microbiome of Children 
in Yangsan Areas According to Age and Caries 
Experience

Department of Pediatric 
Dentistry, Pusan National 
University Dental Hospi-
tal

Hyejun Seo 272

172 Safety of Chloral Hydrate Dental Sedation for 
Children–Literature Review

Dankook Univ. College 
o f  D e n t i s t r y ,  D e p t . 
Pediatric Dent.

Sol Song 273

173 In Vitro Study of Microhardness and Compressive 
Strength of Several Posterior Restoration Materials

Dankook Univ. College 
o f  D e n t i s t r y ,  D e p t . 
Pediatric Dent.

Kunho Lee 274

174
Anatomical Microstructure Study of Primary Second 
Molar with Molar-incisor Malformation using Micro 
Computed Tomography：A case report

Department of Pediatric 
Dentistry, School of Den-
tistry, Gangneung-Wonju 
National University

Howon Park 275

175 Dental Management of The Silver-Russell Syndrome：
A Case Report

D e p t .  o f  P e d i a t r i c 
Dentistry, Kyung Hee 
University Hospital

Jeong Yeon 
Kim 276

176 A modified method of marsupialization to treat a large 
odontogenic keratocyst：Case report

Department of Dentistry, 
E-Da Hospital Yi-Hsin Lee 277

177 A rare case of compound type odontoma located at 
mandible

K a o h s i u n g  M e d i c a l 
University Hospital

Wen-Sheng 
Tsai 278

178 Autotransplantation in odontogenic cyst with impacted 
tooth：A case report

Div is ion of Pediatr ic 
Dentistry, Department 
of Dentistry, Kaohsiung 
M e d i c a l  U n i v e r s i t y 
Hospital

Ting-I Ko 279



イグ・ノーベル賞受賞講演
5 月 21 日（木）10：20～10：50　　第 1 会場

「Laugh and think then shine」

明海大学保健医療学部口腔保健学科

渡部　茂
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イグ・ノーベル賞受賞講演

Laugh and think then shine
アメリカで最も歴史があり，アメリカ独立運動発祥の地でもあるボストン，ケンブリッジ。チャールズ川沿いのレト

ロな並みを背景に，赤煉瓦のどっしり感あふれるハーバード大学，目を見張る近代的建築群からなるマサチューセッツ
工科大学（MIT）は，学問の都と言われるにふさわしくいつも威風堂々とした佇まいを見せている。2019 年イグ・ノー
ベル賞授賞式，受賞者講演会は今回もここハーバード大学，MIT の両大学で開催された。

人々を笑わせ，考えさせてくれる研究業績に対して与えられるイグ・ノーベル賞は，ユーモア系科学雑誌の編集長で
あるマーク・エイブラハム氏により 1991 年に設立された。ハーバード・コンピューター協会，ハーバード・ラドク
リフ SF 協会などが協賛し，両大学のノーベル賞受賞者を含む審査委員会にて組織運営されている。部門はノーベル賞
と同じカテゴリーの他，生物学賞，心理学賞，昆虫学賞など多種多様で，イグ・ノーベル賞を受賞した研究が後にノー
ベル賞を受賞することもあり，単なるパロディーを超えて，世界中の独創性のある研究を発掘する役割も担っている。
受賞者の選考に当たっては，エイブラハム氏いわく，「毎年私たちはイグ・ノーベル賞の候補者として新たに約 9 千名
の推薦を受ける。このうち常に 10 ～ 20％は自薦の候補者だがこうした自薦候補者はまず受賞しない。本賞受賞者の
選考についてはきわめて厳格公正に行われていることを知っておいてください」とのことである。

今回受賞の対象になった化学賞の論文は「Estimation of the total saliva volume produced per day in five-
year-old children （Archs oral Biol, 40：781-82, 1995）」である。

Laugh and Think がこの賞の真髄とあるが，２５年前の雑誌に発表した論文の何が Laugh で何が Think だったのか。
そして，マイナーな唾液研究に明かりをともしたこの賞の意味するところは一体何なのか？

目立たない研究に光を当てるというイグ・ノーベル賞の目的を知って，日本の格言，「径寸十枚，これ国宝にあらず，
一隅を照らす，これすなわち国宝なり」を思い出した。ハーバード大学，MIT の審査員会がこの日本の格言を知って
いるか知る由もないが，今回のイグ・ノーベル賞受賞は，今まで齲蝕治療の陰にあった唾液研究，口腔保健学の重要性
に明かりが灯されたと勝手な解釈をしている。そうであれば，この小さな光をもっと輝かせていくこと，「Shine」が
これからの大きな課題となる。歴代のノーベル賞受賞者のサインが記された A4 のコピー用紙の賞状を励みに，今後も
唾液研究を続けていく勇気をいただいた次第である。一隅を照らしたイグ・ノーベル賞。口腔保健学は輝くか。

1977 年 岐阜歯科大学（朝日大学歯学部）卒業
 同助手
1982 年 北海道医療大学歯学部講師
1985 年 同大学助教授
1985 ～ 1987 年　　Manitoba 大学客員教授（Oral Biology）
1995 年 明海大学歯学部教授，大学院教授　
2017 年 同大学定年退職，同名誉教授
2018 年 同大学保健医療学部設置準備室教授
2019 年 同　教授　現在に至る

学会活動：
日本子ども虐待防止歯科研究会会長．日本子ども学会理事．日本小児保健協会代議員．日本健康医療
学会常務理事．日本障害者歯科学会評議員．日本咀嚼学会評議員．千葉県学校保健学会理事．日本小
児歯科学会名誉会員．
受賞歴：日本小児歯科学会賞．イグ・ノーベル賞．

明海大学保健医療学部口腔保健学科

渡部　茂



女性小児歯科委員会企画リレー講演
5 月 21 日（木）10：20～11：50　　第 2 会場

「女性に求められているリーダー像の追求」

琉球大学病院周産母子センター

銘苅 桂子

「台所から政治を変える」

自由民主党沖縄県第三選挙区支部

島尻安伊子
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女性小児歯科委員会企画リレー講演

女性に求められているリーダー像の追求
私の携わる生殖医療の現場では，不妊に悩むカップルが，出口の見えないトンネルを抜けようと必死に頑張っている。

腹腔鏡下手術は小さな傷で子宮がんや子宮筋腫などを摘出することができ，術後の痛みの軽減，傷が目立たないと言っ
た理由で，女性に優しい手術である。周産期の現場では，ときに母親は命がけでお産に臨む。一方で，女性の社会進出
は，女性の生殖に関わる分野に歪みをきたし，症状は複雑化している。正解を見極めるには，一人一人の希望に耳を傾
け，最新のエビデンスと最良の技術を駆使したテイラーメイド医療が必要である。そして，そういった女性に寄り添い，
治療を継続していくために，女性医師は大きな役割を果たしている。しかしながら，大学病院という過酷な現場で，育
児をしながら女性医師が仕事を継続するのは本当に大変なことであった。ともすれば，急な保育園からの呼び出しや，
子どもの発熱で外来に出られなくなる，といった母親として当然の行為が，周囲への遠慮等から，医師としての成長に
対する自信の喪失へつながる。多くの女性医師たちが，結婚や出産を機に，第一線から離れていった。それによっても
たらされたのが，社会問題にまで発展した医師不足である。したがって，女性医師が継続してキャリアを形成するため
に最も重要なことは，モチベーションと働き方改革であった。今，時代は「働き方改革」だが，それが叫ばれるずっと
以前から「働き方改革」は育児中の女性医師にとっての命題であったのである。すなわち，仕事量を減らさずに時間内
に終わらせるため，パフォーマンスを上げざるを得なかったのである。しかしながら，個人がパフォーマンスを上げる
だけには限界があり，燃え尽きてしまう。そのためのシステムが，今求められている働き方改革である。治療に奮闘す
る彼女たちが，「過酷」を理由に立ち去ることがないよう，医療現場の働き方改革と教育，女性医師自身のモチベーショ
ンの維持が求められている。幸い医師であることは，モチベーション維持のために至極アドバンテージがあることと思
う。時短勤務であっても，診療の機会を制限しない，手術などの技術を積極的に経験させる，そして，育児中であって
も教育を受けられることに感謝の気持ちを忘れないことが重要である。そのような教育をうけた女性医師は，育児中で
あろうともいずれ独り立ちして次の後輩の指導に携わるようになる。さらに，医師が最も忘れてはならないのは「成長
するマインド」である。育児を理由に成長をあきらめてはならない。専門医を取得する，博士号を取得する，そういっ
たロールモデルを増やす環境を整えていくものが，今求められている，女性のリーダー像であると考える。

1999 年 3 月 琉球大学医学部医学科卒業
1999 年 4 月 琉球大学医学部産科婦人科入局
2001 年 4 月 関連病院医師
2004 年 4 月 琉球大学医学部附属病院産科婦人科医員
2006 年 10 月 琉球大学医学部附属病院周産母子センター助教
2013 年 4 月 琉球大学医学部附属病院周産母子センター講師
2019 年 12 月 琉球大学医学部附属病院周産母子センター教授　現在に至る

専門医：
日本産科婦人科学会専門医・指導医／日本生殖医学会生殖医療専門医／日本産科婦人科内視鏡学会技
術認定医

役職：
日本産科婦人科学会　女性活躍のための健康推進委員会委員／日本生殖医学会代議員／日本産科婦人
科内視鏡学会幹事／受精着床学会評議員／九州・沖縄生殖医学会評議員／沖縄県医師会女性医師部会
副部会長

琉球大学病院周産母子センター

銘苅桂子
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台所から政治を変える
私が初めて立候補したのは 39 歳の時。長男 14 歳，次男 12 歳，三男 10 歳，長女 4 歳でした。それまでは国政を

目指していた夫の手伝いをしながらの子育てで，振り返ると慌ただし過ぎで具体的に何をしていたのか覚えていない，
思い出せないというのが正直なところです。

ただ，そのような毎日だったからこそ子育て環境はもっと改善できるはずだという「改革欲」が沸々と湧いてきてい
て，市議会議員に立候補という話にはのけ反るほど驚きましたが，それまでに考えてきたことが政策として実現できる
のならやってみようと思いました。

人生には「まさか」という坂があるそうですが，今度は参議院議員選挙への立候補という「まさか」が目の前に。そ
の時に浮かんだのが「台所から政治を変える」という言葉でした。地方議会とは違う国政という規模感に始めは戸惑い
ましたが，ちょうど同じ頃，ナンシー・ペロシ氏が米国史上初の女性下院議長に就任，彼女のインタビュー記事に勇気
をもらいました。彼女は５人の子育てをしながら「台所から議会へ」と初めて下院議員選挙に立候補し当選という経歴。
同じような環境にいる女性がいるのだと，いつか一緒に仕事をする日が来るかもしれないと勝手に思いつつ参議院議員
選挙への出馬を決めました。

政治は難しいイメージを持たれがち，特に女性には遠い世界と思っている方々がおられますが，そうではありません。
むしろ政治の基本は各家庭，台所にあると思います。例えば収入に合わせて食費を考えるとか教育費はどこまで出せる
かとか，御主人のお小遣いを減らしてもらうとかの家計の切り盛りは財務，家の戸締りやセキュリティーは国防，近所
づき合いは外交と考えるとわかりやすいと思います。つまり，大昔から家庭を守り台所の知恵を積み上げてきた女性こ
そ政治の場で発言すべきなのです。

私が取り組んでいる政策の柱の一つが「沖縄の子どもの貧困緊急対策事業」です。全国の貧困率に比べると沖縄は 2
倍以上。実はこれはまさに自ら子育てしていた時に肌感覚で感じていました。沖縄のケースは全国の子どもの貧困とは
背景が違う，全国一律の政策では解決できない特殊な事情を抱えているとわかるのは私が県外からお嫁に来た者だった
からかもしれません。沖縄の合計特殊出生率は日本一で，生まれてくる子どもが多いのは良いことですが，気の毒な環
境に置かれる子どもが多いということなのです。ひとり親家庭が多く，子どもに構ってやれない中で生活習慣も教えて
もらえない子どもがいるのには心が痛みます。長くお風呂に入っていないとか，ご飯を作ってもらえずお腹を空かせて
いる子の存在，子どもの虫歯の罹患率が他府県に比べはるかに高いというのもこの証左でしょう。

政策決定の場に女性こそあるべきと繰り返し申し上げたいと思います。でもこれは何も決定の現場でなくともいいの
です。それぞれの立場から現場にいる人，議員ということになりますがその人に考えを伝える，訴えるということです。
その際，女性の考えは女性議員の方が伝わりやすいのではないでしょうか。女性のエンパワーメントで世の中をもっと
良くして行きましょう。

1988 年 3 月 上智大学文学部新聞学科卒業
2004 年 11 月 那覇市議会議員初当選
2007 年 4 月 参議院議員選挙初当選
2010 年 7 月 参議院議員選挙二期目当選
2012 年 12 月 内閣府大臣政務官兼復興大臣政務官就任
2014 年 9 月 参議院環境委員長就任
2015 年 4 月 自由民主党沖縄県支部連合会会長就任
2015 年 10 月 内閣府特命担当大臣
   沖縄および北方対策，科学技術政策，宇宙政策，海洋政策，領土問題，情報通信技

術（IT）政策，クールジャパン戦略，知的財産戦略
2016 年 7 月 参議院議員選落選
2016 年 8 月 内閣府大臣補佐官就任
2019 年 1 月 自由民主党沖縄県第三選挙区支部支部長就任

自由民主党沖縄県第三選挙区支部

島尻安伊子



教育講演

教育講演 1
5 月 21 日（木）10：50～11：50　　第 1 会場

「発達障害児の支援を考える～歯科的問題と対応～」

福岡歯科大学小児科学分野

鳥巣 浩幸

教育講演 2
5 月 22 日（金）10：40～11：40　　第 1 会場

「小児歯科領域での根管治療について」

北海道大学大学院歯学研究院口腔機能学分野小児・障害者歯科学教室

八若 保孝
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教育講演 1

福岡歯科大学小児科学分野

鳥巣　浩幸
1989 年 東京大学理学部数学科卒業
1996 年 九州大学医学部卒業，九州大学医学部附属病院小児科
1999 年 鳥取大学医学部脳神経小児科
2000 年 九州大学病院小児科
2010 年 九州大学病院小児科診療講師
2013 年 福岡歯科大学小児科学分野准教授
2017 年 福岡歯科大学小児科学分野教授　現在に至る

専門分野　小児神経学
日本小児科学会（代議員），日本小児神経学会（評議員），日本てんかん学会（評議員）

発達障害児の支援を考える～歯科的問題と対応～
発達障害児は日常生活でしばしば不便を強いられる。なかでも，集団での活動で苦労する。自閉スペクトラム症の児

は，注意の切り替えの難しさやこだわり，あるいは感覚の過敏性のために，集団内で決められたやり方やルールに従う
ことが苦手である。加えて，コミュニケーションが苦手で，想像することが苦手であるため，集団内の暗黙の前提や集
団に向けられた指示の意図を理解しにくい。注意欠如多動症の児は，多動性，衝動性，注意持続の困難さのために，集
団での活動を円滑にできないことが多い。

発達障害児が困っていることは，多くの場合，本人の有する発達特性そのものではない。困っているのは，集団内で
楽しく活動できないことである。ストレスの多い集団活動の中では，子どもたちは不満を抱き，不安を感じて，活動か
ら立ち去るか，不適切な行動を行うようになる。かんしゃく，暴言・暴力，頭痛，腹痛などの身体症状，不登校状態，
さらに反社会的行動にまで発展することもある。発達障害児を理解するうえで大切なことは，発達障害児の特性そのも
のがそのような問題行動を起こすのではなく，集団活動に対する不適応が問題行動を引き起こすということである。

発達障害児の支援は，集団での活動と児の発達特性のミスマッチを軽減させることである。そのためには，はじめに
児の発達特性を理解する必要がある。保護者の話から，あるいは実際に児と向かい合って，児の理解力，コミュニケー
ション力，こだわりの程度，感覚の過敏さ，多動・衝動性，注意持続の苦手さなどをできるだけ把握する。ついで，具
体的な活動を念頭において，最低限何ができたらよいのか，可能なら本人とも相談して，具体的な行動目標を決める。
そうして，目標達成のための方策を考えていく。

発達障害児の支援の方策は，行動療法の考えや技法を用いて考えるのが現在の主流である。歯科診療，特に小児歯科
の領域での支援では，保護者から児の情報を聞いたうえで，広く知られている行動変容法を上手に使うことが王道と思
われる。例えば，Tell Show Do は，自閉スペクトラム症児にとって苦手な「見通し」を伝えることで，不安を軽減さ
せるものであり，基本的な対応である。ただし，対応の前提として，落ち着いた環境で，落ち着いた態度で，子どもが
理解できる言葉で，短く，何をするのか明確に説明することが大切である。そして，目標とする行動を行うことができ
たら，トークンなどでフィードバックを行い，その行動を強化していくのが定石である。上手くいかなければ，目標と
する行動を複数の段階に分割して，目標を修正し，スモールステップで，時間をかけて取り組むことが理想的である。

発達障害児の支援は，子どもへのユニバーサルな対応であり，全ての児に対して行われることが望ましい。「特定の
子に特殊な対応をする」という意識ではなく，「どの子にとっても受け入れやすい対応をする」と意識することは，誰
もが生活しやすい社会を構築するために重要な考え方であると思われる。
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北海道大学大学院歯学研究院口腔機能学分野小児・障害者歯科学教室

八若　保孝
1986 年 北海道大学歯学部歯学科卒業
1986 年 北海道大学歯学部附属病院医員（小児歯科）
1990 年 北海道大学歯学部附属病院助手（小児歯科）
1993 年 北海道大学歯学部助手（小児歯科学講座）
2000 年 北海道大学大学院歯学研究科助手（口腔機能学講座小児歯科学分野）
2003 年 北海道大学病院講師（咬合系歯科小児歯科専門外来）
2005 年 北海道大学大学院歯学研究科教授（口腔機能学講座小児・障害者歯科学教室）
2014 年 北海道大学大学院歯学研究科副研究科長，歯学部副学部長
2018 年 北海道大学大学院歯学研究院研究院長，歯学部学部長　現在に至る

小児歯科領域での根管治療について
乳歯の根管治療は難しいといわれています。
永久歯と比較して，歯根の形態として，後継永久歯の存在による彎曲や圧平が認められること，およびそのバリエー

ションが多様であることがまず挙げられます。さらに乳歯の根管形態では，根尖領域に側枝が多く，乳臼歯髄床底には
副根管が認められ，乳臼歯部根管においては樋状部が比較的広範囲に存在しています。これらのことから，乳歯は複雑
な根管系を示します。乳歯歯根には後継永久歯との交換のために生理的歯根吸収が生じます。また，乳歯歯根に近接し
た後継永久歯の存在自体も，根管治療の困難性を高めていると思います。以上のことから，乳歯の根管治療は，永久歯
の根管治療と同様な対応とはならず，難しいといわれる理由として考えられます。特に，乳歯感染根管治療が最も難し
く，予後不良になる症例に多くの先生方が遭遇しているのではないでしょうか。そして，当該歯の保存について悩んだ
経験をお持ちの先生もいらっしゃると思います。保隙が一部保険導入されたことにより，診療がしやすくなったことと
思いますが，できれば，本来の乳歯がその機能を口腔内で発揮することが，最も理想と考えます。

我が国の小児の齲蝕については，齲蝕歯数の減少と齲蝕の軽症化が報告されていますが，残念ながら，乳歯根管治療
を必要とする小児（口腔）は，まだ存在します。齲蝕がない小児と多数歯齲蝕を有する小児に二極化してきているとも
言われています。乳歯の根管治療は，まだ必要な状況です。

本講演では，複雑な乳歯根管系に対する臨床的なアプローチについて，炎症のコントロールと病的歯根吸収のコント
ロールを中心に，これまでの研究などを土台として解説したいと考えています。

また，外傷による脱落永久歯の再植後の根管治療についての要点についても明らかにする予定です。



特別講演
5月21日（木）13：00～14：30　　第 1会場

「�Advances�and�Evidence-based�practice�on��
Perinatal�and�Infant�Oral�Health�Preventive�Care」

UCLA�School�of�Dentistry

Francisco�Ramos-Gomez
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Advances and Evidence-based practice on 
Perinatal and Infant Oral Health Preventive Care
The�current�shift�towards�providing�dental�care�earlier� in�a�child’s� life�has�opened�doors�for� improved�

intervention�and�prevention�of�oral�disease�at�the�perinatal�and�infant�stages.�An�individual�child’s�risk�sta-
tus�for�dental�caries�can�be�assessed�based�on�parental� information.�Per�the�recommendations�of�both�
the�American�Academy�of�Pediatric�Dentistry�(AAPD)�and�the�American�Association�of�Pediatrics�(AAP),�a�
child�should�have�their�first�dental�visit�by�the�age�of�one.�This�allows�the�dentist�to�perform�a�screening�
risk�assessment�and�examination�of� infants’�mouths1)�while�also�educating�and� informing�parents�about�
the�oral�health�of�their�child.
A�crucial�part�of�preventing�oral�disease�in�children�is�the�anticipatory�guidance�and�counseling�that�a�

dentist�provides�to�parents�and�caregivers.�This�guidance,�when�combined�with�the�use�of�anti-bacterials�
and�remineralizing�treatments�like�fluoride�varnish,�has�been�proven�effective�in�reducing�early�childhood�
caries�(ECC)�in�young�children.�The�success�of�such�strategies�is�likely�due�to�their�focus�on�prevention,�
which�traditional� infectious-disease�surgical�models�formerly�failed�to�address2).�For�children�at�high�risk�
for�dental�caries,�fluoride�varnish�is�especially�important,�which�adds�additional�support�to�the�importance�
of�an�age�one�dental�visit3).
This�focus�on�prevention�rather�than�restorative�care�provides�a�helpful�model�for�the�modern�dental�

professional.�There�is�great�value�in�the�model’s�four�components:�
1.The�use�of�risk�assessments�during�a�child’s�regular�dental�visits
2.Counseling�for�parents�with�high-risk�children,�both�at�regularly�scheduled�dental�visits�and�during�ad-

ditional�visits�if�necessary
3.Treatments�focused�on�oral�disease�prevention,�including�the�application�of�fluoride�varnish�or�sealants
4.Outreach�efforts�and�the�provision�of�incentives�to�encourage�attendance�at�dental�visits4).
Outreach�to�pregnant�women�is�also�encouraged�since�infant�oral�health�benefits�from�the�provision�of�

prenatal�dental�care.�
Effective� intervention�hinges�on�accessible�dental�care�throughout�all�parts�of�a�child’s�oral�develop-

ment.�The�methods�of� intervention�should�be�uniquely�and�specifically� tailored�to�the�community�being�
served�for�the�benefit�of�the�children,�families�and�community�overall.

　Dr.�Ramos-Gomez� is�a�professor� in�the�Division�of�Pediatric�Dentistry�and�he�serves�as�
the�Executive�Director�for�the�UCLA�Center�for�Children’s�Oral�Health�at�the�School�of�Den-
tistry.�Dr.�Ramos-Gomez�after�being�a�faculty�at�UCSF�for�17�years,�he� joined�the�UCLA�
school�of�Dentistry�as�a�faculty�member�in�2008.�He�has�been�a�pediatric�dentist�for�more�
than�thirty�five�years�with�specific�focus�and�research�in�the�areas�of�early�childhood�caries�
(ECC)�prevention,�oral�disease�risk�assessment,�and�community�health�with�an�emphasis�
on�underserved�populations.� In�addition�to�clinically�based�interventions,�Dr.�Ramos-Gomez�
conceptualized�and�co-founded�the�Center�to�Address�Disparities�in�Children’s�Oral�Health�
to�identify�the�cultural,�environmental,�workforce,�behavioral,�and�biologic�factors�associated�
with�health�disparities�among�ethnic/racial�groups�in�order�to�enhance�health�professionals’�
ability�to�target�children�likely�to�be�at�risk�for�dental�caries.
　As�a�proponent�of�global�health,�Dr.�Ramos-Gomez�has�supported�the�UC�California-Mex-
ico�Health� Initiative,�established� in�1999�to�further�the�advancement�of�the�UC�bi-national�
health�activities,�and�chaired�the�Oral�Health�Task�Force,�which�fosters�collaboration�be-
tween�UC�and�Mexican�scientists� in�the�areas�of�dental,�pediatrics�and�Global�Oral�Health�
Policy.
　Early�in�his�career,�Dr.�Ramos-Gomez�received�the�Kellogg�Fellowship�for�International�De-
velopment�and�testified�at�the�U.S.�Congressional�Legislative�Hearing�on�Hispanics.�He�has�
received�numerous�accolades�over�the�years�and� in�2011,�Dr.�Ramos-Gomez�received�the�
National�Dental�Association�Foundation/Colgate-Palmolive�Faculty�Recognition�Award�for�
Research�and�in�2015�the�IAPD�Innovation�Award�in�Glasgow.
　He�is�a�national�and�international�recognized�speaker�and�a�Fellow�of�College�of�Dentistry�
as�well�as�Fellow�and�a�Diplomate�of�the�American�Academy�of�Pediatric�Dentistry.

UCLA�School�of�Dentistry

Francisco�Ramos-Gomez

同時通訳あり
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PART 1: Advances in Perinatal and Infant Pediatric Oral Health Risk Assessment, Early Detection and 
Early Intervention.
Part 1 will address the following questions:
•How�does�pregnancy�provide�a�unique�opportunity�for�oral�health�intervention�for�both�the�woman�and�

her�infant?�
•How�can�the�protocols�of�standard�care�for�pregnant�women�benefit�from�evidence-based�practice?
•What�is�the�impact�of�a�mother’s�oral�health�on�the�status�of�oral�disease�in�her�family?�
•What�opportunities�exist�for�interprofessional�partnerships�between�dentists�and�physicians?�
•How�can�oral�health�care�be�integrated�into�primary�care?�

PART 2: CAMBRA Risk Assessment for ECC Prevention
Part 2 will address the following questions:
•When�it�comes�to�the�prevalence�of�ECC,�what�disparities�exist�in�underserved�communities?�
•What�are�the�risk�factors�for�dental�disease�in�children�ages�0-5?
•What�is�the�Caries�Management�Risk�Assessment�(CAMBRA�0-5)�and�how�should�it�be�used?�
•How�can�health�care�providers�across�disciplines�offer�quality� infant�and�maternal�oral�health�care� in�

their�practices?�
•How�can�health�care�providers�across�disciplines�work�together�to�supply�more�accessible,�effective�

oral�health�care?
PART 3: Infant Oral Care Model and Minimally Invasive Pediatric Dentistry - Cases
Part 3 will address the following questions:
•How�can�the�protocols�of�standard�care�for�infants�and�toddlers�benefit�from�evidence-based�practice?
•How�can�self-management�goals�and�anticipatory�guidance�be�used�most�effectively�for�young�children�

and�their�parents?�
•When�and�how�do�risk�assessment,�clinical�status,�salivary�markers�and�behavioral�home�strategies�and�

interventions�contribute�to�ECC�prevention?�
•What�care-paths�and�minimally�invasive�techniques�make�up�a�disease�prevention�management�model?�
•How�should�an�appropriate�treatment�plan�be�developed�for�children�ages�0-5�based�on�age�and�indi-

vidual�risk�level?
Objectives and Outcomes
•Recognize�that�pregnancy� is�an� important�opportunity�for� the�provision�of�oral�health� interventions�

both�for�women�and�their�infants.
•Understand�the�significance�of�a�mother’s�oral�health�on�the�status�of�oral�disease�in�her�family.
•Know�the�background�of�perinatal�and�infant�oral�care�and�the�clinical�evidence�supporting�it.
•Understand�the�CAMBRA�tool�for�ages�0-5�and�be�able�to�perform�caries�risk�assessments�in�private�

practice�or�community-based�clinical�settings.�
•Know�what�products�are�available�for�dental�interventions.
•Be�able�to�develop�an�appropriate�treatment�plan�for�the�management�of�caries�in�patients�based�on�

the�CAMBRA�risk�assessment.
•Recognize�both�the�benefits�and�the�challenges�of�creating�buy-in�from�dental�team�members.�
•Be�aware�of�the�influence�that�third�party�payers�have�on�patient�acceptance.�
•Know�how�to�examine,�diagnose�and�provide�treatment�for�young�children�according�to�the�Infant�Oral�

Care�model.�
•Understand�the�challenges�that�exist�for� low-income�families�when� it�comes�to�accessing�oral�health�

care.
•Feel�comfortable�delivering�oral�health�prevention�and�education�for�children�and�parents�at�the�perina-

tal,�infant�and�toddler�stages.�
•Work�together�with�dental�practitioners�to�move�towards�a�more�in-depth�pediatric�dental�experience.�

References:
1)�Nowak�AJ,�Casamassimo�PS:�Using�anticipatory�guidance�to�provide�early�dental�intervention,�JADA,�

126:�1156-1163,�1995.
2)�Ramos-Gomez�FJ�et�al.:�Caries�risk�assessment�appropriate�for�the�age�of�1�visit� (infants�and�tod-

dlers),�J�Calif�Dent�Assoc,�35:�687-702,�2007.
3)�Weintraub�et�al.:�Efficacy�of�fluoride�varnish�in�preventing�early�childhood�caries,�IADR:�2005.
4)�Ramos-Gomez�FJ�et�al.:�Pediatric�Dental�Care:�Prevention�and�management�Protocols�based�on�Caries�

Risk�assessment,�J�Calif�Dent�Assoc,�35:�687-702,�2007.
5)�Ramos-Gomez�FJ,�Crystal�YO,�Domejean�S,�Featherstone�JD:�Minimal� intervention�dentistry:�part�3.�

Paediatric�dental�care--prevention�and�management�protocols�using�caries�risk�assessment�for�infants�and�
young�children,�Br�Dent�J:�213,�2012.
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「認定歯科衛生士への道Ⅴ」

あすなろ小児歯科医院

福井 真理

　　「 認定歯科衛生士への道Ⅴ 
―小児歯科医療の未来を拓く認定歯科衛生士―」

イシタニ小児・矯正歯科クリニック

石谷 徳人
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認定歯科衛生士への道Ⅴ
小児歯科学会認定歯科衛生士とはどんな資格？
そう思っていらっしゃる方が多いと思います。実際私も小児歯科に勤務するまでは資格を取っても取らなくても大差

はないのではないかと考えていました。院長から認定歯科衛生士の資格を取ってみるよう勧められた時も，とりあえず
チャレンジしてみようかなと軽い気持ちで取りかかったものの，なかなかうまく進められずにいました。ですが，一人
のフィリピン国籍の女の子と出会ったことが本気で認定歯科衛生士になろうというきっかけとなりました。彼女の口腔
内は齲蝕が多発しており，保護者に問診をしたところ，フィリピンでは歯磨きの習慣がなく（地域によります），家庭
では炭酸飲料を 1 リットルでも平気で飲んでいるとのことでした。保護者・患児に口腔衛生指導や食事指導を試みま
したが，特に保護者には「No probrem」と指導のすべてを拒絶されました。日本人にとっては当たり前の指導でも，
もともと歯磨きの習慣のない文化である国の人に同じ指導をしていても口腔内の改善が見られなくて当たり前だと痛感
しました。患児家族の生活習慣や文化的背景，親と子どもとの関わり方それに伴って歯科衛生士がどのようなサポート
をし，改善していくべきなのかを考えることが必要だということを学び実践したことで彼女の口腔内も保護者の意識を
も変えることができたと思います。

2017 年に認定歯科衛生士の資格を取得してから子育て支援センターでの保健指導を担当しています。歯磨き教室の
受講者は初めて子育てをする方が大半で，いろんな悩みを抱えているようでした。ネット社会特有の過度な情報は子育
て中の母親に不安しか与えていないような気がします。同時に核家族化で周囲に相談する人も少なく育児に行き詰って
いると言われた方もいました。あすなろ小児歯科医院ではそういった保護者の方を対象に 0 歳から歯科へ来院してい
ただくことを目的とした保育歯科外来を立ち上げ，私も認定歯科衛生士としてチームの一員となり活動を始めました。
チェアサイドでの指導を主体とするのではなく，リビングのように座って悩みを聞くことからはじめる指導へと変え，
そこから見えてくる生活環境や習慣から意識を改善していける糸口を見つけていくことを重要視し，正しい情報を伝え
保護者を支えながら一緒に保育していこうと活動しています。

小児歯科衛生士は子ども達の健やかな成長と輝かしい未来のために学び，活躍して子ども達と長く関わっていけるこ
とに喜びを感じることができる素晴らしい仕事です。認定歯科衛生士は資格を取ることがゴールではなく，資格を持っ
た時からが新しいスタートだと思っています。今回私の認定歯科衛生士としての経験をお話しすることで少しでも多く
の方が認定歯科衛生士を目指していただけたら幸いです。

1997 年 3 月 富山歯科総合学院歯科衛生士科卒業
1997 年 4 月 一般歯科勤務
2010 年 2 月 あすなろ小児歯科医院勤務　現在に至る
2017 年  日本小児歯科学会認定歯科衛生士取得

あすなろ小児歯科医院

福井真理
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認定歯科衛生士への道Ⅴ
―小児歯科医療の未来を拓く認定歯科衛生士―

現在私たちが直面している小児歯科的な問題の中心は，齲蝕，歯周病予防から口腔習癖や歯列・咬合を含めた機能と
形態，さらには食育へのアプローチなども含め，よりバランスのとれた包括的な口腔管理へとシフトしています。それ
に伴い，小児歯科医療に携わる歯科衛生士も歯科医と同じ目線に立ってこれまで以上に幅広い専門知識と技術を身に付
けることが求められるようになりました。こうした世の中のニーズに応えるかたちで，本学会やその他の学会において
も，各専門領域に秀でた歯科衛生士の育成に乗り出し，この 10 年足らずの間に認定歯科衛生士を次々と世に送り出し
ています。しかし，小児歯科だけを見ても歯科医における認定歯科衛生士の育成に対する理解は，まだ十分とは言い難
いのではないでしょうか。この認定資格を取得するためには，歯科衛生士本人の努力はもちろんのことですが，勤務す
る各歯科医院においても学会参加や定期的に症例をまとめるなどの学びの機会を提供することが必要となります。もし
歯科衛生士に認定資格を取得したい気持ちがあったとしても，職場のサポートが得られず，断念してしまっていること
があるとするならば大変残念なことです。

近年，人材不足が社会問題化し，過当競争下にある歯科医院においても歯科衛生士不足が深刻となり経営体力をさら
に弱めております。私はこういう時代だからこそ，認定歯科衛生士取得への道を切り開いてあげるような環境を整備す
ることが，これらの困難を打開する切り札にもなると考えております。これからは歯科医と歯科衛生士が協働して歯科
医院を運営していく時代になってきます。そのため，歯科衛生士がやりがいを持って活躍できないような歯科医院は遠
からず淘汰されるといっても過言ではないと感じております。

本講演では，当クリニックにおける口腔管理システムをはじめ歯科衛生士を中心としたスタッフとの取り組み，さら
には認定資格取得時の体験談や取得後の活動についても紹介したいと思います。歯科医と歯科衛生士が互いの存在の大
きさを再認識し，認定歯科衛生士への道を共に歩むことによって，歯科医院全体が大きく成長できるものと確信してお
ります。

1998 年 3 月 鹿児島大学歯学部卒業
1998 年 4 月 鹿児島大学歯学部小児歯科学講座入局
2008 年 3 月 イシタニ小児・矯正歯科クリニック開業（鹿児島県姶良市）
2018 年 4 月 鹿児島大学歯学部臨床教授　現在に至る

資格・役職等：
歯学博士（鹿児島大学）／新潟大学歯学部非常勤講師
公益社団法人日本小児歯科学会専門医指導医常務理事（広報委員会委員長）／全国小児歯科開業医会理
事（学術委員会委員長）／成育歯科医療研究会副会長

イシタニ小児・矯正歯科クリニック

石谷徳人
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「DENTAL CARIES：ORAL BIOFILM AND  
SUCROSE-DEPENDENT DISEASE」

Korean Academy of Pediatric Dentistry
JAE-GON KIM

「Paradigm shift in diagnosis and management of 
dental caries in Pediatric Dentistry： 

Q-ray technology」
Pediatric Dentistry, Seoul National University  

Dental Hospital, South Korea

Young J Kim
「The prevalence and influencing factors of  

early childhood caries in Taiwan」
Taiwan Academy of Pediatric Dentistry

Hsuan-lu Alicia Ko
「Current prevalence of dental caries and health 

disparities in Japanese children」
Department of Pediatric Dentistry, Graduate School of  
Biomedical and Health Sciences, Hiroshima University 

Katsuyuki Kozai
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DENTAL CARIES: ORAL BIOFILM AND 
SUCROSE-DEPENDENT DISEASE

Dental caries is an infectious oral disease that is prevalent in children and adolescents, and S. mutans is 
the primary causative pathogen. 

S. mutans adheres to tooth surface through both sucrose-independent and dependent pathways. In the 
absence of sucrose, expression of Ag I/II protein and salivary agglutinin glycoprotein promotes adherence 
of the biofilm. In condition of utilizing sucrose, S. mutans generates glucosyltransferases (GtfB, GtfC, and 
GtfD) that can produce insoluble and soluble glucans, and these glucans enhance the aggregation of oral 
bacteria in forming biofilms.

This study introduces newly designed monoclonal antibody detecting Ag I/II protein and GTFS expressed 
in the surface of S. mutans and further examine and compare conventional method with our novel ap-
proach for detection of oral biofilm.

1995- Professor, School of Dentistry, Jeonbuk National University
2006-2008　Director, Jeonbuk National Uinversity Dental Hospital
2018- President, Korean Academy of Pediatric Dentistry
2020- Dean, School of Dentistry, Jeonbuk National University

Korean Academy of Pediatric Dentistry

JAE-GON KIM

同時通訳あり
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Paradigm shift in diagnosis and management of 
dental caries in Pediatric Dentistry: 

Q-ray technology
Caries management by risk assessment as well as the early detection of dental caries is important. 

A diagnosis based on traditional visual and tactile senses can differ under the same tooth condition 
according to the subjective criteria used by different clinicians, but radiographic evaluation is not always 
available with the risk of radiation exposure. Less aggressive and reliable diagnostic tools are therefore 
required to overcome this limitation.

This lecture features as follows:
•Basic knowledge of QLF
•Practical using methods to detect dental caries
•In vivo study aimed to assess the screening performance of the quantitative light-induced fluorescence 

(QLF) technology to detect proximal caries in the permanent and primary molars using both fluorescence 
loss and red fluorescence. A new simplified QLF score for the proximal caries (QS-proximal) was used and 
its validity for detecting proximal caries in the primary/permanent molars

•How to use QLF device in the clinic
•Practical using methods to show dental biofilm activity
•Oral hygiene instruction methods using QLF
•Cutting edge clinical skills for our valuable patients

　Young J Kim is a professor at the Seoul National University. He is the chair of the depart-
ment of Pediatric Dentistry and also the vice president at the university hospital. He was 
formerly the president of Seoul dental hospital for the disabled. He is now the secretary 
general of KAPD (Korean academy of pediatric dentistry), president-elect of KADH (Korean 
associations for disability and oral health) and president-elect of AADOH (Asia Association 
for Disability and Oral Health). He is a Board of Directors of IAPD (International Association 
of Pediatric Dentistry) and also a member of IADH (International association for the disability 
and oral health) international committee and education committee as well. He received den-
tal degree (DDS, MSD, PhD) from Seoul National University and worked for the advanced re-
search at UCLA. After dental school, Dr. Kim completed residency of pediatric dentistry and 
now board-certified pediatric dentist. He worked for military service as a captain. He then 
returned to Seoul National University and became a faculty with tenure. He gave lots of in-
vited lectures for the numerous conferences and dental societies for various countries. His 
research focus is cariology in modern dentistry and special care dentistry for children and 
has published more than 170 papers. He volunteered for several mission trips to provide 
dental care to underserved populations in Uganda, Mongolia, Laos, Myanmar, Vietnam, Peru 
etc. Dr. Kim continues to provide lectures and hands on program for dental societies for 
developing countries with a focus on early childhood caries prevention and special needs 
dentistry.

Pediatric Dentistry, Seoul National University Dental Hospital, South Korea

Young J Kim

同時通訳あり
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The prevalence and influencing factors of early 
childhood caries in Taiwan

Early childhood caries (ECC) has been a globalized problem for preschool children, and the prevalence 
and treatment philosophy varies in different countries. This presentation collected the published ECC data 
in Taiwan, and discusses the followings: (1) prevalence of ECC in Taiwan, with age, gender, and area; (2) 
influencing factors of ECC: family factors, dietary habits, and dental habits; (3) treatment of ECC; (4) pre-
ventive programs in Taiwan.

DDS, Chung Shan Medical University, Taiwan
MS, University of Alabama at Birmingham, USA
Diplomate, American Board of Pediatric Dentistry
Diplomate, Taiwan Academy of Pediatric Dentistry
Diplomate, Taiwan Association for Disability and Oral Health
Secretary General, Asia Association for Disability and Oral Health

Previous:
Secretary General and Chairman of International Affairs, Taiwan Academy of Pediatric Den-
tistry
Program Director, Department of Pediatric Dentistry, Taipei Medical University Hospital
Board Member, Pediatric Dental Association of Asia (PDAA)

Taiwan Academy of Pediatric Dentistry

Hsuan-lu Alicia Ko

同時通訳あり
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Current prevalence of dental caries and health 
disparities in Japanese children

In Japan, the prevalence of dental caries in children has significantly decreased, and according to the 
national survey in 2019, more than 80% of 3-year-olds had no caries and the DMFT of 12-year-olds de-
creased to 0.7. The causes of the decrease in dental caries are considered to be long-term dental health 
care activities by dental professionals, measures by the national government to prevent dental caries, and 
improvement of the public’s health awareness.

On the other hand, the localization of severe caries, termed “oral collapse in children” by the mass media, 
is “a condition where there are more than 10 decayed teeth, or there are many residual roots or untreated 
teeth, and food cannot be properly chewed”. According to a survey of school dental health examinations, 
the prevalence of oral collapse in children is approximately 0.3% in each grade, and 20% of children who 
do not go to the dentist despite having dental disease is a number that cannot be ignored.

Disparity in caries prevalence in children results from socio-economic factors, such as poverty, growth 
environment factors, such as neglect, medical issues, and the physical condition of the child. Until now, 
children who are able to receive precautionary guidance and preventive measures have been targeted for 
the prevention of dental caries in Japan, whereas children who cannot apply such preventive measures are 
exposed to a high-risk caries environment. Positive dental interventions for high-risk children and preven-
tive measures that can be provided equally to all, such as fluoridation, should be considered to eliminate 
health disparities. Furthermore, the promotion of specialized medical care in pediatric dentistry is required 
to reduce medical gaps and improve quality. In particular, the academic community considers it important 
to emphasize the importance of pediatric dentistry and the current sense of crisis.

1981 Hiroshima University, School of Dentistry, D.D.S.
1985 Hiroshima University Graduate School of Dental Science, Ph.D.
 Research Associate of Pediatric Dentistry, Hiroshima University
1989 Assistant Professor of Pediatric Dentistry, Hiroshima University Dental Hospital
2001-  Professor of Pediatric Dentistry, Hiroshima University Faculty of Dentistry and 

Graduate School of Biomedical and Health Sciences 
2019  Head of School of Dentistry, Associate Dean, Deputy Director of University Hos-

pital

Department of Pediatric Dentistry, Graduate School of Biomedical and 
Health Sciences, Hiroshima University

Katsuyuki Kozai

同時通訳あり



認定歯科衛生士 認定・更新必修セミナー
5 月 21 日（木）14：45～15：45　　第 3 会場

「子どもたちの明るい未来のために 
―歯科衛生士が関わる新しい子育て支援―」

千葉歯科医院

浜野 美幸
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認定歯科衛生士 認定・更新必修セミナー

子ども達の明るい未来のために
―歯科衛生士が関わる新しい子育て支援―

昨今，子ども達を取り巻く保健面には多くの課題として，発達の問題，疾病の 2 極化，虐待，多国籍化等が挙げら
れるのではないでしょうか。その課題は小児自体の事象と言うより，貧困・教育・文化など，子どもの生活環境や経済
の問題も絡み，複雑化の様相を呈していますが，問題の解決に歯科の領域から間接的に関われるのではないかと考えて
います。そして歯科衛生士と歯科医師が共通認識を持ち，協働することで実現可能と思っております。今回，このよう
な機会をいただきましたので，私が考える「歯科衛生士が関わる新しい子育て支援」を提案，紹介させていただきます。

一つ目は，子どもが嫌がり，保育者の大きな悩みにもなることが多い，乳幼児の歯みがきの問題です。仕上げ歯みが
きを齲蝕予防だけでなく，親子の愛着形成を意識しながら行うことの提案です。愛着形成は，子どもの心身発達・虐待・
不適切な養育などに影響すると言われています。愛着を形成するには，生後 6 か月から 1 歳半までが重要であり，ま
さに歯みがきの導入時期です。目と目を合わせ，手と手で触れ合い脱感作も施しつつ，微笑みかけながらの歯みがきを
推奨します。そのために齲蝕予防自体を見直したいと思います。

二つ目は，「口腔機能発達不全症」の対応です。食生活を含めた生活背景など，環境要因を多角的に捉えて，生活全
般を支える指導が望まれます。講演では必要な知識や，運動訓練のスキルなど，具体的な話を提示いたします。口腔機
能が健康長寿に寄与することは明白なことからも，歯科医療職は「食べる」ことの専門家として自覚し，全ての小児を
対象として関わることが，国民の健康と幸せに社会貢献できることと思っています。

三つ目は，歯科保健活動です。受講されている方は所属する地域医療の核となって小児歯科のレベルアップに活躍さ
れていると思いますが，さらに臨床現場から保育園，学校などの教育現場まで，活動の場を広げられることを望んでい
ます。それには歯科に留まらず，幅の広い医療的・教育的な知識とスキルが必要です。厚生労働省が推進する，健やか
親子 21（第 2 次）はご存知でしょうか。90 以上の団体が「子どもの健やかな育ちのために」目標を共有し，連携を
取りながら課題の解決のために活動しています。子ども達に生じている数々の課題の解決には，他分野の最新の情報を
収集し，多職種の方と連携を取り，協働することが大切です。講演の中での情報を親子の支援に役立てていただきたい
と考えています。

小児に関する学問は，明るく前向きで，夢がある分野です。経年的に子どもと養育者に寄り添うことで，子どもの成
長発達を一緒に体験でき楽しめること，また社会性が高い学問であるからと思っています。

口腔だけではない子どもに寄り添う子育て応援団になるために，皆様と一緒に考えたいと思います。

1987 年　東京歯科大学卒業
1991 年　東京歯科大学大学院（小児歯科）修了
2003 年　千葉歯科医院院長　現在に至る

所属役職：
日本小児歯科学会認定専門医・指導医／日本小児歯科学会理事／全国小児歯科開業医会理事／東京歯
科大学非常勤講師（小児歯科学講座）／昭和大学歯学部客員講師／東京都学校歯科医会学術研究委員会
委員／東京都新宿区歯科保健推進協議会委員／東京都大田区大森歯科医師会学術委員会委員

千葉歯科医院

浜野美幸



日本歯科医学会会長講演
5 月 21 日（木）16：40～17：10　　第 1 会場

「日本歯科医学会の事業として特記すべきひとつの形」

日本歯科医学会

住友 雅人



62 58th JSPD

日本歯科医学会会長講演

日本歯科医学会の事業として特記すべきひとつの形
私が日本歯科医学会に就任する前から目指していたものは，少子高齢社会における子どもの歯科的対応であった。子

どもの歯科的対応というと，国民の間では，齲蝕予防であり，歯列不正の治療とパターン化されているように思えた。
小児歯科は門外漢の私ではあったが，このパターン化に決して納得していたわけではなく，もっと大きな展開が必要と
いう漠然とした想いは前々から芽生えていた。

前職の歯科大学の附属医療機関として「口腔リハビリテーションのクリニック」を開設する話が持ち上がり，学部長
であった私が設立準備委員長に任命された。開設後，半年ぐらい経過したときに，クリニックの責任者から患者さんの
来院状況の報告があった。驚いたことは外来に来られる方の約 40％が子どもさんと保護者であった。この口腔リハビ
リテーションクリニックは主として高齢者の摂食嚥下診療を行うところと単純に理解していた私にとって，予想だにし
ない状況報告であった。子どもの食べること飲み込むことの相談所として保護者が頼ってきたのである。障害児の摂食
障害治療については公的医療保険の対象になっていたので，その分野の専門医は常駐していたが，健常児の相談も多い
とのことであった。とにかく子どもの「食べること」についての保護者の懸念が社会では比較的多く存在しているとの
認識を持って 2013 年 7 月に学会長に就任したのである。

臨時委員会の一つとして新しく重点研究委員会を設置した。この委員会の担当役員は日本小児歯科学会と日本障害者
歯科学会推薦の学会理事にお願いし，委員構成としては，小児歯科医はもちろん，歯科放射線科医，小児科医，小児に
ついて見識が深い社会学者，そして日本歯科医師会の学術担当常務理事となった。学会重点研究委員会は 2013 年 10
月 23 日に，学会長からの以下の諮問内容の元にスタートしたのであった。
『日本歯科医師会は 8020 運動をはじめとして高齢者の口腔のケアに関して積極的な活動を行って効果を挙げている

一方で，乳児・小児における摂食機能障害が大きな社会問題になっている。いわゆる障害を持っている子ども達の摂食
機能障害のみならず，今日の生活環境に起因していると言われるが，健常児においても問題化してきている。

しかしながら，その実態を示す明確なデータを本学会は持っていないために，本委員会において，集学的な研究成果
から提示していただきたい。

これは，分科会公募型ではなく本執行部が主体性を持って行う研究であり，得られた成果を学会として社会に公表し，
関連多職種との連携の下に歯科医学的見地から，摂食機能障害で困っている子ども達へのサポートを積極的に行おうと
するものである。

その成果が 2018 年 4 月の公的医療保険における新病名の誕生に繋がり，学会重点研究委員会の役割は 2019 年 3
月でいったん幕を閉じた。手元にある第 1 回会議の委員会報告では，それぞれの委員の想いの中に 6 年後のアウトカ
ムがしっかりと示されていた。本分科会には，これまでの成果を元として，引き続き，哺乳および離乳，そして話すこ
とへの支援展開に期待する。

1969 年 3 月 日本歯科大学卒業
1973 年 3 月 日本歯科大学大学院歯学研究科（歯科理工学専攻）修了
1973 年 6 月 日本歯科大学口腔外科学第 1 講座助手
1974 年 4 月 日本歯科大学歯科麻酔学教室助手
1996 年 5 月 日本歯科大学歯学部共同利用研究所教授（歯科麻酔学併任）
2001 年 4 月 日本歯科大学歯学部附属病院長
2008 年 4 月 日本歯科大学生命歯学部長
2013 年 4 月 日本歯科大学名誉教授
2013 年 7 月 日本歯科医学会会長（現在に至る）
2016 年 4 月 （一社）日本歯科医学会連合理事長（現在に至る）
2018 年 4 月 （一社）日本歯科専門医機構理事長（現在に至る）

【留学】
国内：1974 年 4 月～ 1975 年 3 月 日本大学医学部板橋病院麻酔科
国外：1980 年 4 月～ 1981 年 2 月 英国ロンドン大学イーストマン歯科病院
　　　1981 年 2 月～ 10 月  フィンランド・トゥルク大学医学部歯学科

日本歯科医学会

住友　雅人



受賞記念講演
5 月 22 日（金）9：00～10：00　　第 2 会場

「小児の口呼吸症候群における関連因子の抽出と 
顔貌形態への影響」

鹿児島大学病院発達系歯科センター小児歯科

稲田 絵美

「乳歯歯髄由来幹細胞を用いたトランスレーショナル 
リサーチ」

九州大学大学院歯学研究院小児口腔医学分野

山座 治義

「味覚の発達を支える島皮質における摂食調節因子の 
シナプス伝達修飾作用の解明」

日本大学歯学部小児歯科学講座

武井 浩樹
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受賞記念講演

小児の口呼吸症候群における関連因子の抽出と
顔貌形態への影響

小児の口呼吸は，齲蝕や歯周疾患などの口腔環境の悪化や顎顔面形態ならびに歯列咬合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ります。小児の口呼
吸に関する疫学調査を行った結果，口呼吸が疑われる小児は全体の 30.5％で，増齢的に増加傾向があることが判って
います。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し，患児の機能を評価する必要が
あります。

私達は，未就学児から学童期までの小児を対象として，口呼吸症候群における関連因子の抽出と，口唇閉鎖力との関
連性について実態調査を行いました。その結果，学童期の小児は口唇閉鎖力の増加が緩やかであること，また，口呼吸
症候群には 「口唇閉鎖」「鼻・のどの状態」「飲食習慣」「口臭」「捕食・咀嚼」「歯・歯肉」「唇の乾燥」の 7 つの因子が
関連することを明らかにしました。一方，未就学児は口唇閉鎖力が著しく増加すること，口呼吸症候群に関与する因子
はすでに単一ではなく，口唇閉鎖力や全身状態，生活習慣や食べる機能などの多因子が相互に作用する可能性を示しま
した。このことから，口呼吸はアレルギーを中心とした全身疾患と関連があること，口唇閉鎖力は口呼吸の有無に影響
を与える因子であること，未就学児は口唇閉鎖力の旺盛な発達期にあり，口呼吸症候群が発生する初期段階となる可能
性があることが示唆されました。

また，口唇閉鎖不全が顔面軟組織に及ぼす形態的影響を調査するために，未就学児 444 名を対象として顔面軟組織
の三次元形態解析を行いました。その結果，3 歳の時点で既に鼻の扁平化や口唇の突出が生じる傾向があり，比較的早
期に顎顔面領域の成長に悪影響が生じることも明らかとなりました。

以上の研究結果は，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ものであり，1）口呼吸症候群の早期
改善が将来起こり得る歯科的ならびに全身的弊害を未然に防ぐ有効な手段となる可能性がある，2）口呼吸の改善には
原因の鑑別に基づいた適切な介入が必要である，と考えています。今後も小児の大規模集団を対象に，機能的，形態的
調査，ならびに歯科的介入の効果を検証することで，個々の口呼吸症候群の原因鑑別を可能にし，有効な介入法を的確
に選択できる体制を作れるよう，研究を継続していきたいと考えております。

2004 年 3 月 鹿児島大学歯学部歯学科卒業
2006 年 3 月 鹿児島大学医学部・歯学部附属病院研修医修了
2010 年 3 月 鹿児島大学大学院医歯学研究科健康科学専攻博士課程修了
2010 年 4 月 鹿児島大学医学部・歯学部附属病院発達系歯科センター小児歯科助教
2018 年 10 月 鹿児島大学病院発達系歯科センター小児歯科講師　現在に至る

鹿児島大学病院発達系歯科センター小児歯科

稲田絵美
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乳歯歯髄由来幹細胞を用いたトランスレーショナルリサーチ
小児の口腔内の特徴として乳歯列から永久歯列へのダイナミックな変化があり，脱落後の乳歯は役目を終える。その

役目を終えたと考えられてきた乳歯の再利用に注目し，乳歯歯髄に含まれる間葉系幹細胞（SHED：stem cells from 
human deciduous teeth）を用いて，その幹細胞としての性質の検索や，口腔疾患や全身疾患に対する細胞治療への
応用，口腔および全身疾患の患児から単離した SHED を用いた病態解明について研究を行っている。

当科外来では先天性胆道閉鎖症による肝臓移植前や移植後の患児を診察している。先天性胆道閉鎖症による高ビリ
ルビン血症の患児の乳歯は低石灰化を示し，肝移植後には血中ビリルビン濃度の低下とともにその石灰化が回復する
ことが認められる。このことから，ビリルビンによる歯への影響を検索するために，SHED にビリルビンを応用した
in vitro モデルを構築して，そのメカニズムについて検索を行った。ビリルビン含有培地での SHED の培養において，
SHED の細胞基質にビリルビンが蓄積し，細胞増殖は抑制され，細胞死が促進された。ビリルビン存在下で SHED の
硬組織誘導を行った結果，アリザリンレッド染色によりカルシウムの沈着の減弱と，硬組織関連のタンパク質の発現
が減少した。また，硬組織誘導下でのビリルビンは，SHED における AKT や ERK1/2 シグナル伝達系を抑制し，NF-
κB シグナル伝達系を促進した。さらに，ビリルビン存在下での SHED の硬組織誘導中にビリルビンを取り除くと，
ビリルビンによるカルシウム沈着の減弱が回復し，硬組織関連のタンパク質の発現や，各種シグナル伝達系（AKT, 
ERK1/2，NF-κB）におけるビリルビンの影響も回復した。

次にビリルビンの影響による乳歯の低石灰化の治療法の開発を目的に，骨粗鬆症治療薬である Pamidronate を応用
した結果，ビリルビンによる SHED の細胞増殖の抑制や細胞死の促進を抑制することが認められた。また，ビリルビ
ン処理後の SHED に Pamidronate を応用して，その SHED をハイドロキシアパタイトとともにマウス骨欠損モデル
に移植したところ，新生する骨量の増加が認められた。このことから，Pamidronate がビリルビンによる乳歯石灰不
全の治療薬になる可能性が示唆された。

以上のように SHED はin vitro での病態モデルの構築や病態解明に対する研究材料として有用であり，この SHED
を用いた基礎研究から，臨床応用へのトランスレーショナルリサーチを現在も遂行している。

1991 年 4 月 九州大学歯学部歯学科入学
1997 年 3 月 同上　卒業
1997 年 4 月 九州大学大学院歯学研究科博士課程入学
2001 年 3 月 同上　修了
2001 年 4 月 長崎大学医学部内臓機能医学講座内臓機能病態解析学領域助手
2002 年 4 月 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科病態解析・制御学講座内臓機能病態病理
2004 年 11 月  Functional Genomics Unit, Laboratory of Experimental Gerontology,  

National Institute on Aging（米国）訪問研究員
2007 年 4 月 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科生命医科学講座探索病理学助教
2009 年 4 月 九州大学病院口腔保健科助教
2010 年 2 月 九州大学病院口腔保健科講師
2011 年 4 月 九州大学大学院歯学研究院口腔保健推進学講座小児口腔医学分野講師
2017 年 3 月 九州大学大学院歯学研究院口腔保健推進学講座小児口腔医学分野准教授
2020 年 4 月 九州大学大学院歯学研究院口腔保健推進学講座小児口腔医学分野助手

学会活動：
日本小児歯科学会評議員／日本外傷歯学会理事

賞罰
2004 年 6 月　「日本基礎老化学会若手奨励賞」　日本基礎老化学会
2006 年 6 月　 “Travel Award” The American Aging Association 35th Annual Meeting

九州大学大学院歯学研究院小児口腔医学分野

山座治義
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味覚の発達を支える島皮質における摂食調節因子の
シナプス伝達修飾作用の解明

味覚は食習慣を決定する最も重要な因子である。大脳皮質島領野（島皮質）は古くから一次味覚野として知られてお
り，味覚情報や内臓情報処理に重要な役割を果たしている。ヒスタミンは神経伝達物質の一つで，皮質にて学習や記憶，
食欲などの高次脳機能調整に関与している。島皮質でヒスタミン受容体である H3 受容体が味覚の記憶形成に関与する
ことが報告されている。しかし，島皮質における H3 受容体の局所神経回路への役割については知られていない。そこ
で，電気生理学的手法を用いて島皮質における H3 受容体のシナプス伝達修飾作用について検討した。

生後 16 ～ 32 日齢の VGAT-Venus ノックインラットより島皮質を含む急性脳スライス標本を作製した。蛍光顕微
鏡にて興奮性ニューロンと抑制性ニューロンを同定した後にホールセルクランプパッチ法を行った。複数のニューロン
より同時ホールセル記録を行い，単一興奮性シナプス後電流（uEPSP）と単一抑制性シナプス後電流（uIPSC）を記
録した。

H3 受容体のアゴニスト（RAMH）を投与したところ，uEPSC と uIPSC の振幅がそれぞれ有意に減少した。次に
H3 受容体のアンタゴニスト（JNJ5207852 または Thioperamide）と RAMH を共投与したところ，RAMH 単独投
与による uEPSC と uIPSC の振幅の減少は認められなかった。RAMH 投与により微小シナプス電流（mEPSC，mIP-
SC）の発生頻度は減少した。また，免疫電子顕微鏡法の包埋前免疫反応法を用いてシナプス前軸索終末に H3 受容体と
GAD，H3 受容体と VGLUT1 の共存在を確認した。これらより島皮質にて H3 受容体の活性によりシナプス前終末か
らのグルタミン酸ならびに GABA の放出が抑制されることが示唆された。H3 受容体の皮質情報処理への役割を明確
にするためオプティカルイメージング法にて島皮質での RAMH の興奮性伝播に対する効果を調べたところ RAMH に
より興奮伝播が抑制された。以上より，島皮質にて H3 ヘテレセプターの活性はグルタミン酸作動性・GABA 作動性
神経伝達を抑制することが明らかとなった。

レプチンは摂食抑制因子であり島皮質にて受容体が多く存在することが報告されている。レプチンの局所神経回路へ
の修飾作用を検討したところ，レプチンは uIPSC の振幅を濃度依存的に増大させた。JAK2/STAT3 経路の阻害薬にて
レプチンによる uIPSC の振幅増大が認められなかった。レプチンは島皮質での味覚情報処理に対して抑制的に働いて
いる可能性が示唆された。

味覚は成長に伴い変化することが知られている。大脳皮質視覚野では神経回路の発達が完了する「臨界期」が存在す
ることが認められているが，味覚野では不明である。今後は島皮質の味覚野の臨界期を推定することにより味覚形成の
一部解明を目指していく予定である。

2007 年　日本大学歯学部卒業
2008 年　日本大学歯学部小児歯科学講座入局
2011 年　日本大学歯学部リサーチアシスタント
2012 年　 日本大学大学院歯学専攻科修了 

日本大学歯学部ポスト・ドクトラル・フェロー
2013 年　日本大学歯学部小児歯科学講座助教

日本大学歯学部小児歯科学講座

武井浩樹



SHOFU Award 受賞講演
5 月 22 日（金）9：00～9：20　　第 3 会場

「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」

阪大・院・小児歯

大川 玲奈

「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」

九歯大・小児歯

藤田 優子
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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 0.5 mm・隣接面 0.5 mm
の形成によって作製したCAD/CAM冠の厚みが，
咬合面 1.0 mm・隣接面 0.8 mm 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，審美性の更なる検討を行いた
いと考えている。また，本実験に用いた試作 GI-
OMER 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。

【目的】
　これまでに，われわれ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 1.0 mm・隣接面 0.8 mm と咬合
面 0.5 mm・隣接面 0.5 mm 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

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 cements color 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.
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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 miR-
NA-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 volca-
no 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。

【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，いまだ
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），

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.



JSPP 企画講演
5 月 22 日（金）10：00～11：30　　第 2 会場

「反対咬合の早期治療と鑑別診断」

いなみ矯正歯科

居波　徹
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反対咬合の早期治療と鑑別診断
幼児期の反対咬合は，１歳８か月検診や３歳児検診時に指摘されやすい歯列不正である。その程度がわずかであって

も「手遅れになっていないか？」「いつ頃から矯正治療をはじめたらいいのか？」という不安を抱く保護者は多いと考
えられる。同じような症例でも，ある歯科医師は乳歯列期の段階から矯正治療を始めましょうと言い，別の歯科医師は
全ての永久歯が交換してからと説明する。さらにネット検索をすれば実にさまざまな情報が氾濫し，保護者も何が真実
か判らなくなり困惑しているのが現実である。

また，一般社会ではいわゆる「早期発見・早期治療」を是とする考え方から，一般歯科医がマウスピース矯正を手掛
けるケースが多く見られる。矯正歯科医は反対咬合の予後の多様性に鑑み，必ずしも「早期発見・早期治療」を是とし
ない傾向がある。

幼児期の反対咬合に限っても，このような一見して明らかな矛盾した見解が出てくるのは，日本において「反対咬合
の早期治療」に関するエビデンスに基づいた確たるガイドラインや治療指針が提示されておらず，いまだに治療経験で
の検証でしかない所為であろう。

そのため，反対咬合においては，永久歯が完全萌出したり，成長過程を確認するまで治療に着手しない矯正歯科医も
依然として存在すると言われている。これらの相違は，過去のエビデンスベースの研究から，確たる早期治療の有効性
が証明されず，やや疑問視されていること。そして，一般開業医や小児歯科医，矯正歯科医が「早期治療」の技術の進
歩や小児患者に適応可能な治療オプションにあまり触れていないことに原因がありそうである。つまり，「早期治療」
の対象となる乳児，小児，学童など所謂成長期の子ども達の口腔を通じた歯科医療を総合的見地で考える場合，単に小
児歯科や矯正歯科等の知識・経験では対応できないからだと考えられる。

このような，幼児期の反対咬合に関する「早期治療」という概念に明確な光明を挿し当てるには，EBM（Evidense 
based Medicine）だけではなく NBM（Narative based Medecine）の考え方も融和させて，成長における解剖学的
な変容と筋の機能や影響について知り，歯を含む歯槽部がどのように成長し歯はどのように動くのかを見極めて互いの
影響を感知する必要があると考えられる。

今回は，「反対咬合の早期治療と鑑別診断」と題して，
１：反対咬合の早期治療
２：発達期における反対咬合の鑑別診断
３：後ろ向き研究調査
の三項目について研究調査や臨床治療例を交えてお話しさせていただきます。

1976 年 3 月 愛知学院大学歯学部卒業
1976 年 4 月～ 1977 年 3 月　　愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座専科専攻生
1977 年 4 月～ 1981 年 3 月　　愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座助手
1981 年 4 月 いなみ矯正歯科開院
2005 年 4 月～ 2007 年 3 月　　日本舌側矯正歯科学会（JLOA）会長
2008 年 4 月～ 2012 年 2 月　　一般社団法人日本矯正歯科学会理事
2010 年 8 月～ 愛知学院大学歯学部講師（非常勤）
2012 年 3 月～ 2014 年 2 月　　公益社団法人日本矯正歯科学会常務理事（診査部門統括）
2012 年 3 月～ 2014 年 2 月　　公益社団法人日本矯正歯科学会専門医委員会委員長
2013 年 12 月～ 愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座臨床教授
2018 年 3 月～ 公益社団法人日本矯正歯科学会認定医・専門医制度改革検討委員会委員長
2020 年 1 月～ 近畿東海矯正歯科学会会長

公益社団法人日本矯正歯科学会　認定医，専門医

いなみ矯正歯科

居波　徹



市民公開講座
5 月 22 日（金）14：00～15：00　　第 1 会場

「極限環境にすむタフな生きものたち」

広島大学大学院統合生命科学研究科

長沼　毅
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極限環境にすむタフな生きものたち
極限環境とは，深海や地底，南極・北極，火山・高山，砂漠など，人間はもちろんのこと，ほとんどの生きものにとっ

て生活するのが苛酷な環境のことを指します。そこは「いきにくい場所」なので（「生きにくい場所」と「行きにくい場所」
の掛け言葉），僕は「辺境」と呼ぶこともあります。苛酷な環境とは，たとえば深海ならものすごい水圧がかかります。
日本の有人潜水船「しんかい 6500」が潜る水深 6,500 m だと，1 cm2（指の爪ほどの面積）に 650 kg の重さがか
かる圧力です。世界でいちばん深いところ（マリアナ海溝）の水深約 11,000 m だと 1 cm2 に 1 トン以上の重さがか
かる水圧です。でも，そこにも生きものが住んでいます。そういう生きものは「圧力に耐える」のではなく，圧力に適
応した性質を持っています。

深海はふつう低温（2℃前後）ですが，海底火山では 300℃を超える高温の熱水が湧いているところ（熱水噴出孔）
もあります。ここは高温・高圧で，さらに猛毒の火山ガス（硫化水素）が充満している地獄のような場所です。しかし，
ここにも生きものがいます。しかも，火山ガス（硫化水素）をエネルギー源とする不思議な生きものです。

南極や北極の氷の中にも生きものがいますし，厚さ 3,000 m の氷の下にも生きものがいます。さらに，地底の奥深
くにも生きものがいて，独自の生態系を作っています。砂漠には乾燥に耐える生きものがいます。いや，クマムシとい
う生きものは，むしろ乾燥したほうが強くなるくらいです。クマムシの乾燥体は沸騰したお湯や消毒用のアルコールに
浸けても（短時間なら）死にませんし，真空の宇宙空間にさらしても死にません。

この講座では，そういった極限環境に住んでいる「なかなか死なない」，つまり「タフ」な生きものたちをご紹介します。
また，いろいろなタフな生きものたちを知ることで，生きものの驚くべき適応力や工夫，あるいは，この地球の上で約
40 億年も絶えることなく続いている生命の「しぶとさ」に思いを馳せたいと思います。そして，そういうタフな生命は，
もしかしたら地球以外の天体でも誕生し進化していて，もしかしてもしかしたら，人間みたいな知的生命体（宇宙人）
もいるかもしれない，なんて夢見てみたいと思います。地球の極限環境から宇宙までイマジネーション（想像）の翼を
広げましょう。

1989 年 筑波大学大学院生物科学研究科博士課程修了
1989 年 海洋科学技術センター（現・海洋研究開発機構）研究員
1994 年 広島大学生物生産学部助教授
2019 年 改組・昇任を経て広島大学大学院統合生命科学研究科教授　現在に至る

理学博士（1989 年）
第 1 種放射線取扱主任者

広島大学大学院統合生命科学研究科

長沼　毅
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「小児歯科専門医の日本歯科専門医機構への移行について」

朝日大学歯学部口腔構造機能発育学講座小児歯科学分野

飯沼 光生
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小児歯科専門医の日本歯科専門医機構への移行について
1973 年，日本口腔外科学会で，わが国における歯科領域の専門性の資格である「口腔外科認定医」制度が初めて制

定された。2003 年には日本口腔外科学会が広告可能な専門医資格として歯科領域では初めて認定され，現在までに日
本歯周病学会，日本歯科麻酔学会，日本小児歯科学会ならびに日本歯科放射線学会の 5 学会が認定する専門医資格が
広告可能となっている。それ以外にも 2018 年 3 月現在，日本歯科医学会 43 分科会のうち，37 学会が学会認定医・
専門医制度を設けている。

しかし，この制度について国民の認知度は不十分と言わざるを得ないのが現状である。さらに，歯科医業における広
告可能な診療科名は，歯科，矯正歯科，小児歯科，歯科口腔外科の 4 診療科に限られ，広告可能な「専門性資格名」と「診
療科名」との間の整合性にも齟齬が生じている。このような社会的背景を踏まえ，この度，日本歯科専門医機構が設立
された。本機構は，中立性と公平性を有する組織として，国民と社会から信頼される歯科診療領域の専門医の診療能力
を担保すると共に，更なる歯科医療の質の向上を促し，良質で適切な専門的歯科医療が国民に提供されることを目的に
している。 本機構は，各専門領域学会における専門医制度やその運用実態などを客観的に評価・認定し，もって歯科
専門医の育成と資格認定等に係る歯科医師専門医制度の標準化を図るものである。このような標準化の仕組みは，歯科
専門医の研修内容を充実させると共に，その診療レベルや診療能力（知識，技能・態度）の向上に資するものである。
結果として，国民の歯科受診に際し，安心・安全な医療施設の選択や歯科医師の専門性の確認などに寄与すると共に，
地域歯科医療の維持・向上に貢献するものと期待される。歯科専門医の基本的な考え方は以下のとおりである。

1）歯科専門医とは：それぞれの専門領域において適切な研修教育を受け，十分な知識と経験を備え，患者から信頼
される専門医療を提供できる歯科医師

2）歯科専門医機構が認定する専門医制度の基本的理念
①プロフェツショナルオートノミーに基づいた歯科専門医（および歯科医療従事者）の質を保証・維持できる制度で

あること
②国民に信頼され，受診先の選択に際し良い指標となる制度であること
③歯科専門医の資格が国民に広く認知される制度であること
④中長期的な歯科医療の向上に貢献し，国際的にも認知される制度であること
⑤地域医療に十分配慮した制度であること
3）機構と各学会の役割
①各専門医制度の構築（専門研修カリキュラム，専門研修教育，専門医資格等の認定や更新の審査・認定に係る制度

設計等）は各領域学会で行う。
②機構はその制度の基本的要件・基準の設定等について中立・公正に審査し，各学会の専門医制度および専門医・研

修施設等の評価・認定と認証を行う。
この制度に日本小児歯科学会専門医も 2020 年中に移行する予定であるので現制度との違い，留意点等について説

明するとともに，現制度でのケースプレゼンテーション等の更新での注意点についても説明する。

1981 年 岐阜歯科大学卒業
1985 年 岐阜歯科大学大学院修了（歯学博士）
1986 年 朝日大学歯学部小児歯科学講座助手
1991 年 スウェーデンカロリンスカ大学客員研究員（1992 年まで）
1996 年 朝日大学歯学部小児歯科学講座講師
2000 年 朝日大学歯学部小児歯科学講座助教授
2007 年 朝日大学歯学部口腔構造機能発育学講座小児歯科学分野准教授
2015 年 朝日大学歯学部口腔構造機能発育学講座小児歯科学分野教授　現在に至る

学会等：
日本小児歯科学会専門医，指導医，常務理事，専門医認定委員会委員長／日本スポーツ歯科学会認定医，
理事／日本外傷歯学会認定医，指導医，理事／日本歯科専門医機構専門医制度総務委員会委員など

朝日大学歯学部口腔構造機能発育学講座小児歯科学分野

飯沼光生



研究倫理審査委員会企画セミナー
5 月 22 日（金）14：00～15：00　　第 3 会場

「小児歯科領域の臨床研究についての倫理審査の概要」

日本大学歯学部小児歯科学講座

白川 哲夫

「臨床研究の立案と倫理審査申請にあたっての留意点」

新潟大学大学院医歯学総合研究科小児歯科学分野

齊藤 一誠
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小児歯科領域の臨床研究についての倫理審査の概要
人を対象とする医学系研究（臨床研究）においては，対象者の人権ならびに尊厳が守られることが大前提であり，国

は研究者に対し客観的な評価（倫理審査）を受けたうえで研究に着手することを求めています。今では国内の大学や基
幹病院のほか，ほとんどの医療系の学会において倫理審査を担当する委員会が設置されており，研究の実施に先立って
倫理承認を得ることを義務づけています。また令和元年度より，本委員会に対し倫理審査を申請する際には，研究遂行
者全員が研究倫理に関する教育研修の受講を済ませていることが必要要件になりました。

日本小児歯科学会の会員は，職種に関わらず研究の実施責任者として研究倫理審査委員会宛に倫理審査を申請するこ
とができます。ただし実施責任者には，研究内容に精通し研究の終了まで全体を統括していただく必要があり，審査で
は研究内容はもとより研究用資料や個人情報を含むデータの管理方法，管理責任の所在等を確認したうえで承認の可否
を判断いたします。また研究分担者についても，研究倫理に関する法律や指針の要点を把握したうえで，個人情報の保
護等に留意いただきながら研究に取り組んでいただく必要があります。

今回のセミナーで解説できる内容には限りがありますが，是非これからの研究計画立案ならびに研究実施に役立てて
いただければと思います。

1982 年 3 月 北海道大学歯学部卒業
1986 年 3 月 北海道大学大学院歯学研究科修了
1986 年 4 月 北海道大学歯学部附属病院小児歯科医員
1986 年 6 月 同上　助手
1989 年 10 月 同上　講師
1991 年 9 月 ピッツバーグ大学神経科学センター客員研究員（～ 1993 年 9 月）
2002 年 6 月 北海道大学歯学部附属病院高次口腔医療センター助教授 
2006 年 9 月 日本大学歯学部小児歯科学講座教授　現在に至る
2007 年 10 月 日本大学歯学部付属歯科病院副病院長　（～ 2012 年 3 月）
2012 年 4 月 同上　病院長　（～ 2014 年 8 月）

日本大学歯学部小児歯科学講座

白川哲夫
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臨床研究の立案と倫理審査申請にあたっての留意点
われわれ小児歯科専門医は高い臨床レベルを維持するためにも，学術大会での発表や学術誌に報告する義務を有し，

すでに専門医を取得している先生だけでなく，これから専門医を目指す先生も，研究倫理に関する理解が求められてい
ます。しかし，科学研究をめぐっては，科学の持つ根源的な価値観である「真理の探求」をおろそかにするような事例
が発生しているのも残念ながら事実です。

　これらの事例を鑑みても倫理教育は非常に重要であり，日本小児歯科学会でも研究倫理審査委員会がその役割を
担っています。臨床研究に携わる全ての関係者は高い倫理観を求められ，人を対象とする医学系研究が社会の理解およ
び信頼を得て社会的に有益なものとなるよう，これらの原則を踏まえつつ適切に対応することが求められます。一方で，
研究に関するさまざまな規制やルール，科学研究の倫理プログラムなどが複雑化・煩雑化しているため，それらが必要
以上のしがらみとなって先生方を委縮させることがないようサポートすることも研究倫理審査委員会の役割だと考えま
す。そこで本セミナーでは，臨床研究の立案と倫理審査申請にあたっての留意点について解説を加えたいと思います。

1999 年 3 月 九州大学歯学部歯学科卒業
2003 年 3 月 九州大学大学院歯学研究科歯学臨床系専攻博士課程修了
2005 年 4 月 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科口腔小児発達学分野助手
2007 年 5 月 鹿児島大学医学部・歯学部附属病院発達系歯科センター小児歯科講師
2008 年 9 月 米国 Baylor College of Dentistry. Visiting Researcher
2010 年 8 月 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科小児歯科学分野准教授 
2012 年 4 月 新潟大学大学院医歯学総合研究科小児歯科学分野准教授　現在に至る

学会活動：
日本小児歯科学会　平成30・31年度　研究倫理審査委員会副委員長，倫理委員会・利益相反委員会委員，
北日本地方会監事／日本小児歯科学会評議員／日本顎口腔機能学会評議員／日本臓器保存生物医学会
評議員

新潟大学大学院医歯学総合研究科小児歯科学分野

齊藤一誠



ランチョンセミナー１
5 月 21 日（木）12：00～12：50　　第 2 会場

「安全性と清掃力を両立させた子ども用歯ブラシ EX kodomo 
F　～臨床評価と曲がる・折れないハンドルのメカニズム～」

鶴見大学歯学部小児歯科学講座
朝田 芳信

北陸先端科学技術大学院大学マテリアルサイエンス系
山口 政之

ランチョンセミナー２
5 月 21 日（木）12：00～12：50　　第 3 会場

「小児の齲蝕治療と口腔管理の実際～長期管理症例で 
紹介する各種処置法と期待される効果～」

東北大学大学院歯学研究科小児発達歯科学分野
山田 亜矢

ランチョンセミナー３
5 月 22 日（金）12：00～12：50　　第 2 会場

「小児歯科だからこそ診える見逃されがちな子どもの疾患 
～低ホスファターゼ症（HPP）の診断経験を通して～」

鹿児島大学病院発達系歯科センター小児歯科
佐藤 秀夫

ランチョンセミナー４
5 月 22 日（金）12：00～12：50　　第 3 会場

「咬む力を引き出す～笑顔のガムトレ～」
とき歯科

土岐 志麻

ランチョンセミナー
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安全性と清掃力を両立させた子ども用歯ブラシ EX kodomo F
～臨床評価と曲がる・折れないハンドルのメカニズム～

子どもの歯みがき習慣は，齲蝕予防に加えて，運動機能の発達という面からも重要である。とくに，低年齢からの歯
みがき習慣は大切であるが，一方で，歯みがき中に歯ブラシをくわえたまま転倒し，口腔内に歯ブラシが突き刺さると
いう事故が多数報告されている。そのため，乳幼児期で使用する歯ブラシには安全性と清掃力の両面が求められる。

日本小児科学会こどもの生活環境改善委員会では，「歯みがき中は，歩き回らないようにしましょう」「のどに刺さら
ないよう注意しましょう」との指摘だけでは予防できないため，製品を改善することが必要であるとのコメントを出し
ている。また，東京都商品等安全対策協議会がまとめた報告書の中で，「保護者においては重症事例があることは知っ
ているが，歯ブラシの危険性を強く感じている割合が少ない」との指摘もある。

このような背景から，乳幼児が転倒した際，歯ブラシの先端に加わる衝撃力を低減させるために，ネック部が左右に
曲がる歯ブラシが開発され市販されている。そこで，本セミナーでは，曲がる歯ブラシである「EX kodomo F」の清
掃力について報告する。従来型の歯ブラシ（クリニカ Kid’s 歯ブラシ）と比較しても，全歯面における歯垢除去率に有
意差は認められず，また部位別（唇・頰側面，口蓋・舌側面，隣接面）の歯垢除去率は，いずれの部位間で比較しても
EX kodomo F と従来型の歯ブラシの間に有意差は認められなかった。すなわち，左右方向に曲がりやすいが，上下方
向には曲がりにくい特長を有しているため，ハンドルに加えた力が植毛部に十分に伝わったことで歯垢清掃力に違いが
認められなかったと考えられる。

歯垢清掃力に関する臨床評価から，EX kodomo F は口腔外傷の低減が期待できる歯ブラシであり，かつ十分な清掃
力を有していることがわかった。

1986 年  日本大学松戸歯学部卒業
1992 ～ 1994 年 日本大学長期海外派遣研究員（米国）
2001 年～現在 鶴見大学歯学部小児歯科学講座教授

主な社会活動：
2006 年～現在 日本学術会議（内閣府）連携会員
2008 ～ 2012 年 公益社団法人日本小児歯科学会理事長
2012 ～ 2016 年 鶴見大学歯学部附属病院病院長
2013 ～ 2015 年 一般社団法人日本口腔育成学会理事長
2016 年～現在 厚生労働省医道審議会専門委員
2016 年～現在 日本学術振興会専門委員

所属学会：
日本小児歯科学会／日本障害者歯科学会／日本学校歯科医会／歯科基礎医学会／日本外傷歯学会／日
本小児保健学会／日本重症心身障害学会／日本子ども虐待防止学会／ International Association for 
Dental Research

鶴見大学歯学部小児歯科学講座

朝田芳信
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安全性と清掃力を両立させた子ども用歯ブラシ EX kodomo F
～臨床評価と曲がる・折れないハンドルのメカニズム～

口腔内に使用する材料は，接着性やコンポジットレジンの機能性・審美性の飛躍的な向上により金属からプラスチッ
クに代わってきている。また，昨年ラグビーワールドカップで選手たちが使用していたマウスガードをはじめ，最も身
近な歯ブラシまで，ゴムやプラスチックは広範な領域で使用されているが，その特性はあまり理解されていない部分が
多い。

歯ブラシの設計において，通常はプラスチックのような硬い素材をメインにして，ゴムのような柔らかい素材は，
フィット感を高めるためにハンドルの表面に少量だけ用いることが多い。「EX kodomo F」の安全ハンドルは，従来
の設計とは全く異なり，メインを曲がる，折れない柔らかい素材にし，硬い素材を組み合わせている。この組合せで，
従来は難しかった「安全性と清掃力を両立」させているが，そのメカニズムを紹介する。

1989 年 3 月 京都大学大学院修士課程修了
1989 年 4 月 東ソー株式会社入社
1998 年 5 月 工学博士（京都大学）
1999 ～ 2000 年 Polymer Processing Institute（米，NJ）派遣
2005 年 3 月 東ソー株式会社退社
2005 年 4 月 北陸先端科学技術大学院大学材料科学研究科助教授
2009 年 2 月 同　マテリアルサイエンス研究科教授

主な社会活動：
2014 ～ 2016 年 北陸先端科学技術大学院大学教育研究評議会評議員
2016 ～ 2017 年 北陸先端科学技術大学院大学キャリア支援センター　センター長
2017 ～ 2018 年 北陸先端科学技術大学院大学教育研究評議会評議員
2014 ～ 2016 年 一般社団法人プラスチック成形加工学会副会長
2020 ～  国立大学教育研究評価委員会専門委員

所属学会：
高分子学会／日本ゴム協会／日本レオロジー学会／プラスチック成形加工学会／ Society of Plastic 
Engineering ／ Polymer Processing Society

北陸先端科学技術大学院大学マテリアルサイエンス系

山口政之
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1995 年 3 月 長崎大学歯学部卒業
1995 年 4 月 長崎大学大学院歯学研究科研究生
1995 年 6 月 長崎大学歯学部附属病院研修医
1997 年 4 月 長崎大学歯学部小児歯科学講座助手
2005 年 2 月 九州大学大学院歯学研究院小児口腔医学分野助教
2008 年 6 月 東北大学大学院歯学研究科小児発達歯科学分野助教
2012 年 6 月 東北大学大学院歯学研究科小児発達歯科学分野准教授
公益社団法人日本小児歯科学会専門医指導医

受賞歴：
2010 年 日本小児歯科学会優秀発表賞
2012 年 日本小児歯科学会 PDJ 優秀論文賞
2015 年 日本小児歯科学会松風アワード
2017 年 日本小児歯科学会学術賞（LION AWARD）

東北大学大学院歯学研究科小児発達歯科学分野

山田亜矢

小児の齲蝕治療と口腔管理の実際
～長期管理症例で紹介する各種処置法と期待される効果～
近年，子どもの数も齲蝕も減少してきていると言われていますが，小児歯科のニーズは高まっていると思われます。

特に予防管理や歯並びを主訴に来院する小児が増加しているのではないでしょうか。祖父母や親御さんが歯で苦労した
から孫や子ども達の歯は大切にしてあげたいと言う声を聞かれることも多いかと思います。そのような声に応えるため
にも，小児の歯科治療や予防処置ならびに予防管理にはより効果的な方法を取り入れることが重要であり，小児歯科の
専門性を示すことが必要であると考えます。

『小児歯科』に携わる先生やスタッフの方々には，ただ漫然と診査とフッ化物塗布を行う管理ではなく，子ども達の
全身と口腔の成長発達を考慮し，観察・アドバイス・口腔の状態に適切な処置を行なって欲しいと願っています。

これまで数回にわたり，「PRG 技術」（Pre-Reacted Glass-ionomer Technology）によって作られたバイオアクティ
ブ新素材「S-PRG フィラー」を含有する Giomer 製品についてその機能や使用法，応用例についてご紹介してきました。
S-PRG フィラーはグラスアイオノマーセメントの利点であるフッ素イオンのリリースとリチャージ能を有しているだ
けでなく，さらにストロンチウムイオンやボロンイオンなどマルチイオン徐放性を有しており，歯質強化，酸緩衝能，
細菌の付着抑制と抗プラーク形成能などのバイオアクティブ効果が期待されます。小児歯科領域においては，充塡用レ
ジン材（ビューティフィルキッズ®），予防塡塞材（ビューティシーラント®），歯面コーティング材（PRG バリアコー
ト®），矯正用ボンディング材（ビューティオーソボンドⅡ®），PMTC 用トリートメントペースト（PRG プロケアジェ
ル®）などがあり，広く使用されるようになってきました。

そこで今回は，当科で齲蝕治療および齲蝕予防管理を長期間行った患児の実例を示しながら，どの歯にどのタイミン
グでどのような処置を行っているか，臨床応用時の注意点や処置のポイントを交えながらご紹介したいと思います。

今回ご紹介する症例は，実際に日本小児歯科学会専門医試験のケースプレゼンテーション（口頭試問）において症例
提示したものです。その後の管理なども追加した乳歯列期の多数歯齲蝕，外傷，混合歯列期の MIH から永久歯列まで
の経過を提示しますので，これから専門医認定試験を受験される先生方の参考にもなればと思います。また，長期にわ
たる予防管理に関しては，歯科衛生士の皆さんにもより効果的でスマートな口腔管理の参考にしていただけたらと思い
ます。
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小児歯科だからこそ診える見逃されがちな子どもの疾患
～低ホスファターゼ症（HPP）の診断経験を通して～

少子社会の到来により子どもを取り巻く成育環境も大きく変化する中で，小児歯科が果たすべき社会的役割および求
められる専門性の拡充は不可欠であり，歯科医療を通じて未診断の全身性疾患を早期発見することもその一つと言える。
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（alkaline phospha-
tase：TNSALP）をコードする遺伝子の異常により，血清 ALP 活性の低下が原因で発症する全身性の遺伝性代謝性疾
患である。主症状は骨の石灰化障害と乳歯の早期脱落とされており，その他，全身のさまざまな症状が発現することが
知られている。骨の石灰化障害を含む他の症状が非特異的であるのに対して，小児期の乳歯早期脱落は特異的な臨床所
見として発現＊し，血清 ALP 低値の検査所見と組み合わせることで，HPP 診断の精度が高まり，早期発見，早期治療，
生命予後の改善が期待できる。しかしながら，小児歯科を専門とするわれわれにとっては，乳歯の早期脱落の診断は困
難なことではないが，課題は専門外の医療関係者，養育関係者等へ乳歯の早期脱落の重要性をいかに周知するかという
ことと，小児歯科専門医との連携体制の構築が重要であると考える。下記に演者が経験した症例を示す。

症例
2 歳 3 か月：転倒しやすいとのことで A 病院小児科（A 病院）を受診，歩行訓練目的で B リハビリクリニック（B 病院）
を紹介され受診。ALP 値 256。
2 歳 7 か月：下顎左側乳中切歯が脱落。
2 歳 11 か月：患児は食事を食べるのに時間がかかるため，B 病院が口腔機能発達不全症を疑い，鹿児島大学病院小児
歯科に摂食嚥下機能の精査加療依頼で来院。身長 78㎝，体重 9.6㎏。咀嚼，嚥下機能に著しい異常は認めなかったが，
食事時間の遅延は認めた。2 歳 7 か月時の乳歯の早期脱落が非外傷性であり，脱落歯の歯根吸収もごくわずかであった。
また，下顎右側乳中切歯も生理的範囲を超える動揺を認め，デンタル X 線像から歯槽骨の特異的吸収を認めた。さら
に歩容歩行も認めた。これらの臨床症状および検査所見から HPP を疑い，A 病院へ精査依頼を行った。
3 歳 2 か月：遺伝子診断により HPP と確定。ALP 値 317。
3 歳 6 か月：酵素補充療法開始。

上記症例は小児科医が，血清 ALP 低値を認めていたが診断に至らず，小児歯科専門医を受診することにより HPP
診断に至った例である。本症例を経験して HPP 診断において小児歯科の果たす役割の重要性と歯科的臨床症状から全
身性疾患を推察する「眼」を養うことが大切であることを再認識した。
＊参考文献　Okawa R, Nakano K, Matsumoto M, et al. : Oral manifestations of the patients with hypophos-
phatasia, Pediatr Dent J, 22: 155-162, 2012.

2004 年 鹿児島大学歯学部卒業
2009 年 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科小児歯科学分野助教
2010 年 昭和大学歯学部口腔衛生学教室研修
2010 年 鹿児島大学病院小児歯科「もぐもぐ外来」開設
2014 年 鹿児島大学病院発達系歯科センター小児歯科講師
2017 年 スタンフォード大学（米国）医学部精神科留学客員研究員
2018 年 特定非営利活動法人南日本口腔機能支援研究会設立　理事長就任

鹿児島大学病院発達系歯科センター小児歯科

佐藤秀夫
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咬む力を引き出す～笑顔のガムトレ～
口腔機能発達不全症という疾患名が発表され，歯科医療関係者はこれまでのむし歯予防や歯周疾患への指導・対応に

加えて，「食べる機能」「話す機能」「その他（呼吸など）」の機能についても，診なければいけないことになりました。
口腔の機能不全は形態に問題があるから（歯に萌出の遅れや虫歯により咬合高径がないなど）機能に問題を生じる場

合と，機能に問題があるから（舌突出癖やうまく嚥下ができないなど）形態にも影響する場合があります。私達は，形
態に問題がある場合は，その治療方法を学んできました。未萌出の歯への対応やむし歯が原因で咬めない場合の咬合回
復の治療については，今までも行ってきています。

しかし，機能に問題がある場合の対処方法は，学んできたでしょうか？　例えば「話す機能」について私達は問題が
あるかどうか診断しなければなりません。そして，保護者に「あなたのお子さんは話す機能に問題がありますよ。」と伝え，
保護者から「じゃあ，どうしたらいいのですか？」と聞かれたら，どのような指導を行いますか？

子ども達の口腔機能に問題があると多くの関係者が気が付いています。子ども達に楽しんで取り入れてもらえる指導
でなければ効果が表れません。今回，ポスカ F を用いたガムトレについてご提案し，みんなで子ども達の笑顔をたく
さん作っていきたいと思います。

1994 年 北海道医療大学歯学部卒業
1999 年 北海道大学大学院歯学研究科歯学専攻博士課程修了（歯学博士）
 北海道大学小児歯科学講座助手
2000 年 青森市で開業（とき歯科）

学会：
公益社団法人日本小児歯科学会専門医指導医，常務理事，北日本地方会副会長／全国小児歯科開業医
会会長

北海道医療大学非常勤講師／東北大学臨床教授／新潟大学非常勤講師／日本大学歯学部兼任講師

とき歯科

土岐志麻
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当診療所における小児患者に対する全身麻酔下歯科治療の実態調査
Survey on dental treatmentsfor pediatric patients under general anesthesiain our hospital

○澤田武蔵＊,＊＊，戸倉　聡＊，石田義幸＊，八若保孝＊＊

Musashi Sawada, Satoshi Tokura, Yoshiyuki Ishida, Yasutaka Yawaka＊

（＊医療法人仁友会日之出歯科真駒内診療所，＊＊北大・院歯・小児障害）
＊Hinode Makomanai Dental Hospital, ＊＊Dentistry for Children and Disabled Persons, 

Department of Oral Functional Science, Hokkaido University Faculty of Dental Medicine

【目的】
　当診療所では，多数歯齲蝕に罹患している，ま
たは外科処置が必要であるが，治療に協力が得ら
れない小児・障害児に対して，全身麻酔下での治
療を施行している。この対応により，短期間で患
児の適応度に左右されない歯科治療を行うことが
可能となり，全身麻酔は有用な行動管理法の一つ
であると考えられる。そこで今回，当診療所での
全身麻酔下歯科治療の実態を把握することを目的
とし，調査を行った。

【対象と方法】
　対象は平成 26 年 4 月から平成 31 年 3 月までの
5 年間に，歯科治療に対する協力が得られないた
め，当診療所にて全身麻酔下歯科治療を行った
16 歳未満の小児患者を対象とし，症例数，性別，
年齢分布，障害の有無，併存疾患の有無，処置内
容，処置時間，在院日数，術後経過，来院経路に
ついて診療録や麻酔記録をもとに調査した。なお，
本調査は当診療所の倫理委員会の承認を得て行っ
た（承認番号：20-1）。

【結果】
　調査対象期間中に，延べ 327 回の全身麻酔下歯
科治療が施行され，患者数は 302 名（男子 170 名，
女子 132 名）であった。全身麻酔下での歯科治療
を複数回受けた患児は 25 名であったが，いずれ
も 2 回であった。処置時年齢は 2 歳 3 か月から
15 歳 9 か月にわたっており，平均年齢は 4 歳 11
か月であった。302 名のうち，歯科治療に対する
協力が得られない小児が 251 名と大部分を占め，
障害児が 51 名で，自閉スペクトラム症と知的発
達症が大多数であった。併存疾患については喘息
を有する患児が最多の 28 名であった。処置内容
として，齲蝕処置のみを実施したものが 206 症例，
齲蝕処置と外科処置を実施したものが 109 症例，
外科処置のみを実施したものが 12 症例であった。

齲蝕処置は乳歯ではコンポジットレジン修復が，
永久歯ではフィッシャーシーラントが多く認めら
れた。外科処置のみを実施した症例のうち 7 例は
外傷による緊急全身麻酔で，抜歯や創部の縫合で
あった。処置時間は最短で 3 分，最長が 5 時間
45 分，平均は 1 時間 47 分であった。在院日数は
1 日（日帰り）が 216 例，2 日（1 泊入院）が 111
例であった。周術期合併症として，術後嘔吐を呈
した症例が 9 例あったが，他には認められなかっ
た。来院経路として，全身麻酔下での歯科治療を
目的とし，他歯科医院からの紹介が 93 名を占め
たが，その他は，自意で受診した患者であった。

【考察】
　調査対象期間中の症例数は，平成 26 年度は 46
例であったが，平成 30 年度は 90 例と，経年的に
増加傾向にあり，主に多数歯齲蝕症例について，
低年齢児・障害児を対象に広く適用されているこ
とが示された。また，半数以上が日帰りで，周術
期の合併症も少なく，患者や保護者の負担軽減に
寄与しているものと考えられた。一方で，当診療
所での全身麻酔下歯科治療は一度で完結すること
を基本としているため，全身麻酔を 2 回行った症
例は齲蝕の再発および再治療が主であった。全身
麻酔下歯科治療後は，行動変容および齲蝕予防処
置を定期的に実施することを基本としているが，
これら再発・再治療症例を認めたことから，更な
る対応策の必要性が示唆された。

【結論】
　歯科治療に協力が得られない小児・障害児に対
する全身麻酔下歯科治療は，有用な対応法である
が，一方で，齲蝕の再発・再治療によって再度全
身麻酔を行う場合もあり，対応策が必要であると
考えられた。

O-1-01
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小児在宅診療における患児の精神安定に Smart Phone が用いられている現実の一例
An example of the reality that Smart Phone is used for the mind stability of the affected child 

in the children at-home medical treatment

○加賀谷　昇＊　小林美生＊　若井広太郎＊＊　根岸由香＊＊　圡田裕美＊＊

Noboru Kagaya＊, Miki Kobayashi＊, Kohtarou Wakai＊＊, Yuka Negishi＊＊, Hiromi Tsuchida＊＊

（＊加賀谷歯科医院（東京都文京区） ＊＊筑波大学附属大塚特別支援学校（東京都文京区））
Kagaya dental clinic＊, Special Needs Education School for the Mentally Challenged, University of Tsukuba＊＊

O-1-02

【目的】
　SmartPhone（スマートフォン：略してスマホ）
は，小型の電話と情報端末を融合した［Smart＝
賢い］携帯端末の事で，今や人々の生活に必須の
物となっている感があるが，その功罪も指摘され
ている。日本小児科医会では，［スマホに子守り
をさせないで］［見直しましょう。メディア漬け
の子育て］と言うキャッチコピーと共に，ポスター
等を製作し問題提起を行っている。そこで現実は
どうなのか，訪問歯科診療の現場状況から報告の
上，考察する。

【対象と方法】
　当初の依頼患者はH.29生の13トリソミー男児。
気管切開-常時人工呼吸器装着で外来受診困難よ
り，あおぞら診療所墨田と家族から訪問による口
腔のケア依頼を受け，H.31.4.12 初診。上には H.1
生の長男，H.23 生の次男，H.25 生の長女が居り，
皆 ADHD との事。患児は全身のタッチケアから
始め，口腔へ。衛生と機能のケアを指，Form 
Stick（口腔ケアスポンジ），歯ブラシを用いて実
施。歯石の除去は手用スケーラーにて行い，歯面
研磨はコードレスハンドピースを活用した。関わ
りの形が出来てくると，拒否が激しく歯科受診出
来ずにいた兄弟の相談も受ける事となり，一緒に
在宅対応。始めは警戒心から近寄ろうとしなかっ
たが，徐々に打ち解け，口腔の健査からケアまで
行えるようになった。

【結果】
　兄弟間では，やはり長兄が全体の調整役であり，
テレビ番組選択などの決定をしていた。口腔内診
査も長兄が先行する事で，弟妹に対するモデリン
グとなり，受け入れの誘導となった。日によって
は騒がしく落ち着きが得られないが，スマホやタ
ブレット PC 等を渡すと，一瞬にしてゲームや
YouTube に入り込み，静かになるという光景〈図
1〉に何度も遭遇した。映像を見せながらケアす
る様な時もあり，決して褒められた形ではないが，
その内容やキャラクターの話が切っ掛けになり，
抵抗を薄れさせ，親しみを持って頂けたのもまた

事実である。

〈図 1〉集中し落ち着きが得られている ADHD 児
　これらの媒体は視力や聴力，脳に与える影響な
ど様々な難点が挙がる物ではあるが，視覚優位の
特徴が見受けられる ADHD 児が集中・鎮静する
のならば，状況によって利用せざるを得ない。そ
こで，自身が監修し出演している口腔体操の映像
を見せ，実物と一緒に行う事で現実の面白さを体
感願った所，興味は得られたが，持続性は難しい
と感じた。

【考察】
　他者による別場面においても同様の体験は多
く，利便性から来るこれらへの依存（嗜癖）は一
般的である事を実感する。現実逃避などの心理的
な事柄も含めると根は深い。時間を決めるといっ
た節度を持つ事のみならず，観た映像等について
感想を聞き，答えるといった対話を重視する時間
を取る事で，良悪の判断力を含む，様々な感性を
育んで行くものとして活用しては如何かと考え
る。より良く共存する方向性を探る事が，何より
肝要である。

【文献】
 1） 清川輝基・内海裕美：子どもが危ないスマホ

社会の落とし穴，少年写真新聞社，東京，
2018，pp.2-158．

 2） 樋口進：スマホゲーム依存症，内外出版社，
東京，2018，10-223．他．尚．発表に際し
COI は無い．



90 58th JSPD

先天性無痛無汗症児における口腔管理

伊藤三智子，＊五十川伸崇

（いとう歯科（多治見市），＊国立成育医療研究センター（東京都世田谷区））

【目的】
　先天性無痛無汗症は全身性の無痛と無汗を伴う
先天性の疾患であり，遺伝性感覚自律神経性
ニューロパチー（HSAN）Ⅳ型に分類される。本
邦でも 100 名が確認されているが，その 2～3 倍
程度の患者がいるとされている 1）。本症の臨床的
特徴は無痛，無汗，骨折，関節脱臼，Charcot 関節，
骨髄炎，化膿性関節炎，知的障害，自傷行為など
がある。無汗であるため高体温になりやすく，熱
性けいれんの発症率が 46％と通常よりも高く，
生後 6 ヶ月以内に起こすことが多い。また，乳児
期の特徴としては，歯の萌出とともに咬傷を認め
る。
　今回，生後 16 ヶ月で咬傷を認め，3 歳現在ま
で歯科的管理を行っている無痛無汗症児の舌尖部
潰瘍の治癒に難渋した一例を経験したので，報告
する。尚，発表に際し文書にて保護者の承諾を得
ている。

【症　例】
　1 歳 4 ヶ月　女児　

【既往歴】
　生後まもなくより原因不明の発熱を繰り返し
た。生後 5 ヶ月頃，総合病院小児科に検査入院し
た際，注射針挿入時に無反応であったため「無痛
無汗症」が疑われた。再検査で入院中，ベッドの
枠に足をはさみ，右足膝を骨折。3 ヶ月間ギブス
着用された。その際に無痛無汗症と診断された。

【現病歴】
　1 歳 3 ヶ月頃，舌の咬傷のため総合病院にて口
腔内保護プレート（保護プレート）を装着するも，
プレートに装着された誤飲防止のための糸を引い
てしまい口腔内に維持できなかった。舌尖部の難
治性潰瘍を主訴として，保護プレート新製を希望
し来院した。

【現　症】
　全身所見：ずりばいにて 5 歩程度の移動は可能
であり，食事は大さじ 1 杯程度のご飯を時間掛け
て摂取していた。卒乳できておらず，3 時間おき
に母乳摂取していた。来院時，舌尖部には，3 箇
所の白斑を伴う潰瘍痕を認めた。歯列は，第一乳
臼歯までの萌出を認めた。

【経過および考察】
　既存の個人トレーを用いて印象採得を行った。
印象材は，咽頭への流動防止のためにモデリング
コンパンドを用いたが，圧接時間等の問題もあり
精密な印象採得ができなかった。また，シリコン
印象材や寒天印象材でも試みたが，保護プレート
作製が可能な印象採得はできなかった。結果的に，
固めに練ったアルジネート印象材にて印象採得を
行った。保護プレートは EVA 樹脂シート（エチ
レン酢酸ビニル共重合樹脂）2 mm を用いて吸引
圧接し作成した。
　患児が帰宅後，保護プレートを外してしまい常
時使用には至らなかった。自宅において母親が辛
抱強く装着を試みたが，装着時間は改善されな
かった。再作成（作業模型は同じ）を行い義歯用
リベース材にてリベースを行い装着した。前回よ
りも少々装着時間は改善されたものの，舌尖部の
潰瘍に顕著な改善は認めなかった。右の舌側面に
新たな潰瘍ならびに歯の動揺を認めため，カルボ
セメントにて保護プレートを合着した。1 週間毎
に経過観察ならびに口腔内清掃を行ったところ，
2 週間後に潰瘍は完治した。1 歳 9 ヶ月時に第二
乳臼歯の萌出が開始した。これに伴い，新たに舌
尖部ならびに頬粘膜の咬傷を認めた。再度印象採
得を行い，保護プレートを作成しカルボセメント
にて合着した。その後，数回にわたり保護プレー
トの作成，装着を行った（1 歳 11 ヶ月まで）。2
歳 2 ヶ月時に再度潰瘍を認めるが，プレート装着
は 2 週間と短縮された。以降現在に至るまで（2
歳 11 ヶ月），軽度な潰瘍は認めるものの，重症化
には至っていない。

【結果】
　治療に対し協力を得られない乳児期の無痛無汗
症児に対し，口腔内粘膜潰瘍治癒のための保護プ
レートをセメント合着し固定式としたことと 1 週
間毎の経過観察および口腔内清掃により，良好な
結果が得られた。

【文献】
 1） 厚生労働省障害者総合福祉推進事業，改訂版 

先天性無痛無汗症，2011，p 34-36．
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小児閉塞性睡眠時無呼吸症への歯科的対応の一例
A case report of orthodontic treatment and MFT to pediatric obstructive sleep apnea

○清水清恵，汐川由依奈，寳福静香，石川文子
Kiyoe Shimizu, Yuina Shiokawa, Shizuka Hofuku, Ayako Ishikawa

（清水歯科クリニック（東京都江戸川区））
Shimizu Dental Clinic 

O-1-04

【緒言】
　 小 児 の 睡 眠 呼 吸 障 害（Sleep-Disordered 
Breathing；SDB）は日中の行動，学業成績，循
環器疾患の惹起，顎顔面を含む身体の成長発育な
ど子どもの成長発育全般に大きな影響を与える。
小児 SDB の多くは閉塞性睡眠時無呼吸症（ob-
structive sleep apnea；OSA）であり，アデノイド，
口蓋扁桃肥大による気道の閉塞が主な原因であ
る。従って第一選択の治療方法はアデノイド切除・
口蓋扁桃摘出術（adenotonsillectomy；AT）と
されている。しかし，近年，術後の残存 OSA や
軽症 SDB に対する保存治療が検討される中で，
顎顔面形態の異常に対しては矯正歯科治療が，口
腔機能の問題（口呼吸，低位舌など）に MFT が
応用され，残存 OSA，SDB に効果を認めたとの
報告がされている。矯正治療を主訴に来院した小
児に OSA が発見され，医療連携のもと，矯正歯
科治と MFT を行なったので報告する。本報告へ
の保護者の同意は得ている。

【症例】
患児：初診時 6 歳 2 か月男児
主訴：叢生，矯正歯科治療希望
既往歴：アレルギー性鼻炎
一般所見：睡眠中の鼾と呼吸停止，鼻閉と重なる
と胸が陥没，注意欠如・多動症（ADHD）様の
落ち着きのなさを認めた
口腔内（歯列模型所見）：舌小帯短縮症有　舌の
可動域は小さく，舌食べ，異常嚥下癖有
上下歯列弓幅は 1SD を超え小さい
頭部 X 線規格写真所見：SNA78°SNB77.5°と上
下顎とも後退位もしくは劣成長を示す所見を認
め，Fx82°と下顎の後方への回転も認めた

【処置及び経過】
　叢生が主訴ではあるが，3 歳より睡眠中の大き
な鼾を認め，5 歳頃からは呼吸停止や陥没呼吸を
認めているにも関わらず近医で経過観察となった
事に母親が不安を覚え，当院が医療連携のもとで
包括的な矯正治療を行なっている事を知り来院し

たと問診で聴取した。矯正治療は OSA の治療法
として確立されたものではない事，診断，治療は
医科で行うべきことを説明，睡眠専門医へ紹介し
た。精査の結果，小児 OSA 中等症と診断，アデ
ノイド切除術が第一選択だったが，保護者が希望
せず保存療法が選択された。睡眠専門医と相談の
上，小児 OSA の補完的治療として有効との報告
があり，当該患児の不正咬合の治療に適当と考え
られた急速上顎拡大（RME），上顎前方牽引，
MFT，下顎歯列弓のアップライト，を行った。
保存療法との相乗効果で臨床症状は緩解し，医科
で効果判定の検査を行った。顎顔面歯列形態，施
設外睡眠検査，終夜睡眠ポリグラフィー検査の結
果を以下の表に示す。

【考察】
　小児 OSA に対しては矯正治療が有効とする報
告を散見する一方，症例によっては矯正治療によ
り AHI が悪化したとの報告もあり，補完治療と
してのプロトコールはまだ確立されていない。
OSA に対する治療効果の判定は臨床症状だけで
なく PSG 検査が必須である。本症例は検査当日
風邪に罹患し，その影響で期待していたほどの
AHI の改善は得られなかったが，閉塞性無呼吸
の消失や睡眠の質は保たれていることがわかり保
護者が安心するに至った。医療連携のもと，実績
を積み，子どもたちの健康のために真に貢献でき
る小児歯科医療の提供を目指し，今後も取り組み
たい。
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日本人を対象とした永久歯の発育段階別年齢の同定
Identification of permanent tooth dental age at each development stage among Japanese

○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 General and Pediatric Dental Clinic

【目的】
　歯列の状態から口腔の成長と発達を診査するこ
とは，小児の歯科治療計画を立案する上で重要な
要素の一つである。歯列の評価法の一つとして，
永久歯の発育段階から歯年齢を算出する方法が挙
げられる。しかし，日本人を基準とした算出方法
は報告されておらず，外国人を基準とした算出方
法が用いられている。
　そこで今回，現代の日本人で撮影されたパノラ
マエックス線写真を用いて，日本人の歯年齢の算
出方法の確立を試みた。

【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），
チームホワイトデンタルクリニック西川歯科（大
阪市），医療法人時和会クレモト歯科診療所（大
阪府堺市）を受診した患者のうち，平成 30 年よ
り過去 6 年間でパノラマエックス線写真を撮影し
た日本人男女 1024 名（3～18 歳，男女別各年齢
32 名）を対象とした。なお，全身疾患，口唇口
蓋裂，萌出不全，萌出遅延，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．方法：北欧の小児を対象にした 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，根尖閉鎖期に分類し，
パノラマエックス線写真から第三大臼歯を除く上
下顎 28 歯種の発育段階を評価した。その後，各
歯種の発育段階別平均年齢を算出し，Haavikko1）

による報告との比較を行った。
　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．各歯種の発育段階別平均年齢

（1）左右差：男女ともに，左右同一歯の間には全
ての発育段階において有意差はなかった。

（2）男女差：歯根完成期では，上顎の側切歯，犬
歯，第二小臼歯，第二大臼歯，下顎の中切歯，犬
歯，第一小臼歯，第二小臼歯，第一大臼歯，第二
大臼歯で女性が男性と比べて有意に早かった。歯
根完成期では，上顎の中切歯，側切歯，犬歯，第
一大臼歯，下顎の側切歯，犬歯，第一小臼歯，第
一大臼歯で女性が男性と比べて有意に早かった。
2．Haavikko1）による報告との比較
　歯冠完成期では，男性の上顎の中切歯，側切歯，
犬歯，第一大臼歯，第二大臼歯，下顎の側切歯，
犬歯，第一小臼歯，第一大臼歯，女性の上顎の中
切歯，側切歯，犬歯，第一大臼歯，第二大臼歯，
下顎の犬歯，第一小臼歯，第二大臼歯で日本人の
方が 1 年以上遅かった。歯根完成期では，女性の
上顎第二大臼歯，下顎犬歯で日本人の方が 1 年以
上遅かった。

【考察】
　左右差の検証から，歯の形成不全や先天性欠如
は，反対側同一歯の発育段階を評価することでス
クリーニングできる可能性が示唆された。男女差
の検証からは，歯冠完成期や歯根完成期，あるい
はその両方で女性の発育が早い傾向を認めた。ま
た，12 歳以降で歯根完成期に至る第二小臼歯と
第二大臼歯で有意差がないことから，男性の第二
次性徴により女性に追いつく現象が推察された。
さらに，北欧の小児のデータを基にした Haavik-
ko1）による報告との比較では，人種間や時代の変
化によって，幼児期における歯の形成速度が異な
ることが示唆された。

【文献】
 1） Haavikko, K：Suom Hammaslaak Toim, 66：

103-70, 1970.
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幼児期における舌小帯短縮症の調査　第 2 報：相関
Survey of lingual frenulum anomaly of early childhood　Part2：Correlation

○近藤亜子，津金裕子，安村真一，飯沼光生，犬塚勝昭＊，齊藤正人＊＊，木本茂成＊＊＊

Tsuguko Kondo, Hiroko Tsugane, Shin-ichi Yasumura, Mitsuo Iinuma, Katsuaki Inuzuka＊, 
Masato Saito＊＊, Shigenari Kimoto＊＊＊

（朝日大・歯・小児歯，＊いぬづか子供歯科クリニック（浜松市），＊＊北医療大・歯・小児歯，＊＊＊神歯大・小児歯）
Asahi Univ. Dept. Pediatric Dent., ＊Inuzuka Child Dental Clinic, ＊＊Health Sciences Univ. Hokkaido Dept.

 Pediatric Dent., ＊＊＊Kanagawa Dental Univ. Div. Pediatric Dent.
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【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。前回の小児歯科学会では，幼児期
の舌小帯短縮症の頻度について発表した 1）。
　今回は，年齢間および形態と機能との相関につ
いて報告する。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得て
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。年齢間および各項目間の相
関関係を検討した。統計処理は，χ2 検定および
クラメールの関連係数を行った。

【結果】
1．年齢間（χ2 検定）
①形態は，小帯起始部と停止部の位置に有意差が
みられ，起始部は年齢が大きくなるにつれて顎堤
の割合が増加した（p＜0.001）。停止部は 4 歳よ
りも 5，6 歳の方が舌尖部に近くなった（p＜0.05）。
②機能は，前方（p＜0.05），側方，垂直運動，ポッ
ピングに有意差がみられ（p＜0.001），各項目と
もに年齢が大きくなるにつれて可動域も大きくな
り，指示通りに動かすことができた。
③機能障害については，構音は年齢が増すごとに
明瞭になり（p＜0.01），摂食は 5，6 歳と比較し，
4 歳の食べこぼしが多かった（p＜0.01）。

④歯列咬合は，5 歳の正中離開が 4，6 歳に比べ
て多く（p＜0.01），咬合関係は 4 歳の上顎前突が，
6 歳に比べて多かった（p＜0.01）。
2．形態と機能との相関（クラメールの関連係数）
①長さと機能は，長さ（1 cm 未満）と側方運動（舌
尖が口角につかない），垂直運動（舌尖が上顎切
歯乳頭につかない），前方運動（舌尖が下顎切歯
舌側までしか出せない）の順で弱い関連が認めら
れた（V＝0.236）。
②肥厚と機能は，肥厚（高度）と垂直運動との間
に弱い関連がみられた（V＝0.106）。
③舌尖の形態と機能については，舌尖（ハート型）
と垂直運動（図），側方運動との間に関連がみら
れた（V＝0.356）。また前方運動，構音，ポッピ
ングの順で弱い関連がみられた（V＝0.234）。

〈図〉舌尖の形態と垂直運動との関係
【考察および結論】
　年齢間では機能については相関が認められ，年
齢が増すごとに可動域が大きくなり指示通りに動
かすことができた。また形態と機能は，小帯の長
さや舌尖の形態と前方，側方，垂直運動との間に
相関があることが明らかとなった。

【文献】
 1） 津金裕子他：幼児期における舌小帯短縮症の

調 査 第 1 報： 頻 度， 小 児 歯 誌，57：203，
2019．
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多数歯の埋伏を伴う含歯性嚢胞の一例
A case of dentigerous cyst with multiple impacted teeth

○石橋　淳 1,2），有田憲司 2）

Jun Ishibashi, Kenji Arita＊

（1）いしばし歯科クリニック（京都府），2）大歯大・歯・小児歯）
1） ISHIBASHI Dental Clinic, 2） Osaka Dental Univ. Dept. Pediatric Dent.

【目的】
　含歯性嚢胞は形成過程中のエナメル上皮に由来
すると考えられており，埋伏歯の歯冠の一部もし
くは全部を含む歯原性嚢胞の一種である。小児の
含歯性嚢胞の発生頻度は成人よりも高く，小児歯
科臨床においてはしばしば遭遇する。今回，11
歳の男児に発現した含歯性嚢胞により 3 歯の埋伏
および転位を生じた一例を経験し，患児および保
護者の発表についての同意を得たので報告する。

【対象および方法】
　初診時年齢 11 歳 1 か月の男児。「下の左右の奥
歯が痛い」ことを主訴に来院した。この主訴につ
いては，下顎第二乳臼歯の萌出交換痛と判断した
が，口腔内所見で上顎左側の萌出交換異常を認め
たため，パノラマエックス線写真撮影を行ったと
ころ，上顎前歯部から大臼歯部に及ぶ透過像を認
め，上顎左側犬歯は同側第一大臼歯頬側まで転位
していた。連携している総合病院の口腔外科に紹
介し，コンピュータ断層撮影（CT）を含めた検
査の結果，3 歯の埋伏を伴った含歯性嚢胞との診
断を得た。

〈図 1〉初診時口腔内写真およびエックス線写真

　多数歯欠損の可能性のために，将来的な補綴や
矯正治療を含めた診断が必要であったため，精密
検査を行い，診断および説明後に口腔外科にて含
歯性嚢胞の開窓術を行った。
　術後 6 か月後に上顎にリンガルアーチ装置を装
着し，中切歯の牽引を開始した。術後 19 か月時
点で，開窓部の骨量が一定量回復し，埋伏してい

た犬歯の自発的な移動が落ち着いたため再診断を
行った。その後マルチブラケット装置を装着し，
歯根の異形成が強かった第一小臼歯を抜歯し，右
側は犬歯・大臼歯関係アングルⅠ級を，左側は犬
歯関係Ⅰ級・大臼歯関係Ⅱ級を目指して咬合治療
を行った。口腔衛生状態に問題があったため，予
定していた咬合状態がほぼ得られた時点で 5 年半
の動的治療を終了した。治療後の CT 像では，側
切歯および犬歯において歯根 1/2 ～ 1/3 までしか
歯槽骨を認めず，術後の骨量の回復に限界があっ
たことが考えられた。ホーレータイプリテーナー
を装着した保定開始 1 年後の時点では，機能的な
咬合が維持されており，今後も経過を注視してい
く予定である。

〈図 2〉動的治療終了時の口腔内写真およびエッ
クス線写真

【考察】
　成長期の小児における大きな骨欠損を伴う嚢胞
摘出術とその後の咬合治療の際には，事前に綿密
な治療計画の立案と，定期的な客観的評価，それ
に即した治療計画の修正が必要であると考えられ
た。

O-1-07
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小児の口唇閉鎖力と口腔内を含む関連要因の研究
―口唇閉鎖習慣と姿勢―

○諏訪間加奈，野上有紀子＊，葭原明弘
Kana Suwama, Yukiko Nogami＊, Akihiro Yoshihara

（新潟大・院医歯・口腔保健学分野，＊新潟大・院医歯・小児歯）
Niigata Univ. Dept. Oral Health and Welfare and Niigata Univ. Dept. Pediatric Dent

O-2-01

【目的】
　口腔機能低下の予防には，特に乳幼児から学童
期にかけて良好な口腔・顎・顔面の成長発育およ
び適切な口腔機能を獲得し，口腔機能の維持・向
上を図ることが重要である 1）。平成 30 年度診療
報酬改定では，小児口腔機能管理加算が新設され
るなど小児の口腔機能が注目されている。
　口腔機能が正常に働くには，適切な口唇の閉鎖
が不可欠である。そこで，本研究では学童におけ
る口唇閉鎖力の実態および関連要因を明らかにす
るため調査をおこなった。

【対象と方法】
　対象は新潟県内の Y 小学校 1～6 年生のうち，
同意が得られた 341 名とした。調査では，口唇閉
鎖力の測定とその保護者に自記式アンケートを実
施した。口唇閉鎖力の測定には，医療機器・歯科
用口唇筋力固定装置「りっぷるくん」（松風製）
を使用し，3 回の測定を実施した。
　アンケートでは，口唇閉鎖力に関係すると考え
られる口唇閉鎖習慣，姿勢，鼻づまり，いびき，
呼吸についてなど 10 項目を質問項目とした。
　分析では，学年間における口唇閉鎖力の比較を
1 元配置分散分析と Scheffe の多重比較法，口唇
閉鎖力とアンケート項目の関連については welch
の検定を実施した。

【結果】
　学年間における口唇閉鎖力については，1 年生
と 3～6 年生，2 年生と 5 年生，3 年生と 5 年生で
学年が高いほど口唇閉鎖力が有意に大きくなっ
た。
　口唇閉鎖力とアンケート項目との関係について
は，3・4・6 年生において「日中常に口が開いて
いる」，「姿勢がよく気になる」と回答したもので
有意に口唇閉鎖力が小さかった。また，4 年生に
おいて「口で呼吸する」もので有意に口唇閉鎖力
が小さかった。

〈表 1〉学年間における口唇閉鎖力の比較

〈表 2〉口唇閉鎖力とアンケート項目との関係

【考察】
　本研究の結果から，口唇閉鎖力は学年が高くな
るに伴い増加する傾向であった。1～3 年生では
その増加が顕著であったが，4 年生以降では緩や
かであった。また，3・4・6 年生では，口唇閉鎖
力と日中の口唇閉鎖習慣，姿勢，呼吸の方法が関
連していることが考えられた。これらが改善可能
な場合，日常生活で正しい口唇閉鎖習慣や呼吸方
法，姿勢の改善をすることで口唇閉鎖力が向上す
る可能性あり，学校歯科健診時の指導において新
たな方向性が示唆された。

【文献】
 1） 厚生労働省：平成 26 年診療報酬改定の概要，

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujo-
uhou-12400000-Hokenkyoku/0000039902.pdf

（2019.06.04 アクセス）
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小型 3D カメラを応用した小児の口腔機能評価における基準点の検討
Investigation points for evaluation of oral function in childrenapplied with a compact 3D camera

○山本祐士，金田尚子，岩下洋一朗＊＊，橋口真紀子，伴　祐輔，佐藤秀夫＊，山﨑要一
Yushi Yamamoto, Hisako Kanada, 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】
　小児期は顎顔面領域の形態ならびに機能が顕著
に発達し，摂食嚥下機能や口腔機能を獲得する重
要な時期である。小児歯科医による適切な評価と
介入は必要かつ不可欠だが，機能評価は形態評価
と異なり，客観的な基準や定量化された測定方法
が確立されていない。
　本研究では，小型 3D カメラを応用し顔面上に
設定した任意の点を測定することで，口腔機能の
定量化を図った。今回，任意の点を抽出し，その
位置情報から 2 点間距離を算出し，再現性と精度
を検証することで，口腔機能評価の基準点として
の可能性を検討したので報告する。
　本研究は，本学疫学研究等倫理委員会（承認番
号 170082 疫-改 1）にて承認済みである。

【対象と方法】
　 小 型 3D カ メ ラ は，Microsoft XBox One Ki-
nect Sensor®（Kinect）を採用した。Kinect は，
対象をマーカーレスで認識可能で，三次元位置情
報を 30fps で記録することができる。Kinect を制
御するアプリケーション Face Tracking にて，
顔面上の抽出した点を設定し測定するプログラム
を作製した。
　定型発達児 1 名（女児，8 歳 7 か月）を対象と
し た。Kinect と 被 験 者 の 距 離 は，80 cm，100 
cm，120 cm，140 cm に設定した。Kinect の正
面に被験者を回転台上に可及的に静止させたま
ま，左右に 15°，30°，45°ずつ水平方向に回転させ，
10 秒間の測定を各条件で 3 回実施した。
　基準点は右側外眼角（EoR），左側外眼角（EoL），
両側外眼角の中点（EoC），前頭部中央（FHC）
とし，EoR-EoL，EoC-FHC の 2 点間距離を算出
した（下図）。測定値は Kinect で取得した値，実
測値は 2 点間距離をデジタルノギスで測定した値

とし，誤差は測定値と実測値の差と定義して，測
定値と誤差の標準偏差を求め，基準点の再現性と
精度を検討した。

【結果】
　測定距離 100 cm，回転角度 15°の条件で，
EoR-EoL は測定値が 76.61±0.04 mm，誤差が 0.61
±0.04 mm であり，EoC-FHC は測定値が 43.34
±0.31 mm，誤差が 1.07±0.29 mm であった。

【考察】
　Face Tracking は，顎顔面の形状に基づいて点
の位置を予測し決定する。FHC は解剖学的特徴
に乏しい軟組織上の点であるが，Face Tracking
の特徴を生かすことで，点の位置情報のばらつき
を可及的に減少させたと考えられた。一方で，外
眼角は境界明瞭であり，認識が比較的容易である
ことから，EoR と EoL ならびに外眼角の影響を
受ける EoC の再現性と精度は十分であると考え
られた。
　抽出した基準点は，測定値と誤差を考慮する必
要があるが，顔面の正中線や正中面などに応用可
能なことから，口腔機能評価において汎用性の高
い点となり得ることが示唆された。

O-2-02
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小型 3D カメラを応用した口唇動作による口腔機能の定性化の検証
Verification of qualitative oral function by lip motion applied with a compact 3D camera

○金田尚子，山本祐士，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, 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.

O-2-03

【目的】
　近年，定型発達児における口腔機能発達不全へ
の関心が高まっている一方で，機能評価や対応に
苦慮する場合が多く見られる。その理由として，
口腔機能の客観的評価の困難さが考えられ，新た
な評価方法の確立が求められている。
　本発表では，口腔内うがい時の口唇動作に着目
して，小型 3D カメラにより口腔機能の定性化を
図ったので報告する。
　本研究は，本学疫学研究等倫理委員会（承認番
号 170082 疫-改 1）にて承認済みである。

【対象と方法】
　小型 3D カメラは Microsoft XBox One Kinect 
sensor®（Kinect）を採用し，アプリケーション
Face Tracking にて顔面を認識させ，前頭部中央

（FHC），両側内眼角の中点（EiC），両側外眼角
の中点（EoC）を抽出し，3 点からなる面を基準
平面とした（図 1）。右側口角（R）と左側口角（L）
の三次元位置情報を取得し，各点から基準平面に
対して最短距離を算出するプログラムを作製し
た。
　対象は成人 3 名，定型発達児 4 名（平均 7 歳 6
か月）とし，試料は水 5 mL，10 mL，15 mL を
用いた。口唇動作は試料を口腔内に含んで口唇閉
鎖させ，左右交互に動かすよう指示した。
　得られた数値データを運動波形として抽出し，
基準平面に対する左右の最大値ならびに最小値を
ｔ検定にて比較し統計学的に検討した（図 2）。

【結果】
　今回作製したプログラムで測定することにより
口唇動作を基準平面に対する運動波形として抽出
することが可能となった。成人は 5 mL で左右の
最大値ならびに最小値に有意差を認め（P＝0.012，
P＝0.022），定型発達児は 15 mL で左右の最大値

ならびに最小値に有意差を認めた（P＜0.001，P
＜0.001）。

【考察】
　試料 5 mL は成人の口腔容積に対して少量であ
り，口唇を含めた口腔周囲筋をより大きく動かす
ことで基準平面に対し左右差が生じたと考えられ
た。一方で，試料 15 mL は定型発達児の口腔容
積に対して多量であったことから，口腔周囲筋を
左右均等に動かすことが困難であったと考えられ
た。また，成人は 10 mL，15 mL，定型発達児は
5 mL，10 mL において口腔容積に対して適切な
量であったことから，基準平面に対し均等な口唇
動作が可能であったと考えられた。
　顔面上に基準平面を設定したことにより，口唇
動作の運動波形を抽出したことで，評価や対称性
の検討が可能となった。今後は，得られたデータ
により発達不全症の判定基準の設定や，評価結果
に基づいた介入方法の確立を目指していく。
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口唇閉鎖力と口腔形態の関係
Relationship with Oral Profile and lip Pressure

○楊　秀慶，萩原　岳，出口　崇，巻　竜也，白瀬敏臣，内川喜盛，苅部洋行，小谷　航
Hidenori Yoh＊ ＊＊, Gaku Hagiwara, Takashi Deguchi, Tatsuya Maki,

Toshiomi Shirase, Yoshimori Uchikawa, Hiroyuki Karibe＊, Wataru Kotani＊＊

（日歯大病院・小児歯，＊日歯大・生命歯・小児歯，＊＊コンシェル歯科・東京都千代田区）
Dept. of Pediatric Dentistry, The Nippon Dental University Hospital, 

＊School of Life Dentistry at Tokyo, ＊＊ Concier Dental Clinic

【目的】
　口腔機能発達不全症において口唇閉鎖不全は，
構音および咀嚼機能に影響し，バクシネータメカ
ニズムの不安定化による歯列不正を招く可能性が
あるため早期改善が求められる。
　小児歯科医として健全な口腔機能を有する永久
歯列育成を補助するために，最適な口唇閉鎖力と
口唇閉鎖力に影響する要因を解明することは重要
である。そこで，口唇閉鎖力に影響を及ぼす因子
を解明するために第 56，57 回本学会学術大会に
て，成人の上下唇の前後的（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 1,2）。本研究の目的は，成人男女の口
唇閉鎖力と口腔形態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審査委員
会：承認番号 NDU-T2017-20）

【対象と方法】
対象：本研究参加に同意し , 研究用模型を採取で
きた成人男性 40 名，女性 31 名（19～37 歳，平
均年齢 23.8 歳）。
調査項目：口唇閉鎖力（LP），研究用模型から得
られた Overjet（OJ），Overbite（OB），歯槽頂
から上唇小帯付着位置の距離（付着位置）。
口唇閉鎖力測定：りっぷるくん®（株式会社松風，
京都）を使用。被験者の頭部を測定者が固定し，
測定用ボタンと測定器本体間はリガチャーワイ
ヤーで連結して 5 回の測定を行い，最大値と最小
値を除外した平均値を被験者の値とした。
　口唇閉鎖力と OJ，OB，付着位置の関連につい
ては，Mann-Whitney の U 検定を用いて検討を
行った。

【結果】
　被験者の男性（22～37 歳，平均 25.3 歳），女性

（19～30 歳，平均 22.4 歳）の各計測項目の中央値
は男女順に LP：8.78N，7.17N，OJ：3.45 mm，3.5 

mm，OB：2.1 mm，2.4 mm， 付 着 位 置：4.9 
mm，3.9 mm であり，LP のみ男女間に有意差が
認められた（p=0.004）。
　また OJ，OB，付着位置は，男女ごとに中央値
以上と以下でグループ①，②に分類し，各グルー
プ間の LP の平均値を比較した。その結果，OJ
は男性 ①8.99N，②8.71N，女性 ①7.52N，②7.49N，
OB は男性 ① 8.67N，② 9.02N，女性 ① 8.09N，
② 6.88N，付着位置は男性 ① 9.07N，② 8.35N，
女性 ① 7.16N，② 7.96N であった。各計測項目に
おいて男女別に LP を比較したが , 有意差は認め
られなかった。また，男女別に矯正治療歴の有無
により LP を比較したが，有意差は認められな
かった。

【考察】
　本研究では，既報告である側貌と口唇閉鎖力の
結果 1,2）から，Overjet が大きい場合は口唇閉鎖
力が低いことを想定し，成人の研究用模型を用い
て Overjet，Overbite，上唇小帯の付着位置と口
唇閉鎖力との関連について評価したが，各項目に
おいて有意な差はみられなかった。一方，口唇閉
鎖不全と密接に関連すると思われる Overjet に関
して，日本矯正歯科学会は，外傷予防を目的とし
て上顎前突治療を開始する基準として Overjet 3 
mm 以下に減少させることが有益であると提言し
ている。今後も健全な口腔機能を保持するための
口唇閉鎖力について解明するために，顔貌と口腔
形態について詳細に検討する予定である。

【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．

 2） 出口　崇，楊　秀慶他：側貌と口唇閉鎖力の
関係　第 2 報　～若年成人男性について～,
小児歯誌，57（2），266，2019．
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小児のスプーンを用いた捕食時口唇圧に食品の差異が及ぼす影響
Influence of food differences in lip closing pressure during food capture with a spoon in children

○笹川祐輝，中村由紀，中島　努，築野沙絵子，朴沢美生，五月女哲也，岩瀬陽子，齋藤一誠，早崎治明
Yuki Sasakawa, Yuki Nakamura, Tsutomu Nakajima, Saeko Tsukuno, Mio Houzawa,

Tetsuya Sotome, Yoko Iwase, Issei Saitoh, Haruaki Hayasaki

（新潟大・院医歯・小児歯）
Niigata Univ. Div. Pediatric Dent.

O-2-05

【目的】
　人は離乳食の開始とともに介助によって食品を
口腔内に取り込むことを学習し，その後は手掴み
食べを経て，最終的には食具を用いた摂食動作の
獲得にいたる。これら摂食動作の習得を円滑に進
めるためには発達段階に合わせて正しい順序を踏
むことが重要とされており 1），なかでも捕食動作
については，食具の使用が摂食機能の獲得と関連
があると考えられている。我々はこれまでに，捕
食時の動作や口唇圧の解析から，食品の粘性やそ
の量の違いが捕食時の口唇閉鎖機能へ与える影響
について，若年成人（20 名）の特徴を明らかに
した 2）。本研究では，小児を対象とした解析を行
い，成人との比較検討から，小児期における捕食
時の口唇閉鎖機能の特徴を検討した。

【対象と方法】
　健康な小児 12 名（平均年齢 6 歳 7 か月）を対
象とした。捕食時の動作と口唇圧の同時計測シス
テムを構築し，動作計測には光学三次元動作解析
装置（VICON：Vicon Motion Systems）を，口
唇圧計測には小型圧センサ（PSS-AE：共和電業）
を埋入したステンレス製スプーンをそれぞれ用い
た。被験動作はスプーンからの自由摂取とし，被
験食品は市販のヨーグルト（ブルガリアヨーグル
ト LB81：明治）とクリームチーズ（キリ：ベルジャ
ポン），それぞれ 2，3，5 g とした。分析区間は
スプーン先端が口腔内に挿入されている区間と
し，この区間における口唇圧波形の解析を行った。
統計解析には Friedman 検定および Mann-Whit-
ney U 検定を用い，有意水準は 5％とした。

【結果】
　捕食時口唇圧は，成人と同様に小児もヨーグル
トよりチーズの方が大きい陽圧を示し，成人と小
児との比較では，チーズにおいて小児の方が有意
に小さい値を認めた（図 1）。また，スプーンの

口腔内挿入時間は食品量の増加に伴い延長し，口
唇圧作用時間は粘性の高いチーズの方が延長し
た。これは成人と共通してみられた変化であった
が，口腔内挿入時間および口唇圧作用時間ともに
小児の方が成人と比較して有意に延長した（図
2）。

【考察】
　捕食時口唇圧の陽圧における被験食品間の差
は，成人と同様に小児でも認められ，食物の性質，
特に付着性が捕食時に口唇を閉じる際の重要な影
響因子となることが示唆された。また成人と小児
との比較においては，口唇圧の大きさや作用時間
およびスプーンの口腔内挿入時間のいずれにおい
ても有意差を認め，口輪筋をはじめ捕食に関わる
運動器官が発達および学習途上であると推察され
た。

【文献】
 1） 長谷剛志：日本食生活学会誌，25：231-235，

2015．
 2） Nakamura Y et al.：Physiol Behav, 214：

112743, 2020.
【会員外共同研究者】
　林　豊彦，櫻井隆佑（新潟大学大学院　自然科
学研究科　情報電子工学）



100 58th JSPD

小児期の機能的顎顔面整形治療における舌圧測定によるモニタリングの応用
Application of monitoring with tongue pressure measurement in dentofacial orthopedics

with functional appliances in childhood

〇竜　立雄
Tatsuo Ryu

（奥羽大・歯・矯正歯科）
Division of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, Department of Oral Growth and Development, 

Ohu University School of Dentistry

【目的】
　機能的顎矯正装置は，歯列周囲の筋・骨格関係
を調和させる顎顔面顎整形的アプローチである。
その治療効果については，治療前後の顎顔面の形
態的評価だけでなく，機能的な治療効果について
も定量化し，明らかにする必要があると考えられ
る。そこで，機能的顎矯正装置を用いて上顎前突
の矯正治療を行った患児の舌圧，口唇閉鎖力，口
蓋容積，鼻腔抵抗値およびスパイロメトリーを経
時的に測定し，顎顔面整形治療における機能的な
治療効果について定量的評価を行ったので報告す
る。

【対象と方法】
　下顎後退による上顎前突と診断され，ファンク
ションレギュレーター（以下 FR-Ⅱ）とツイン
ブロック装置（以下 TBA）を適用した患児 26 名
を 対 象 と し た。FR-Ⅱ 群 13 名（9.1±2.9 歳），
TBA 群 13 名（10.0±3.1 歳） の 2 群 に 分 け た。
初回検査時（T0），装置装着から 6 か月経過時

（T1），1 年経過時（T2）の最大舌圧，嚥下時舌
圧および最大口唇閉鎖力と T0，T2 のセファロ分
析，口蓋容積，鼻腔抵抗値，1 秒量（以下 FEV1）
を測定し，顎顔面整形治療の形態的評価と機能的
評価を行った。

【結果】
　FR-Ⅱ群において最大舌圧は，T0-T1，T1-T2
および T0-T2 間で有意な増加を示し，嚥下時舌
圧は，T0-T2，T1-T2 間で有意な増加を示した。
最大口唇閉鎖力は，T0-T2，T1-T2 間で有意な
増加を示した。一方，TBA群において最大舌圧は，
T0-T1，T0-T2 間で有意な増加を示した。最大
口唇閉鎖力は，T0-T2，T1-T2 間で有意な増加
を示した。FR-Ⅱ群，TBA 群ともに口蓋容積，

FEV1 は T0-T2 間で有意な増加を示した。
【考察】
　下顎の前方移動と上顎の側方拡大によって口蓋
容積が増加し，舌の挙上が容易になり FR-Ⅱ群，
TBA 群ともに最大舌圧が上昇したと考えられた。
嚥下時舌圧において，FR-Ⅱ群のみ有意な増加を
示したことは FR-Ⅱと TBA の装置作用の違いに
よるものだと推察された。また FR-Ⅱ群，TBA
群とも FEV1 が有意な増加を示したことから呼吸
機能の改善に寄与していることが示唆された。

【結論】
　顎顔面矯正治療の治療前後では，下顎の前進に
よる骨格的な形態改善ともに舌機能の向上が治療
効果として認められた。また，機能的顎矯正装置
は可撤式装置であるため，患児と保護者の協力が
治療効果に大きな影響を与えることから，機能的
顎矯正装置の機能的効果を舌圧測定のモニタリン
グにより数値化し，患児および保護者に示すこと
で，装置装着時間の獲得や治療のモチベーション
を向上させる治療ツールとして有用と考えられ
た。

【文献】
 1） Kurabeishi, H., Ryu, T., Nezu, M., Fukui, K.：

Relationship between tongue pressure and 
maxillofacial morphology in Japanese chil-
dren based on skeletal classification, J Oral 
Rehabil 45：684-691, 2018.

 2） 根津　允，竜　立雄，双石博之，海老澤聡一，
福井和德：混合歯列期における不正咬合者の
舌位に関する計測学的評価，東北矯正誌 23

（1）：3-10，2015．
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乳幼児期からの口腔機能育成支援に対する効果の検証
Verification of the effect on support for oral function development from infancy

○寳福静香，清水清恵，汐川由依奈，渡辺幸嗣＊，藤田優子＊，山田由希子＊，原　詩歌＊，牧　憲司＊

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

（清水歯科クリニック，＊九歯大・小児歯）
Kyushu Dental Univ. Dept. Pediatric Dent., Shimizu Dental Clinic

O-2-07

【目的】
　口腔周囲筋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。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。
我々は第 57 回日本小児歯科学会大会にて目的別
評価基準を一部改変したものを用いて不正咬合を
主訴としない検診希望患者と，不正咬合を主訴と
して来院した矯正希望患者では，前者の方が高い
口腔機能を有している可能性があることを，さら
に乳幼児期から口腔保健指導，機能訓練等の指導
を行った小児では初診の検診希望患者，矯正希望
患者よりさらに良好な口腔機能の発達が得られて
いる可能性があることを報告した。今回は乳幼児
期からの歯科院での口腔機能育成支援の効果を検
証するために嚥下機能と口唇閉鎖能の二項目に限
定して比較検討した。

【対象と方法】
　対象は，2015 年 10 月～ 2018 年 5 月，当院に
来院した不正咬合を主訴としない検診希望患者；
G1 と乳幼児期から検診で通院している小児；G2
としの 3～6 歳時点での目的別分類の評価基準（改
変）のうち，健全な口腔機能の獲得がなされてい
るかどうかに直接，関与すると考えられる「咀嚼
と嚥下」（成熟嚥下の獲得を示唆）と「口輪筋と
習慣化」（口唇閉鎖能の獲得を示唆）する 2 項目
について G2 と G1 での評価得点を比較検討した。
2 群間の比較は Mann-Whitney の U 検定を用い
た。

【結果】
　表 1，2 に示すように 3 ～ 6 歳それぞれの年齢
で G2 は，G1 のそれよりも「咀嚼と嚥下」と「口
輪筋と習慣化」の項目について，有意に高い点数
を獲得しており，成熟嚥下の獲得，口唇閉鎖能の
発達があったことが示唆された。

【考察】
　乳児期～幼児期前半では基本的な摂食嚥下の機
能を獲得する時期である。獲得期である乳幼児期
から歯科医院に定期的に検診に訪れ，口腔保健指
導（TBI だけでなく，哺乳のアドバイス，離乳
食指導も含む）や機能訓練（ベロタッチ，マッサー
ジ，ストレッチなど）を受けていた小児の方が，
3 歳以降，初診で訪れた検診希望者より「咀嚼と
嚥下」と「口輪筋と習慣化」の項目について高い
獲得していることから，乳幼児期から歯科が介入
し，保健指導や機能訓練を行うことは成熟嚥下や
口唇閉鎖能の獲得に寄与している可能性があると
考えられる。今後，3 歳以降に来院し定期的に指
導を受けた小児との比較も行い，習熟期からの介
入との差の有無も調べていきたい。

〈表 1〉咀嚼と嚥下の各年齢での比較

〈表 2〉口輪筋と習慣化の各年齢での比較

【文献】
 1） 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（2），
MFT 臨床　指導力アップ・アドバンス編，
269，わかば出版，東京，2012

 2） 清水清恵：かかりつけ歯科医院における
MFT，15-25，MFT 学 会 会 誌 Vol.6 No.1 
2017，日本口腔筋機能療法（MFT）学会，
2017

 ３y ４y ５y ６y 

G1 1.20 1.67 1.72 2.28 

G2 2.80** 2.58** 3.42** 3.70** 

 ３y ４y ５y ６y 

G1 3.36 3.50 3.86 3.03 

G2 4.50** 4.47** 4.23** 4.23** 

Mann-Whitney の U 検定   p＜0.01 ＊＊ 
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Myobrace system による上気道の変化について
Changes in upper respiratory tract caused by Myobrace system

○中村貴則
Takanori Nakamura

（医療法人社団健歯会中村歯科クリニック）
Nakamura Dental Clinic

【目的】
　Myobrace system を用いて小児の咬合育成を
行なっていると，鼻呼吸への改善や口唇の閉鎖，
舌の挙上など呼吸機能の改善が見られる。今回は
Myobrace system による呼吸機能の改善の結果
起きたと考えられる上気道の変化についてセファ
ロ，CBCT，終末呼気炭酸ガス分圧（ETCO2），
呼吸数の変化について，3 症例の症例報告を用い
て提示したい。

【対象と方法】
　対象は当院で Myobrace system で咬合育成を
行なった小児。1 年以上治療が経過した者を対象
とした。
　治療は，Myobrace（既成のマウスピース）を
日中 1～2 時間，夜間就寝時に使用。それととも
に毎日 Myobrace system で定められたアクティ
ビティを行なってもらった。装置に付随して補助
の装置として BWS（4 ヶ月）や BB1（3 ヶ月）
を用いた。Myobrace は患児の状況や成長に合わ
せ平均的には 3～6 ヶ月で違うものに交換する。
アクティビティは呼吸，舌，嚥下，頬と唇のプロ
グラムの順に 12 項目を月に 1 つ，患児によって
はより項目を細分化したものを課題として出し，
1 つずつ合格していくこととした。
　検証の方法は，術前診査の際に検査したセファ
ロ，CBCT，終末呼気炭酸ガス分圧（ETCO2），
呼吸数と，現在のセファロ，CBCT，終末呼気炭
酸ガス分圧（ETCO2），呼吸数を比較する形で行
なった。
　 診 査 機 器 は セ フ ァ ロ，CBCT は TrophyPan 
Pro を用い，終末呼気炭酸ガス分圧（ETCO2），
呼吸数は WEC-7301 Capno プチを使用し検証を
おこなった。

【結果】
　全ての症例において，セファロ，CBCT，終末
呼気炭酸ガス分圧（ETCO2），呼吸数ともに改善

が見られた。

〈図 1〉症例 1 の術前（上部 2017.12）と現在（下
部 2020.2.1）の比較画像

【考察】
　終末呼気炭酸ガス分圧（ETCO2），呼吸数に関
しては，特にアクティビティの呼吸プログラムに
より口呼吸から鼻呼吸へ患児の意識や機能が変化
したことにより終末呼気炭酸ガス分圧（ETCO2）
が正常値に近づき，呼吸中枢への刺激が弱まるこ
とにより呼吸数の安定に繋がったものと考える。
それとともに Myobrace を用いることにより口呼
吸から鼻呼吸へ誘導されることにより補助的な効
果もあったものと考えられる。
　セファロ，CBCT による変化においては，患
児の成長発育もあるため断定的に Myobrace sys-
tem によるものであるとは言えないが，アクティ
ビティと Myobrace による呼吸や口腔周囲機能の
改善により，それに合わせて形態が成長に合わせ
追随した可能性もあるのではないかと考える。
　何より Myobrace system を行うことによって
患児の成長に対して悪影響はないのではないだろ
うか。

O-2-08
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ダウン症候群小児の口腔内マイクロバイオーム解析
The oral microbiome analysis of children with Down syndrome

○角　奈央，光畑智恵子，香西克之
Nao Kado, Chieko Mitsuhata, Katsuyuki Kozai

（広大・院・小児歯）
Hiroshima Univ. Dept. Pediatric Dent.
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【目的】
　ダウン症候群（以下 DS）は 21 番染色体トリ
ソミーの結果引き起こされる先天性疾患で，出生
児に占める割合は 1/600～1000 である 1）。DS は
特有の顔貌，心奇形，神経疾患，免疫系・内分泌
系の不全など多くの症状を伴う。口腔領域では特
に歯周炎の早期発症および重症化が知られてお
り 1），その原因究明のため細菌学的および免疫学
的な研究がされてきたが，発症メカニズム全てを
説明するには至っていない。
　我々の口腔内には 800～1,000 種の細菌が相互
に関与しながら生息しており，そのバランスを変
化させることで健康や疾患に関わっている。これ
まで DS 児に対する細菌学的研究は，培養可能な
歯周病関連細菌を中心に，PCR 法などを用いた
健常児との比較検討が行われてきた 2）が，網羅
的に口腔内細菌叢を解析した報告はない。
　今回我々は，次世代シーケンサーを用いて DS
児の口腔内細菌叢解析を行った。

【対象と方法】
　対象は 2018 年から 2019 年までに本院小児歯科
を受診し同意を得られた，DS 群 40 名（平均年
齢 10.20±4.45 歳）および平成 28 年厚生労働省歯
科疾患実態調査における年齢ごとの DMFT/dmft
指数を基準として選別された健常児（以下 HC）
群 40 名（平均年齢 9.31±4.34 歳），計 80 名とした。
　なお，本研究は本学疫学研究倫理審査委員会の
承認を得て実施した（承認番号・第 E-疫-D56-5
号）。
　滅菌歯ブラシを用いて口腔内細菌を採集し，
DNAを抽出した。16S rRNAのV4領域を増幅し，
さらにサンプル分別のためアダプター配列を含む
約 330 bp の産物を増幅した後，ビーズ法により
精製した。解析は Illumina 社の Miseq Plat form
を使用した。a多様性には FaithPD を，b多様性
は Principal Coordinates Analysis（PCoA）を用

いた主座標分析を行い，有意差検定は Krus-
kal-Wallis test，PERMANOVA をそれぞれ用い
た。

【結果】
　トータルリード数は 8,424,278 リードで，サン
プルごとの平均は約 105,000 リードであった。全
サンプルから得られたトータル OTU（Operation-
al Taxonomic Unit）数は 10,113 であった。また，
DS 群と HC 群それぞれの平均 OTU 数はそれぞ
れ 314 と 260 であり，DS 群が有意に多かった。
細菌種の豊富さを表す a多様性を比較したとこ
ろ，DS 群が HC 群に対し有意に高く，さらに両
群の口腔内細菌叢に類似性を認めなかった。
　構成細菌の属レベルでの比較では，HC 群にお
いて TM7 が有意に多かった。TM7 は，非培養
菌であり歯肉炎および歯周炎に関連があるとされ
る。属および種レベルの比較では，歯肉炎および
歯周炎に関連するとの報告がある細菌のうち，
DS 群に有意に多く認められた菌種はなかった。

【考察】
　本研究の結果より，DS 群と HC 群の口腔内細
菌叢は種の豊富さや集団としての類似性が異なる
ことや，レベルごとの構成細菌の相対存在比が異
なることが明らかとなった。DS 児の早期歯周炎
発症は，早期に歯肉炎および歯周炎関連細菌が定
着することによると考えられてきたが，本結果よ
り健常児とは異なる歯肉炎発症の細菌学的メカニ
ズムの関与が示唆された。

【文献】
 1） Desai S. Down syndrome：A review of the 

literature, Oral Surg Oral Med Oral Pathol 
Oral Radiol Endod. 84 （3）：279-85, 1997.

 2） Amano A, 他：Periodontopathic bacteria in 
children with Down syndrome, J Periodon-
tol, 71：249-55, 2000.
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Streptococcus mutans における DnaK の表層タンパク発現への影響と役割
Role of molecular chaperone DnaK in Streptococcus mutans surface proteins

○吉田衣里，松三友紀，森川優子，仲　周平，高島由紀子，仲野道代
Eri Yoshida, Yuki Matsumi, Yuko Morikawa, Shuhei Naka, Yukiko Takashima, Michiyo Matsumoto-Nakano

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

【目的】
　齲蝕病原性細菌 Streptococcus mutans は口腔内
のバイオフィルム形成において重要な役割を果た
している。この菌体表層に存在するグルコシルト
ランスフェラーゼ（GTF）およびグルカン結合
タンパク（Gbp）はバイオフィルム形成を促進す
るための様々な機能を持ち，病原性を発揮してい
る。一方で，S. mutans は，ヒト口腔内における
低 pH や外来物質の侵入といった様々なストレス
に対応するためのシグナル伝達システムを有して
いる。このシステムの中でこれらの表層タンパク
の発現は，その菌の置かれた環境によって大きく
変化し，これには多くの調節因子が関与している
と考えられている。分子シャペロン DnaK はス
トレス応答タンパクの一種であり，S. mutans の
耐酸性に関与していることが報告されている。本
研究では，DnaK の S. mutans の表層タンパクの
発現への関与について検討を行ったので報告す
る。

【対象と方法】
1．供試菌：日本人小児由来の S. mutans MT 
8148 株（血清型 c）を実験に用いた。
2．DnaK 変異株の作製：スペクチノマイシン耐
性遺伝子をもつシャトルベクター pDL278 を，制
限酵素 BamH Ⅰおよび Hind Ⅲで消化し，DnaK
をコードする遺伝子 dnaK のセンス鎖とアンチセ
ンス鎖を挿入したプラスミドを作製した。これを
MT8148 株に形質転換することにより，dnaK 過
剰発現変異株（DnaK-o）および dnaK 発現抑制
変異株（DnaK-s）を作製し，実験に供試した。
3．GTF 発現と活性：すべての供試菌の SDS-
PAGE 用 試 料 を 作 製 し，7.5 ％ SDS-polyacryl-
amide gel を用いて電気泳動を行った。泳動後，2.5 
mg/ml Coomassie Brilliant Blue R250 で染色し，
5％メタノール，7％酢酸で一晩洗浄後，バンドを
視覚化し，GTF の発現を確認した。また，電気

泳動後，3％スクロース含有溶液で 37℃，18 時間
振盪培養後，0.4％ pararosaniline 染色液で染色し，
バンドを視覚化して GTF の活性を確認した。
4．リアルタイム PCR による定量的遺伝子解析：
各供試菌の cDNA を作製し，リアルタイム PCR
により GTF および Gbp をコードする遺伝子 gtf
および gbp の発現量を MT-pDL 株と各株で有意
差検定を行って調べた。

【結果】
　GTFB および GTFC の発現量は DnaK-s 株，
MT-pDL 株と比較して DnaK-o 株で強く認めら
れた。活性においては，MT-pDL 株と比較して
DnaK-o 株では強い活性が，DnaK-s 株では弱い
活性が認められた。gtfB，gtfD および gbpC の発
現量は MT-pDL 株と比較して DnaK-o 株で有意
に発現の増加が認められた。また，gbpA の発現
が DnaK-o 株 で は 増 加 し て い た。gtfC，gtfD，
gbpB および gbpC の発現量は DnaK-s 株で有意
に減少した。

【考察】
　DnaK を過剰発現させると GTF 酵素活性が上
昇し，菌の凝集に関与すると考えられている
GbpA および GbpC をコードする遺伝子の発現も
上昇していたことから，DnaK は S. mutans の表
層タンパクの発現に関与していることが示唆され
た。今後は，DnaK を中心とするシグナル伝達シ
ステムに DnaK は何らかの関与をしている可能
性が示唆された。今後はそのメカニズムについて
検討する予定である。

O-3-02
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死菌処理した Streptococcus mutans のコラーゲン結合能の評価
Evaluation of collagen-binding properties of Streptococcus mutans after killing treatment

○末廣雄登，又吉紗綾，大継將寿，野村良太，仲野和彦
Yuto Suehiro, Saaya Matayoshi, Masatoshi Otsugu, Ryota Nomura, Kazuhiko Nakano

（阪大・院・小児歯）
Dept. Pediatric Dent., Osaka Univ. Grad. Sch. of Dent.
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【目的】
　Streptococcus mutans は齲蝕の主要な病原細菌
であるとともに，感染性心内膜炎（Infective en-
docarditis；IE）の起炎菌としても知られている。
健常者口腔由来の S. mutans の約 10 ～ 20％では，
菌 体 表 層 に コ ラ ー ゲ ン 結 合 タ ン パ ク（colla-
gen-binding protein；CBP）を発現する。これま
での研究から，IE 患者の心臓弁検体からは CBP
をコードする遺伝子が高頻度で検出されるのに対
して，生菌が分離されることは稀であることが明
らかになっている。本研究では，死菌処理した S. 
mutans を用いて，IE の病原因子であるコラーゲ
ン結合能に対する評価を行うことにした。

【対象と方法】
1．供試菌，培養条件および死菌処理
　供試菌として，小児口腔由来の CBP 陽性 S. 
mutans 10 株および CBP 陰性 S. mutans 10 株を
用いた。供試菌は，Brain Heart Infusion 液体培
地にて 37℃で 18 時間培養後，121℃で 20 分間高
圧蒸気滅菌処理を行うか（オートクレーブ処理
群），ホルマリン溶液に 18 時間懸濁させることに
より（ホルマリン処理群），死菌処理を行った。
2．走査型電子顕微鏡による観察
　TW295 株（CBP 陽性）および MT8148 株（CBP
陰性）をグルタールアルデヒドで固定した。これ
らのサンプルを走査型電子顕微鏡を用いて観察
し，供試菌の菌体構造を比較した。
3．コラーゲン結合能の分析
　I 型コラーゲンを添加した 96 ウェルプレート
に 2×109 CFU 相当の供試菌を添加して 37℃で 3
時間反応させた。その後，コラーゲンに付着した
供試菌をクリスタルバイオレットを用いて染色し
た。コラーゲン結合能は，各菌液の OD595 値を測
定することにより数値化し，TW871 株（CBP 陽
性）のコラーゲン結合能を 100％とした時の各供
試菌のコラーゲン結合能を算出することにより求

めた。
4．共焦点レーザー顕微鏡による観察
　Ⅰ型コラーゲンを添加したチャンバースライド
に，上記と同様の方法で調整した供試菌を添加し
た。その後，ヘキシジウムイオダイドで供試菌を
染色し，共焦点レーザー顕微鏡を用いて観察した。

【結果】
1．走査型電子顕微鏡による観察
　オートクレーブ処理群では，菌体構造の著しい
破壊が認められた。一方で，ホルマリン処理群で
は軽度の細胞膜の変性および細胞内構造物の破壊
を認めるにとどまった。
2．コラーゲン結合能の評価
　生菌において，CBP 陽性株群のコラーゲン結
合能は 100％であり，CBP 陰性株群（8％）と比
較して有意に高い値を示した（Student の t 検定 
：P＜0.001）。CBP 陰性株群のコラーゲン結合能
は，菌の生死にかかわらず低値を示した。一方で，
CBP 陽性株のコラーゲン結合能は，オートクレー
ブ処理群により CBP 陰性株と同程度まで低下し
た。それに対して，ホルマリン処理群では生菌の
50％程度の結合能を認めた。共焦点レーザー顕微
鏡による観察から，MT8148 株はコラーゲンに付
着する菌はほとんど認められなかったのに対し
て，TW295 株では生菌およびホルマリン処理群
において多数の菌が認められた。

【考察】
　本研究結果から，CBP 陽性株はホルマリン処
理を行い死菌化しても，コラーゲン結合能が残存
することが明らかとなった。このことから，口腔
内で増殖を終えた死菌や抗菌薬投与により死滅し
た菌が，IE のリスクファクターとなる可能性が
示唆された。今後は，抗菌薬を用いて死菌処理を
施した菌株の病原性について，詳細な分析を行っ
ていきたいと考えている。
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Porphyromonas gulae プロテアーゼによる歯肉上皮細胞傷害能の評価
Evaluation of cytotoxic activity by Porphyromonas gulae protease

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

（岡大・医歯薬・小児歯，＊阪大・歯・小児歯）
Dept. Pediatric Dent., Okayama Univ. Grad. Sch. Med. Dent. Pharm., 

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

【目的】
　動物由来歯周病関連菌 Porphyromonas gulae
は，Porphyromonas 属の新種として発見された。
犬などの伴侶動物から検出されるだけでなく，伴
侶動物を飼育するヒトの歯周病変部位からも検出
される。これまでに我々のグループは，ヒト由来
歯周病原菌 P. gingivalis と同様に P. gulae はト
リプシン様プロテアーゼを有し，本菌の歯肉上皮
細胞への付着侵入に関与していることを明らかに
した 1）。しかしながら，P. gulae プロテアーゼ
が宿主細胞に及ぼす影響は未解明の部分が多い。
本研究では P. gulae プロテアーゼによるヒト歯
肉上皮細胞への傷害能を検討した。

【対象と方法】
　供試株として P. gulae ATCC 51700 株を用い，
ヒト歯肉上皮細胞株 Ca9-22 細胞に異なる多重感
染度（MOI）で供試株に感染させた。細胞形態
は位相差顕微鏡による観察を行い，細胞増殖能は
MTT アッセイを用いて OD 450 nm での吸光度
を計測した。また細胞接着関連タンパク質群

（b-catenin，E-cadherin，FAK，Paxillin） の 発
現に及ぼす影響をウェスタンブロッティングによ
り解析した。プロテアーゼインヒビターは Anti-
pain，PMSF，TLCK，Leupeptin を実験に供した。

【結果】
　ヒト歯肉上皮細胞の形態は菌量の増加に従って
感染 6 時間後丸形に変化した（図 A）。細胞増殖
能は MOI500 にて P. gulae 感染後 6 時間後で顕
著に減少した（図 B）。また細胞接着関連タンパ
ク質群は MOI500 で感染させた結果，b-catenin
は 2 時間後，E-cadherin は 4 時間後，FAK は 1
時間後，Paxillin は 6 時間後から時間経過ととも
に分解することが明らかになった。さらに細胞増
殖能とタンパク分解はいずれのプロテアーゼイン
ヒビターによっても抑制された。

〈図 A〉感染 6 時間後の歯肉上皮細胞の顕微鏡像
〈図 B〉P. gulae 感染 Ca9-22 細胞の増殖能

【考察】
　動物由来歯周病原菌 P. gulae プロテアーゼは，
ヒト歯肉上皮細胞に対する傷害能を有することが
明らかになった。本研究により P. gulae プロテ
アーゼは歯周病に関連する種々の病態を生み出す
可能性が示唆された。

【文献】
 1） Inaba H, 他：Adhesion and invasion of gin-

gival epithelial cells by Porphyromonas gu︲
lae, PLOS ONE, 14 （3）：2019.

O-3-04
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低ホスファターゼ症モデルマウスの皮質骨の組織学的評価
Histomorphometrical analysis in coltical bone of murine hypophosphatasia

◯根本（山本）晴子，横井絵理，田中啓慎，渡邉千尋，小川　京，清水武彦
Seiko Yamamoto-Nemoto, Eri Yokoi, Hironori Tanaka, Chihiro Watanabe, Kei Ogawa, Takehiko Shimizu

（日大・松戸歯・小児歯）
Nihon University Dental School at Matsudo, Department of Pediatric Dentistry.
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【緒言】
　低ホスファターゼ症（HPP）は，組織非特異型
アルカリホスファターゼ（TNALP）の遺伝的欠
損により発症する疾患である。骨や歯に石灰化異
常を生じ，骨形成不全や歯の早期脱落を主な症状
とする。HPP の石灰化不全は，TNALP の基質
の 1 つである無機ピロリン酸（PPi）が，TNALP
の欠損により，蓄積され，石灰化を阻害すること
で引き起こされていると言われている 1）。しかし，
HPP の病態や TNALP の働きはまだ明らかとさ
れていない 2）。これまで，我々は TNALP 欠損に
よる骨への影響を解明するため海面骨における軟
骨性骨化の骨組織の評価を行ってきた。今回，
HPP モデルマウスの膜性骨化への TNALP 影響
を解析するため，骨形態計測を用いて皮質骨の組
織学的評価を行った。

【方法】
　10 日齢の HPP モデルマウス（n=3）および同
系統の野生型マウス（n=3）を安楽死させた後，
後肢を採取した。その後 70％エタノールに浸漬
し，固定を行なった。後肢サンプルを Villanueva 
bone stain の後，樹脂包埋を行い，薄切標本を作
製した。その標本を光学顕微鏡にて観察し，皮質
骨の組織形態計測を行った。
　本報告における動物実験は，本学承認の動物実
験計画に基づき実施した。

（遺伝子組換え：2017 松歯 003）
（動物実験 AP19MAS001-2）
【結果】
　皮質骨は，通常緻密な一枚の板状として観察さ
れるが，生後 10 日では，HPP モデルマウスおよ
び野生型ともに波状に入り乱れる形態であった。
HPP モデルマウスおよび野生型において，皮質
骨幅を比較したところ，HPP モデルマウスの皮
質骨幅の菲薄化を認め，特に内側の皮質骨幅にお
いて有意に低い値となった。また，皮質骨多孔化

面積において，内側および外側共に HPP モデル
マウスと野生型の間に有意な差は認められなかっ
た。

【考察】
　皮質骨幅について，HPP モデルマウスおよび
野生型において共に外側に比べ内側が菲薄化して
いた。これは，四足歩行は二足歩行と同様に内側
に荷重がかかるため，内側が薄くなる傾向がある
ためと考えられた。また，HPP モデルマウスに
おいて，特に内側の皮質骨幅が，野生型に比べ有
意に低い値を示していた。皮質骨が形成されるプ
ロセスは海綿骨と異なり，出生からこれまでのモ
デリングによって移動しながら厚さを増してい
き，生後間もない幼弱な状態の 10 日齢において
は，モデリングが非常に盛んであり，移動方向の
外側は，反対側の内側より形成が盛んな状態にあ
る。これより，HPP モデルマウスにおける皮質
骨幅内側の菲薄化は，皮質骨の成長の遅延が考え
られた。一方，多孔化面積は野生型と HPP モデ
ルマウスで値に有意差が認められなかった。多孔
化面積の増加は，皮質内における未熟な状態を示
す。この点については，野生型と HPP モデルマ
ウスの間で差がなく，これは，幼若な 10 日齢で
あったため，差異が出なかったと考えられた。
　これらのことから，TNALP 欠損は HPP モデ
ルマウスにおける皮質骨の幅や成長に影響してお
り，これまでの報告にあった海綿骨の石灰化障害
のみならず，皮質骨の石灰化の遅延が示唆された。

【文献】
 1） M.O.R. Hajjawi et al.：Mineralisation of col-

lagen rich soft tissues and osteocyte lacunae 
in Enpp1-/- mice, Bone, 69：139-147, 2014.

 2） José Luis Millán：The Role of Phosphatases 
in the Initiation of Skeletal Mineralization, 
Calcif Tissue Int, 93：299-306 2013.
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Siglec-15 は破骨細胞による骨吸収活性と骨芽細胞の分化に重要な役割を果たす
Siglec-15 plays important roles in the induction of both bone-resorbing activity of osteoclasts 

and osteoblast differentiation

○中村美どり＊,＊＊，中村浩志＊＊，大須賀直人＊＊，宇田川信之＊

Midori Nakamura, Hiroshi Nakamura, Naoto Oosuga, Nobuyuki Udagawa

（＊松歯大・口腔生化，＊＊松歯大・小児歯）
Matsumoto Dental Univ. Dept. Oral Biochemistry, Dept. Pediatric Dent.

【目的】
　破骨細胞では，ITAM モチーフ含有分子の中
では DAP12 と FcRcの発現が高く，ダブル欠損
マ ウ ス は 大 理 石 骨 病 を 呈 す る。 津 田 ら は，
DAP12 と会合して，破骨細胞の分化に伴って特
異的に発現が上昇する免疫グロブリンスーパー
ファミリー分子として，シアル酸受容体タンパク
質 Siglec-15 を同定した 1）。今回，Siglec-15 中和
抗体の効果について，マウス由来の細胞培養系に
おいて検討した。

【方法と結果】
　（1）Siglec-15 抗体は，骨芽細胞と骨髄細胞の
共存培養系で形成された破骨細胞のアクチンリン
グ形成および象牙質切片上の吸収窩形成を濃度依
存的に阻害した（図 1）。（2）骨髄細胞培養系に
RANKL と M-CSF を添加し破骨細胞が誘導され
る条件で，Siglec-15 抗体は TRAP 陽性の多核破
骨細胞の分化を阻害した。一方，アルカリホスファ
ターゼ陽性の骨芽細胞が多数誘導された。この時，
多核破骨細胞形成は完全に抑制されたが，単核
TRAP 陽性前破骨細胞の存在が認められた。（3）
我々は，破骨細胞由来の LIF がスクレロスチン
抑制を介して，骨形成を促進させるカップリング
因子である可能性を見出した。Siglec-15 抗体で
処理した破骨細胞においてカテプシン K および
RANK の発現維持と同様に，LIF 発現も維持さ
れていた。

【考察】
　今回の実験結果から，Siglec-15 抗体は，マウ
ス由来のマクロファージ系細胞から破骨細胞への
分化誘導と成熟破骨細胞による骨吸収機能を強く
阻害することが明らかとなった。さらに，Si-
glec-15 抗体は，M-CSF と RANKL の存在下で，
TRAP 陽性の多核破骨細胞の分化を阻害すると
共に，ALP 陽性の骨芽細胞を多数誘導した。こ
の時，多核破骨細胞形成は完全に抑制されたが，

単核 TRAP 陽性前破骨細胞の存在が認められた。
つまり，Siglec-15 抗体は，破骨細胞前駆細胞か
ら多核破骨細胞への分化と骨吸収機能を阻害する
と共に，骨芽細胞の分化を促進する可能性が考え
られる。Siglec-15 抗体で処理した破骨細胞にお
いてカテプシン K および RANK の発現維持と同
様に，LIF 発現も維持されていた。この結果から，
Siglec-15 抗体で処理した破骨細胞による骨形成
の促進作用に，LIF 発現の維持が関与する可能性
が示された。

〈図 1〉象牙質切片上の吸収窩形成に対する Si-
glec-15 抗体（200 ng/ml）の効果

【会員外共同研究者】
小出雅則，上原俊介，荒井　敦，溝口利英，山下
照仁，小林泰浩，高橋直之（松本歯科大学口腔生
化学・総合歯科医学研究所），
熊倉誠一郎，福田千恵，津田英資（第一三共株式
会社研究統括部・スペシャルティ第一研究所）

【松本歯科大学動物実験計画書承認番号：144-09
継続 2 号】

【文献】
 1） Hiruma Y et al.：Siglec-15, a member of the 

sialic acid-binding lectin, is a novel regula-
tor for osteoclast differentiation., Biochem 
Biophy Res Commun., 409：424-9, 2011.

Control Siglec-15 抗体 
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シングルセル RNA シークエンスによる歯の発生に関わる全細胞の網羅的遺伝子発現解析
Transcriptome analysis of whole dental cells in developing tooth germ using single-cell RNA-sequence

○千葉雄太＊，齋藤　幹＊，日野綾子＊，新垣真紀子＊，小山田　優＊，丸谷由里子＊，山田亜矢＊，福本　敏＊,＊＊

Yuta Chiba＊, Kan Saito＊, Ryoko Hino＊, Makiko Arakaki＊, Yu Oyamada＊, Yuriko Maruya＊,
Aya Yamada＊, Satoshi Fukumoto＊,＊＊

（＊東北大・院・小児歯，＊＊九大・院・小児歯）
＊Tohoku Univ. Div. Pediatric Dent. and ＊＊Kyushu Univ. Sect. Pediatric Dent.

O-4-03

【目的】
　歯の形成異常は，形態，数，基質分泌，石灰化
の異常などに大別され，今までに多くの研究者に
よって疾患遺伝子の同定がなされてきた。その一
方でこれら遺伝子の多くは，歯の発生段階でどの
細胞のどの時期に発現しているか明らかとなって
いない。我々は歯胚特異的な遺伝子の同定と機能
解析を進めてきた。しかしながら，歯胚を構成す
る細胞は，その細胞種類別に単離することが困難
であることから，エナメル芽細胞を除く歯原性上
皮細胞種（例えば中間層，星状網，外エナメル上
皮など）の発現遺伝子は未だに十分に理解されて
いない。本研究では，シングルセル RNA シーク
エンスを用いて，歯原性上皮を構成する全ての細
胞に関して発現遺伝子を解析し，歯の発生に関わ
る新規遺伝子の同定，さらには歯に異常をきたす
疾患遺伝子と疾患発症機序の解明を行うことを目
的とする。

【対象と方法】
　上皮特異的マーカーケラチン 14 の蛍光レポー
ターマウスを用いて，生後 7 日齢マウス切歯より
歯原性上皮細胞および間葉細胞を抽出し，10x 
Genomics シングルセルシステムを用いて，シン
グルセル RNA シークエンスを行なった。細胞
マーカー遺伝子の発現解析は，マウス歯胚切片を
用いた免疫染色および smFISH 法で行なった。

【結果】
　歯胚より全体で 6260 細胞が得られ，1 細胞あ
たり約 2400 遺伝子のシークエンスに成功した。
主成分分析による細胞群のクラスター解析を行っ
たところ，12 個の細胞集団に分類された（図，
左側）。既知のマーカー遺伝子による細胞集団の
遺伝子発現解析を行ったところ，歯原性上皮細胞
は①内エナメル上皮・外エナメル上皮，②中間層
細胞・星状網細胞，③ Dspp 陽性エナメル芽細胞，
④ Ambn 陽性エナメル芽細胞の 4 つの細胞集団

に大きく分類されることが分かった。加えて，細
胞集団毎の高発現遺伝子の中から，新規の細胞種
特異的マーカー遺伝子として複数の遺伝子の同定
に成功し，免疫染色にてその局在を確認した。さ
らに，分泌期エナメル芽細胞が前述の 2 群に分類
されたことから，エナメル芽細胞の分化段階によ
り詳細に分類するため，Pseudotime 解析を行っ
た。 そ の 結 果，Dspp 陽 性 エ ナ メ ル 芽 細 胞 が
Ambn 陽性エナメル芽細胞へと分化することが
示唆された。加えて，smFISH 法により，これら
2 群の細胞は共局在しないことを明らかとした。

〈図〉歯原性細胞のクラスターとマーカー遺伝子
発現

【考察】
　本研究では，歯胚に存在する全ての細胞種にお
ける新規特異的マーカーの同定に成功した。加え
て，Dspp の遺伝子変異は，ヒトにおいて重度の
象牙質形成不全症を示すが，Dspp がエナメル芽
細胞の分化段階特異的なマーカーとして利用でき
ることから，ヒト疾患におけるエナメル質の質的
変化や，齲蝕罹患性との関連性の解明など，エナ
メル質形成との関連性も示唆された。本研究の成
果により，歯の発生をより詳細に分類し解析する
ことが可能となり，今までブラックボックスで
あった歯の形成の理解や，疾患発症機序解明にお
けるマイルストーン研究となりうることが期待さ
れる。

【実験承認番号】2020 歯組換-005，2020 歯動-016
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ナノテクノロジーによる齲蝕原性複合バイオフィルムへの治療戦略
Therapeutic Strategy against Cariogenic Cross-kingdom Biofilm via Nanotechnology-based 

Drug Delivery

○伊藤龍朗，清水武彦
Tatsuro Ito, Takehiko Shimizu

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

【目的】
　Streptococcus mutans は Candida albicans との
共存下でより厚いバイオフィルム（BF）を形成し ,
病原性が顕著に増加する。また近年のメタアナリ
シスでは，口腔内に C. albicans が存在する場合，
早期小児齲蝕のリスクは 5 倍以上との見解が示さ
れている 1）。以上から，S. mutans-C. albicans 複
合 BF への対応が望まれている。
　植物精油成分であるファルネソール（Far）は
抗菌作用を有する一方，疎水性のため BF 局所に
て高濃度を維持できない。そこで我々は，ナノテ
クノロジーによる薬物送達システムの導入に取り
組んだ。本研究では，両親媒性ナノ粒子を Far
のキャリアーとし，複合 BF に対する有効性を検
証した。

【材料および方法】
1．供試菌株および培地
　S. mutans UA159 株および C. albicans SC5314
株を，1％グルコース含有 ultrafiltered tryptone–
yeast extract 培地にて，対数増殖期の中間時点
まで培養した。
2．Far 封入ナノ粒子
　ジメチルアミノエチルメタクリレートナノ粒子
ミセル（平均粒子径 18.6 nm，ゼータ電位 19.7 
mV）に，Far 1.0 mg/ml を超音波処理にて封入
した。
3．BF の測定
　ハイドロキシアパタイトディスクを 1％スク
ロース含有培養液（S. mutans：2×106 CFU/ml，
C. albicans：2×104 CFU/ml）へ垂直に浸漬し，
44 時間連続培養した。Far 封入ナノ粒子による
抗菌処理は，BF 形成の過程で実施した。BF の
抑制効果を，1）生菌数，2）乾燥重量，3）酸産
生能，4）共焦点 3D イメージング，以上の 4 点
から評価した。

【結果】
　得られた結果を図 1 に示す。

〈図 1〉Far 封入ナノ粒子の複合 BF 形成抑制効果
【考察】
　本研究に導入したナノ粒子は外層が親水性，内
部が疎水性である。したがって，疎水性薬剤 Far
の効率的送達が可能となり，S. mutans への抗菌
作用を発揮したと考えられる（図 1A）。一方，
Far は C. albicans が分泌する情報伝達物質でも
あり，酵母型から菌糸型への変換を抑制する。C. 
albicans の生菌数の減少は，この複合 BF に特徴
的な菌糸形成が阻害され，S. mutans との共同体
を維持する能力が減弱したためと考えられる（図
1B）。以上より，本研究は齲蝕原性複合 BF への
治療戦略として有望である可能性を示した。

【文献】
 1） Xiao J et al.：Candida albicans and Early 

Childhood Caries：A Systematic Review 
and Meta-Analysis. Caries Research 52：
102-112, 2018.
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PRG プロケアジェル®の Streptococcus mutans における増殖抑制効果に関する検討
Inhibitory effect of PRG Pro-Care Gel® on bacterial growth of Streptococcus mutans

○北村崇洋，又吉紗綾，野村良太，仲野和彦
Takahiro Kitamura, Saaya Matayoshi, Ryota Nomura, Kazuhiko Nakano

（阪大・院・小児歯）
Dept. Pediatric Dent., Osaka Univ. Grad. Sch. of Dent.
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【目的】
　Streptococcus mutans はグラム陽性通性嫌気性
菌であり，主要な齲蝕原性細菌として知られてい
る。S-PRG フィラーは 6 種類のイオンを徐放す
るバイオアクティブフィラーであり，抗プラーク
付着能，酸中和能およびエナメル質の脱灰抑制能
など様々な齲蝕抑制効果を有する。本研究では，
S-PRG フィラー含有歯面研磨剤である PRG プロ
ケアジェル®を用いて，S. mutans における増殖
抑制効果について検討した。

【対象と方法】
1．供試菌株および PRG プロケアジェル®の調整
　日本人小児口腔由来の S. mutans MT8148 株

（血清型 c）を使用した。供試菌は，Brain Heart 
Infusion（BHI）液体培地を用いて37℃で培養した。
PRG プロケアジェル®（株式会社松風より提供）
は，BHI 液体培地に 0.001％，0.01％，0.1％，1％，
10％の濃度で添加し分析に用いた。
2．増殖能の分析
　PRG プロケアジェル®を添加および非添加の
BHI 液体培地に，供試菌を 1×107 CFU/mL とな
るよう添加した。供試菌は，10 分間，20 分間，
30 分間，1 時間，3 時間，6 時間，12 時間，24 時
間経時的に培養した。その後，Mitis Salivarius 
Bacitracin 寒天培地に播種し 37℃で 48 時間培養
後，コロニー数を測定した。
3．バイオフィルム形成能の分析
　唾液をコーティングした 96 穴プレートに，
PRG プロケアジェル®を添加および非添加の 1％
スクロース含有 BHI 液体培地を加えた。この培
地に供試菌を1×107 CFU/mLとなるよう添加し，
37℃で 24 時間培養した。その後，供試菌をホル
マリンにて固定し，クリスタルバイオレットを用
いて染色した。バイオフィルム形成能は，菌液の
OD595 値を測定することにより数値化した。また，
唾液をコーティングしたチャンバースライドを用

いて，前述の方法で調整した供試菌を添加し培養
を行った。その後，ヘキシジウムイオダイドで供
試菌を染色し，共焦点レーザー顕微鏡を用いてバ
イオフィルムの構造を観察した。

【結果】
1．増殖抑制効果の評価
　供試菌の増殖能は，PRG プロケアジェル®の濃
度依存的に抑制され，0.1％の濃度では培養 6 時
間後に非添加群と比較して有意な抑制効果を認め
た（Student の t 検 定：P＜0.001）。 ま た，1 ％
PRG プロケアジェル®添加群では，培養開始 10
分後に菌数が非添加群の約 3 分の 1 まで減少し，
非添加群と比較して有意な抑制を認め（P＜
0.001），6 時間後には菌は全く認められなくなっ
た。さらに，10％ PRG プロケアジェル®添加群
では，培養開始 10 分後に全ての菌が死滅した。
2．バイオフィルム形成能の評価
　供試菌のバイオフィルム形成能は，0.1％以上
の濃度で非添加群と比較して有意な抑制が認めら
れた（P＜0.001）。共焦点レーザー顕微鏡像から，
0.1％の PRG プロケアジェル®を添加することに
よりバイオフィルムはほとんど認められなくな
り，10％の PRG プロケアジェル®を添加した場
合には菌そのものが認められなくなった。

【考察】
　PRG プロケアジェル®は，臨床で用いられてい
る濃度のわずか 0.1％の濃度で，S. mutans に対
する有意な増殖抑制効果を示すとともに，バイオ
フィルム形成能を著しく阻害できることが明らか
となった。また，1％以上の濃度ではほとんどの S. 
mutans を死滅させることが示された。このこと
から，PRG プロケアジェル®を歯面研磨材として
使用することにより，高い齲蝕抑制効果を発揮で
きる可能性が示唆された。
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生体機能性材料 S-PRG フィラーが Streptococcus mutans の菌体に及ぼす影響
Effect of biofunctional S-PRG filler on bacterial cells of Streptococcus mutans

○森川優子，高島由紀子，仲野道代
Yuko Morikawa, Yukiko Takashima, Michiyo Matsumoto-Nakano

（岡大・医歯薬・小児歯）
Dept. of Pediatric Dent., Okayama Univ. Grad. Sch. Of Med. Dent. Pharm.

【目的】
　齲蝕病原性細菌 Streptococcus mutans は口腔内
のバイオフィルム形成において重要な役割を担っ
ている。S. mutans は，ヒト口腔内において pH
や外来物質の侵入といった過酷な環境にさらされ
ている。このような菌を取り巻く様々なストレス
に対応するためのシグナル伝達システムを有して
おり，その中でも膜タンパクが重要な役割を果た
していると考えられている。S-PRG フィラーは，
フッ素をはじめとする 6 種類のイオンリリースお
よびリチャージが可能な新しいバイオアクティブ
新素材である。本研究では，S-PRG フィラーが S. 
mutans の菌体に及ぼす影響を走査型電子顕微鏡

（SEM）と透過型電子顕微鏡（TEM）を用いて
検討したのでこれを報告する。

【材料および方法】
1） 供 試 菌： 日 本 人 小 児 由 来 の S. mutans 
MT8148 株（血清型 c）を実験に供試した。
2）試料作製：Todd Hewitt（TH）液体培地で 1
晩培養した菌体を集菌し，最終濃度が 0～10％に
なるように S-PRG フィラー溶出液（PRG）を
TH 液体培地に添加した。その後，6 穴細胞培養
用マイクロテストプレートで 37℃，3 時間攪拌し
た。
3）SEM 用試料作製と観察
　集菌した菌体を 2％グルタールアルデヒドと
2％パラホルムアルデヒド混合液で前固定し，
0.1M リン酸緩衝液（pH7.4）で洗浄した。2％
OsO4 で後固定し，洗浄後 30～100％エタノール
で段階的に脱水した。100％ Ethanol と t-Butyl 
Alcohol の混合液に室温で浸漬した後，t-Butyl 
Alcohol に浸漬した。凍結させて t-Butyl Alcohol
凍結乾燥機（EIKO ID-2）で乾燥させた。試料を
アルミ製資料台へ載せ，資料に導電性を持たせる
ためにオスミウム蒸着（真空デバイス HPS-1S）
を行なった後，走査型電子顕微鏡（日立 S-4800）
で観察した。
4）TEM 用試料作製と観察

　脱水までSEM用試料作製法と同様に行なった。
100％エタノールによる脱水後，プロピレンオキ
サイドで置換し，低粘性の樹脂を用い，時間をか
けて樹脂浸透させ樹脂包埋を行なった。その後，
45～70℃の熱を段階的に加えて重合させ，ウルト
ラミクロトーム（ライカ EM UC7A 型）を用い
て試料ブロックから切片を切り出した。酢酸ウラ
ンと鉛染色液で二重染色した後，透過型電子顕微
鏡（日立 H7650）で観察した。

【結果】
・SEM および TEM における菌体の観察
A：MT8148 株

B：10％ PRG 添加 MT8148 株

　MT8148 株のバイオフィルムは網目状で細胞間
の密度を保った状態であるのに対し，10％ PRG
を添加した場合は層状に積層していた。また
MT8148 株と比較して 10％ PRG を添加した菌体
の表層は突起物様の構造が認められ，膜表面の構
造も粗造であった。TEM 像において菌体内は
MT8148 株と比較して密度が薄く，膨張したよう
な像を認め，膜構造も不明瞭であった。

【考察】
　今回の結果より S-PRG フィラーは S. mutans
の膜タンパクを変化させ，シグナル伝達システム
にダメージを与えることにより，バイオフィルム
形成を抑制していることが示唆された。
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BioUnion フィラー含有グラスアイオノマーセメントカプセルによる S. mutans に対する抗菌性
Antimicrobial effects of glass ionomer cement capsule containing BioUnion filler on S. mutans

○吉満亮介
Ryosuke Yoshimitsu

（株式会社ジーシー）
GC Corporation
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【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。また，治療におい
て防湿が困難なことが多い。そこで，フッ化物イ
オンを徐放し，唾液による接着性への影響が少な
いグラスアイオノマーセメントが広く活用されて
いる。ジーシー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
ラーを開発し，様々な材料への応用を進めている。
本研究では BioUnion フィラーを配合したカプセ
ルタイプグラスアイオノマーセメント試作品のケ
アダイン ZIF-C における S. mutans に対する抗
菌性について検証を行ったので報告する。本材料
は亜鉛，カルシウム，フッ化物イオンを徐放する
充填材料である。

【対象と方法】
　 材 料 は ケ ア ダ イ ン ZIF-C（ZIF-C）， フ ジ
IXGP エクストラカプセル（Ex），グレースフィ
ルバルクフロー（GB），イオン徐放性コンポジッ
トレジン（BFK）を用いた。
　#2000 耐水研磨紙にて研磨した硬化体（直径
10 mm，厚さ 2 mm）を S. mutans 懸濁液 1 mL（1
×106 cfu/ml，0.5％スクロース含有 1/10 BHI 培
地）に浸漬した。37℃で 24 または 96 時間培養し
た後，硬化体を PBS（-）に浸漬し，超音波洗浄
を行い，硬化体に付着している S. mutans を採取
した。BHI 寒天培地に播種し，37℃，24 時間培
養後，コロニー数を計測した。

【結果】
　各材料におけるS. mutans付着量を図1に示す。
ZIF-C，Ex に お け る S. mutans 付 着 量 は GB，
BFK よ り も 少 な い こ と を 確 認 し た。 さ ら に
ZIF-C は Ex よりも少なく，S. mutans の硬化体
表面への付着が少ないことを確認した（Tukey 
test，p＜0.01）。

 （Tukey test, p＜0.01）
〈図 1〉硬化体表面への S. mutans 付着量

【考察】
　Ex はフッ化物イオンを溶出し，ZIF-C は亜鉛
イオン，フッ化物イオンを溶出する。亜鉛イオン，
フッ化物イオンは S. mutans に対して抗菌性を有
していること 1,2），S. mutans によるグルコシルト
ランスフェラーゼの生成-分泌を阻害することに
より，不溶性グルカンの生成を阻害し，菌の付着
を抑制することが報告されている 3）。したがって，
亜鉛イオン，フッ化物イオンを溶出する ZIF-C
は S. mutans の付着及び増殖を最も抑制したと考
える。
　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 ZIF-C は S. mutans の付着
抑制効果が高く，齲蝕に罹患しやすい乳歯，幼若
永久歯への充填材料として有用であることが示唆
された。

【文献】
 1） Belli W. A., et al. Canadian journal of micro-

biology 1995；41. 9：785-791.
 2） Phan TN, Buckner T, et al. Oral Microbiol 

Immunol 2004； 19：31–38.
 3） Koo, Hyun, et al. FEMS microbiology letters 

2005； 254. 1：134-140.
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The role of Porphyromonas gulae protease on bacterial growth and hemagglutination

○ Urmi Saki Alam, Hiroaki Inaba, Sho Yoshida, Ryota Nomura＊, KazuhikoNakano＊,
Michiyo Matsumoto-Nakano

Urmi Saki Alam， 稲葉裕明，吉田　翔，野村良太＊，仲野和彦＊，仲野道代

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

（岡大・医歯薬・小児歯，＊阪大・歯・小児歯）

【Objects】
　Porphyromonas gulae, is an animal oral patho-
gen that is also associated with periodontal dis-
ease, and has been isolated from the gingival sul-
cus of various animal species, including bear, 
canine, cat, coyote, monkey, ovine, and wolf1）. P. 
gulae, is a black-pigmented rod-shaped organ-
ism, with asaccharolytic, anaerobic, non-motile, 
non-spore-forming, and gram-negative charac-
teris-tics. Here we report that P. gulae protease 
is found to play an important role in hemaggluti-
nation activity and bacterial growth.

【Material & Methods】
　P. gulae strains （ATCC 51700, D044, D049, 
D066, and D077）, and P. gingivalis ATCC 33277 
were used in this study. Bacterial enzymes were 
characterized API ZYM system. The protease 
activity was performed by colorimetric Protease 
Assay Kit. Hemagglutination was observed that 
two-fold dilutions of the bacterial suspension in 
were mixed with an equal volume of mouse 
erythrocyte, and incubated in a round-bottom 
plate for 3 h. Growth curve assays were carried 
out in the chemically defined medium （CDM）, 
and was monitored at 600 nm. In this study, we 
used protease inhibitors as follows； Antipain, 
PMSF, TLCK, and Leupeptin.

【Results】
　All P. gulae strains produced alkaline phos-
phatase and trypsin activity as well as P. gingi︲
valis ATCC 33277. Protease inhibitors signifi-
cantly inhibited P. gulae protease activity in a 
concentration-dependent manner. P. gulae 
showed hemagglutination activity, as well as P. 
gingivalis ATCC 33277, while protease inhibitors 

was not augment. Additionally, P. gulae growth 
was in the exponential phase between 24 h and 
144h, and clearly in the stationary phase by 144 
h post inoculation in CDM. Furthermore, prote-
ase inhibitors inhibited the growth of P. gulae 
ATCC 51700 （Figure 1）. 

〈Fig.1〉Effect of protease inhibitors on P. gulae 
ATCC 51700 growth.

【Discussion】
　Hemin has been shown to be an important nu-
trient for iron requirement of bacterial growth. 
Moreover, hemin acquisition mechanisms have 
been reported to be involved in hemagglutina-
tion. A role for P. gulae protease is suggested 
by results showing several protease inhibitors 
inhibited bacterial growth and hemagglutination. 
Thus, bacterial proteases seem to be required 
for growth of P. gulae.

【References】
 1） Fournier D, et al., Porphyromonas gulae sp. 

nov., an anaerobic, gram negative coccoba-
cillus from the gingival sulcus of various an-
imal host. Int J Syst Evol Microbiol. 2001 Pt 
3：1179-89.
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健康な小児の唾液から検出された高病原性ブドウ球菌の保有状況と分子疫学的解析
Prevalence and Genetic Characteristics of High Virulent Staphylococci

Isolated from Oral Cavity of Healthy Children

○廣瀬弥奈，福田敦史，八幡祥子，村田幸枝，齊藤正人
Mina Hirose, Atsushi Fukuda, Shoko Yahata, Yukie Murata, Masato Saitoh

（北医療大・歯・小児歯）
Health Sciences Univ. Dept. Pediatric Dent.
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【目的】
　健康小児の唾液から検出されたブドウ球菌につ
いて，保有状況，薬剤耐性および病原性を調べる
ことを目的に，分子疫学的解析を行った。

【対象と方法】
　2016～2019 年に本分野の歯科健診を受けた園
児で，保護者の同意を得られた 3 歳～6 歳児 263
人を対象とした。採取した唾液からブドウ球菌を
分 離 培 養 後，DNA を 抽 出 し，PCR に よ り
16sRNA，nuc，mecA 遺伝子等を検出した。S. 
aureus（ 黄 色 ブ ド ウ 球 菌：coaglase positive 
staphylococci）については，コアグラーゼ（coa）
型別と，MLST 解析を行った。次いで，微量液
体希釈法により各種薬剤への感受性を測定し，薬
剤耐性遺伝子，病原因子遺伝子等を PCR により
検出した。S. aureus 以外のブドウ球菌（CNS：
coaglase negative staphylococci） に つ い て は，
菌種の同定を PCR 法で行った。

【結果】
　（1） 263 人中，17 人から S. aureus が検出され

た（6.5 ％）。CNS は，3 人 か ら 検 出 さ れ
（1.1％），S. sciuri が 2 株，S. saprophyticus
が 1 株であった。mecA，PVL，ACME 遺
伝子はいずれも検出されなかった。

　（2） MSSA（メチシリン感受性 S. aureus）17
株の coa 型は，Ⅹa が 4 株，Ⅳa，Ⅴa，Ⅶb
が各 3 株，Ⅴb が 2 株，Ⅵc，Ⅷa が各 1 株
であった。

　（3） MLST解析では，8種類のSTが同定された。
そ れ ら は，ST15（2 株 ），ST20（1 株 ），
ST30（3 株），ST45（3 株），ST97（1 株），
ST121（3 株），ST188（2 株），ST718（2 株）
であった。

　（4） ST20，ST30，ST45，ST121 の MSSA は，
いずれもエンテロトキシン遺伝子クラス
ター（seg-sei-sem-sen-seo）を有していた。

　（5） ST30 は，tst-1，blaZ を保有し，アンピシ
リンとエリスロマイシンに耐性を示した。

　（6） ヒトへの感染報告が非常に少ない ST20，
coa 遺伝子Ⅷa 型の MSSA が認められた。

【考察】
　ヒトの常在菌であるブドウ球菌は，coaglase 産
生の有無により，S. aureus と CNS に分類される。
coa 型別分類は疫学的分類マーカーの 1 つとして
用いられ，現在 15 種に分類されている。また，
mecA 遺伝子の有無を調べることで，b-ラクタム
剤に対する感受性の有無がわかる。さらに，SCC 
mec 遺伝子型（Ⅰ～Ⅺ）分類により，この多型性
を利用した MRSA の院内や市中のアウトブレイ
クを調査可能である。近年，薬剤耐性を示す S. 
aureus（MRSA）のみならず，MR-CNS が出現し，
世界規模で問題となっている。
　S. aureus は，様々な毒素を産生する病原性の
高い感染症起因菌であり，その外毒素には，食中
毒の原因毒素である SE（staphylococcal entero-
toxin），TSST-1（toxic shock syndrome tox-
in-1）等があり，これらはスーパー抗原としての
性質も持つ。SE は，古典型の SEA～SEE に加え，
新型 SE およびブドウ球菌エンテロトキシン様毒
素（Staphylococcal　enterotoxin-like；SEl）が次々
と発見され，現在，少なくとも 27 種類が報告さ
れている。中でもエンテロトキシン遺伝子クラス
ターは高病原性に関わる病原因子であり，今回，
健康な小児の唾液からも本遺伝子を所有する
MSSA が 17 株中 10 株（59％）検出された。また，
mecA 遺伝子を持つ MRSA は検出されなかった
が，blaZ（b-ラクタマーゼ遺伝子）を保有する
MSSA が 17 株中 7 株（41.2％）検出された。し
たがって，市中におけるそれらの蔓延状況を継続
して調査する必要があると考えられた。

【倫理審査　承認番号】
北海道医療大学倫理委員会　承認番号　第 177 号
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プラズマベースイオン注入法によりアルゴン，フッ素および銀イオンを注入した
PMMA の口腔微生物への影響

Effects on oral microorganisms in PMMAs implanted 
with argon, fluorine and silver ions by plasma-based ion implantation 

○加々美恵一，篠永ゆかり，阿部洋子，今瀧梨江，西村貴子，原田京子，有田憲司
Keiichi Kagami, Yukari Shinonaga, Yoko Abe, Rie Imataki, Takako Nishimura, Kyoko Harada, Kenji Arita

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

【目的】
　口腔内に装着されるアクリルレジン製装置は歯
垢が付着することで，う蝕，歯周疾患，義歯性口
内炎を惹起しやすい。本研究は，3 次元に応用可
能なイオン注入技術である Plasma-based Ion 
Implantation（PBII）法を用いて，フッ素（F）
および銀（Ag）イオンを注入し，アクリルレジ
ン製装置表面を改質することによって装置へ抗菌
性を付与することを目的としている。これまで，
本法にて処理したアクリルレジン板の一般細菌に
対する抗菌性を報告した 1）。今回，アルゴン（Ar）
ガスを用いて F および Ag を注入した試料表面
の元素の注入状態および表面性状を分析するとと
もに，口腔内細菌に対する抗菌性および抗真菌性
について検討したので報告する。

【材料と方法】
　PMMA アクリルレジン板（クラレックス，日
東樹脂）と純銀製メッシュをチャンバー内の試料
台に設置し，Ar ガスもしくは Ar/F2 混合ガスを
真空条件でプラズマ化し，加速電圧を付与するこ
とにより，銀イオン注入を行った群をそれぞれ
Ar＋Ag 群および Ar/F＋Ag 群とし，Ar ガスも
しくは Ar/F2 混合ガスプラズマを作用させるが
銀メッシュを設置しなかった群をそれぞれ Ar 群
および Ar/F 群とした。さらに，Control 群として，
PBII 法による処理を行わなかった PMMA レジ
ン板を用いた。
　X 線光電子分光法（XPS）により試料表面元素
分析と各種イオンの注入深さの分析を行った。ま
た，蒸留水，ジヨードメタンおよびエチレングリ
コールに対する試料表面の接触角を測定し，3 種
類の試験液に対する接触角の平均値より各試料群
の表面自由エネルギーを算出した。加えて，原子
間力顕微鏡（AFM）にて試料表面の微細構造を

観 察 し た。 さ ら に，Streptococcus mutans（S. 
mutans）に対する抗菌性および Candida Albi︲
cans（C. albicans）に対する抗真菌性の検討を
ATP 発光分析法にて行った。

【結果および考察】
　XPS 分析より，確かに各群の試料表面に必要
としたイオンがそれぞれ注入されていることが示
された。また，Control 群の蒸留水の接触角（64.4
±2.2°）と比較して，PBII 法により各実験群の蒸
留水に対する接触角はすべて 90°を超えて有意に
上昇し，試料表面は疎水性を示した。表面自由エ
ネルギーについては，Control 群（44.05 mJ/m2）
と比較して，Ar 群のみ大きかったが，その他の
試料群では Control 群と同等もしくは小さかった
ことから，これらの試料表面は液体が濡れにくく，
口腔内におけるペリクルや歯垢が付着しにくい表
面性状を有している可能性が高いことが示唆され
た。また，AFM による微小表面粗さ測定の結果，
Control 群の線粗さは最大 3.18 nm であったのに
対し，Ar ガスで処理した 2 群は 1.0～2.0 nm で
Control 群との間に有意差は認めず，Ar/F2 ガス
で処理した 2 群は約 5.6 nm で Control 群と比較
して有意に高い値を示した。また，各試料表面に
S. mutans 菌液を接触させ 4 時間培養した菌液の
ATP 発光量は Ar＋Ag 群，Ar/F＋Ag 群におい
て Control 群と比べて有意に低下し，S. mutans
の増殖抑制効果が示された。一方，各試料表面に
C. albicans 菌液を接触させ 4 時間培養した菌液
の ATP 発光量は，すべての群間において有意差
はなく，抗真菌効果は認められなかった。

【文献】
 1） Shinonaga Y, Arita K：Acta Biomater, 8：

1388-1393, 2012.
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Zn，Fe がエナメル質酸蝕症に及ぼす影響について
The effects of Zn and Fe on enamel erosion

○山田由希子，渡辺幸嗣，田窪二郎，牧　憲司＊

Yukiko Yamada, Kouji Watanabe, Jiro Takubo, Kenshi Maki ＊

（九歯大・小児歯）
Kyushu Dental Univ. Dept. Pediatric Dent
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【目的】
　エナメル質の脱灰には齲蝕と酸蝕症があり，小
児歯科でも齲蝕は現在大きく減少しているが，酸
蝕症は増加傾向にあり近年特に注目されている。
酸蝕症の原因には内因性のもの（胃酸）と外因性
のもの（職業性，酸性飲食物）とがある。この中
でも特に生活習慣に関わるものは，クエン酸を含
む菓子類や柑橘類・酸性飲料などの酸性食品の過
剰摂取による酸蝕症である。微量元素は自然界に
広く分布しており，そのいくつかは齲蝕の有病率
に影響することが報告されている 1）。そこで今
回微量元素と酸蝕症の関係に着目し，微量元素の
脱灰への影響を検索することとした。Zn 及び Fe
が酸蝕による脱灰に与える影響を明らかとするこ
とを目的に Zn，Fe それぞれの存在下に牛歯エナ
メル質を 1％クエン酸溶液に浸漬し，Transverse 
Microradiograph（TMR）を応用して標本エナメ
ル質の脱灰病変深度を測定・比較した。

【方法】
　実験に使用した牛のエナメル質は，月齢 20～
22 歳の雄牛の中切歯歯冠より 4 mm×6 mm のブ
ロックを牛歯 1 本につき 1～2 ブロック切り出し
た。歯の表面（実験面）にのみ酸が作用するよう
に，ブロックの実験面以外を全体が 10 mm×12 
mm×7～10 mm となるように即時重合レジンに
て包埋し，牛歯エナメル質表面を研磨紙 1000 番
まで研磨することにより平坦な面を作製した。実
験面の半分は透明マニキュアの塗布により未処理
部位として保存した。実験には，① 1％クエン酸
溶液（pH2.3），② 1％クエン酸溶液（pH2.3，10 
mM/L Zn 溶液添加），③ 1％クエン酸溶液（pH2.3，
10 mM/L Fe溶液添加），3種類の溶液を用意した。
サンプルを control teeth group（CT）7 個，Zn 
teeth group（ZT）8 個，Fe teeth group（FT）
8 個にランダムに分けた。円筒形プラスチック容
器に 1％クエン酸（pH2.3），1％クエン酸（pH2.3，

10 mM/L Zn 添 加 ），1 ％ ク エ ン 酸（pH2.3，10 
mM/L Fe 添加）を 40 mL ずつ入れ，それぞれ
CT，ZT，FT を 1 サンプルずつ加えて 37℃の環
境下で 5 時間浸漬した。サンプルの分析には
TMR 分析を用いた。TMR 分析は，顕微エック
ス線装置を用い脱灰に伴う歯質ミネラルの変化を
定量的に評価する標準法である。

【結果】
　TMR 分析が可能であったサンプルにおいて
CT 群，ZT 群，FT 群の平均脱灰深度はそれぞれ
116.32±22.09，218.34±81.28，164.76±68.38 であっ
た。ZT 群の脱灰深度は CT 群より有意に高値を
示した。（p＜0.05）

【考察】
　Pereira ら 2）はコカコーラに Zn を添加した場
合脱灰を減少させたと報告しているが，今回の研
究では Zn を添加した場合エナメル質脱灰を促進
させた。この違いには酸の種類の違いが関与して
いると考えられる。また，Pereira ら 2）はコカコー
ラに Fe を添加した場合脱灰促進をしたと報告し
ている。今回の研究でも同じく脱灰促進の傾向を
示すことが示唆された。

【文献】
 1） K watanabe, 他 ：Al and Fe levels in mixed 

saliva of children related to elution behaveor 
from teeth and restorations, J Trace Elem 
Med Biol.2011 Jul；25 （3）：143-8

 2） Pereira HA, 他：Supplementation of soft 
drinks with metallic ions reduces dissolution 
of bovine enamel, J Appl Oral Sci. 2013 Jul- 
Aug；21 （4）：363-8
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従来型充塡用 GIC への粉末状セルロースナノファイバー添加の影響
Effect of adding powdered cellulose nanofiber to conventional GIC for Filling

○永石千琴，篠永ゆかり，今瀧梨江，加々美恵一，西村貴子，阿部洋子，原田京子，有田憲司
 Chikoto Nagaishi, Yukari Shinonaga, Rie Imataki, Keiichi Kagami, 

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）は他の歯
科材料にない優れた特性を多く有するが，機械的
強度が低いのが欠点である。そこで，我々は GIC
の強度を改善する目的で，「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）を GIC の補
強材として利用するという着目を得て，充填用
GIC に CNF を添加した場合の影響について検討
したので報告する。

【材料および方法】
　基材として従来型高強度充填用 GIC，Fuji Ⅸ
GP-EX（ジーシー，以下 cGIC）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。まず，cGIC 液
に総粉末量の 0（control 群），2，4 および 6 重量％
の割合で STAR を混和し，その後 cGIC 粉末を粉
液比 2.5 で練和した。各試験用モールドに填入し
試料を作成し，人工唾液中に浸漬した。24 時間
後および 1 か月後に万能試験機にて，圧縮試験，
3 点曲げ試験および破壊靭性試験（各群 n=6）を
行った。なお，統計学的検定には，一元配置分散
分析（ANOVA）および Tukey の多重比較検定
法を用いた。

【結果および考察】
　結果を図 1～3 に示す。

〈図 1〉圧縮強さの比較

〈図 2〉3 点曲げ強さの比較

〈図 3〉破壊靭性値の比較
　Control 群の圧縮と 3 点曲げの強さは 1 か月後
が 24 時間後より低い値を示したが，有意差はな
いため強度変化はないと評価し，以下の考察を
行った。
　圧縮強さは，2％と 4％群には有意差は認めな
かったが 6％群では有意に低下した（図 1）。
CNF のような GIC マトリックスと接着しない補
強材を添加すると圧縮強さは低下することが多い
が，4％以下の添加では低下しないことが示され
た。3 点曲げ強さ（図 2）および破壊靭性値（図 3）
は，すべての CNF 群で顕著に向上し，有効性が
認められた。この効果は，直径 100 nm 以下でア
スペクト比 100 以上という CNF の構造的要因に
よるものと考えられた。
　以上の結果を総合して，cGIC への CNF 至適
添加量は 4％であるとの結論に至った。

P-9



12158thJSPD

58th Annual Conference of the Japanese Society of Pediatric Dentistry

第 58 回日本小児歯科学会大会 

乳臼歯歯冠修復におけるコンポジットレジンの破折防止に関する研究
―内開き窩洞について―

Study on Prevention of Fracture of Composite Resin in Inward Opening Cavities in 
Deciduous Molars

○関野貴大，永山（猪狩）道代＊，岡田英俊＊＊，加川千鶴世，島村和宏
Takahiro Sekino, Michiyo Nagayama（Igari）＊, Hidetoshi Okada ＊＊, Chiduyo Kagawa, Kazuhiro Shimamura

（奥羽大・歯・小児歯，＊永山歯科医院，＊＊奥羽大・生体材料）
Ohu Univ. Dept. Pediatric Dent. Nagayama Dental Clinic , and Ohu Univ. Dept Biomaterial.
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【目的】
　乳臼歯隣接部のう蝕は，歯頸部付近で頬舌的に
拡がることが多い。永久歯よりも小さく歯質の薄
い乳歯において，歯質の保護と修復物破損防止，
長期間維持のためには，Minimal Intervention の
概念に基づきつつも，側壁部に対する工夫が必要
と考えられる。従来より各種の成書には，内開き
窩洞を推奨する記述があるものの，根拠を示すも
のは見当たらない。
　本研究では，隣接面を含む複雑窩洞において，
切削量を抑制しつつ CR の辺縁破折や二次う蝕発
生の可能性を低減する一助とすべく，窩洞条件お
よび CR の充填条件を検索する目的で内開き窩洞
の形態，側壁の幅と CR の種類について圧縮強度
をもとに比較検討したので報告した。

【方法】
①圧縮試験，間接引張試験よりフロアブル型 6 種
ペースト型 3 種の CR について，3 群（GF 群，
BK 群，UN 群）に分けて物性試験を行い，圧縮
強さ，弾性率，間接引張強さを測定し CR 間の有
意差を検討した。
②隣接面の内開き窩洞を設定し，窩洞別（S1，
F1，F2）（図 1）における圧縮試験にて窩洞にお
ける CR の圧縮強さを測定し，窩洞内での CR 間，
及び，窩洞間の有意差を検討した。
③実験後の CR 充填された窩洞の破断面を SEM
にて観察を行った。

〈図 1〉人工歯の各種窩洞形状

【結果】
　本研究より以下の結果を得た。
1．窩洞 S1，窩洞 F1，窩洞 F2 へと窩洞が広がる
につれて GF 群，UN 群でフロアブル型が高値を
示し有意差を認めた。
2．従来型のフロアブル型はペースト型より機械
的性質に劣るとされていたが，本実験において窩
洞に充填した CR については，フロアブル型が
ペースト型より高い値を示し臨床において，単一
材料のみにおける積層充填によるフロアブル型の
有用性が示唆された。
3．S1 より F1，F1 より F2 窩洞の圧縮強さの値
が大きかったことから，側壁部の CR 厚さ，体積
の大きさは，永久歯より小さく歯質の薄い乳歯歯
冠修復において破折防止に影響与えていることが
示唆された。

【考察】
　各 CR の圧縮強さや弾性率について，フロアブ
ル型とペースト型での違いがあったことは，各
CR 成分，配合の違い，特に BK 群ではベースモ
ノマーと希釈材の配合比率の違いが関係している
と思われる。
　一方，間接引張試験結果と，各窩洞に充填した
状態での圧縮試験結果が類似していたことから，
窩洞内 CR にかかる圧縮応力の検討に適していた
と考えられる。またその結果 S1 より F1，F1 よ
り F2 窩洞の値が大きかったことから，側壁部の
CR 厚さ，体積の大きさは，永久歯より小さく歯
質の薄い乳歯歯冠修復において破折防止に影響し
ていることが示唆された。

【文献】
 1） 猪狩道代，他：乳臼歯隣接面を含む複雑窩洞

におけるコンポジットレジン修復に関する研
究―窩洞形態と充填方法―，小児歯誌，52（1）：
12-25，2014．窩 洞 S1 窩 洞 F1 窩 洞 F2
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S-PRG フィラーを配合した乳歯用コンポジットレジン修復に関する臨床的観察
Clinical evaluation of composite resin with S-PRG filler for the primary teeth

○湯沢真弓，永岡春香，黒木貴子，茂呂歩実，伊平弥生，朝田芳信
Mayumi Yuzawa, Haruka Nagaoka, Takako Kuroki, Ayumi Moro, Yayoi Idaira, Yoshinobu Asada 

（鶴見大・歯・小児歯）
Tsurumi Univ. Dept. Pediatric Dent.

【目的】
　乳歯の歯冠修復処置においては，歯種を選ばず
使用でき審美性に優れたコンポジットレジン修復
が広く用いられている。近年，S-PRG フィラー
を配合した乳歯用コンポジットレジン（ビュー
ティフィルキッズ，以下キッズレジンとする）が
開発された。キッズレジンには，立体的な付形が
可能なゼロフロー（ピンク），ゼロフローより流
動性のあるローフロー（青）ならびにペースト（黄
色）の異なる操作性を有する 3 種類がある。今回
演者らは，乳歯の歯冠修復処置にキッズレジンを
使用し，平均観察期間 6 か月の臨床成績を調査し，
若干の知見を得たので報告する。

【対象と方法】
　調査対象は鶴見大学歯学部附属病院小児歯科外
来を受診し，乳歯の歯冠修復処置を行い，その後
の経過観察を行うことに同意した患児 249 名［総
被検歯数 448 歯（乳前歯 182 歯，乳臼歯 266 歯），
532 窩洞（乳前歯 198 窩洞，乳臼歯 334 窩洞）］
を対象とした。キッズレジン使用の内訳は青
137，ピンク 140，黄 255 窩洞である。通法に従
い充填し，充填後の平均観察期間は約 6 か月（5
か月～7 か月）とした。充填後の診査および評価
は，事前に評価基準のすり合わせを行った小児歯
科医 5 名が実施した。診査項目のうち，色調，辺
縁着色，摩耗，辺縁適合は良，概良，不良と評価
し，脱落，破折，気泡，二次齲蝕については有，
無で評価した。臨床成績としては，診査項目の中
で 1 つでも再治療となったものを不可，概良ある
いは有と評価した項目はあったが再治療を行わな
かったものを可，そして全ての項目で良および無
となったものを優良とした。

【結果および考察】
　6 か月後に評価を行うことが出来た窩洞数は
249 窩洞（乳前歯 92 窩洞，乳臼歯 157 窩洞）であっ
た。表 1 に操作タイプ別に充填したキッズレジン

の臨床成績を示す。青は優良が 81.1％，ピンクが
82.8％，黄色が 75.0％と高い値を示し，どのレジ
ンのタイプでも臨床成績に大きな差は認められな
かった。不可と評価され再処置を行ったものは 7
窩洞であった。その内訳は色調が 1 窩洞，辺縁着
色と辺縁適合が重複したものが 1 窩洞，辺縁適合
と破折が重複したものが 1 窩洞，破折と二次齲蝕
が重複したものが1窩洞，二次齲蝕が3窩洞であっ
た。

〈表 1〉タイプ別レジンを充填した窩洞の臨床成
績 6 か月後（乳前歯および乳臼歯の窩洞数）

　キッズレジンのペーストタイプは圧接が容易で
充填しやすく，ローフロータイプは流れが良いた
め隣接面の窩洞に使いやすく，またゼロフロータ
イプは CRJ 修復などに用いられやすく，形態付
与もしやすいという特徴がある。今回の研究にお
いて，6 か月後の臨床成績としては，優良および
可を合わせた 97.2％が良好な臨床経過をたどった
と考えられ，乳歯のコンポジットレジン修復に関
する過去の臨床成績 1）と同様な結果となった。
さらにタイプ別でも臨床成績に大きな違いは認め
られなかったことから，臨床においては，窩洞外
形の特徴に合わせてキッズレジンのタイプを選択
することが望ましいと考えられた。

【文献】
 1） 池田孝雄，他：ウェットボンディングシステ

ムによる乳歯の歯冠修復に関する臨床的観
察，鶴見歯学：第 25 巻第 3 号，1999．

窩洞数 優良 可 不可

青 53 43（81.1） 9（17.0） 1（1.9）

ピンク 64 53（82.8） 10（15.6） 1（1.6）

黄 132 99（75.0） 28（21.2） 5（3.8）

計 249 195（78.3） 47（18.9） 7（2.8）

（）内は％
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4-META/MMA-TBB レジンに惹起された炎症に対する N-acetyl cysteine の効果
Effect of N-acetyl cysteine for inflammation induced by 4-META/MMA-TBB resin

○高橋静香，中村光一，八若保孝
Shizuka Takahashi, Koichi Nakamura, Yasutaka Yawaka

（北大・院歯・小児障害）
Dentistry for Children and Disabled Persons, Department of Oral Functional Science, 

Hokkaido University Faculty of Dental Medicine
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【目的】
　4-META/MMA-TBB レジンは優れた接着性
を有し，動揺歯の固定，矯正用ブラケットの装着，
根管充填用シーラー，歯牙の意図的再植など，様々
な場面で使用されている。一方で，4-META/
MMA-TBB レジンはモノマーを溶出することに
より，周囲組織の炎症を惹起させたり，活性酸素
種（ROS）を産生したりすることが報告されてい
る。N-acetyl cysteine（NAC）は ROS を直接消
去し，強い抗酸化作用を有する物質である 1）。本
研究は 4-META/MMA-TBB レジンにより惹起
された炎症に対する NAC の効果を評価した。

【材料と方法】
　4-META/MMA-TBB レジンとしてスーパー
ボンド C&B（サンメディカル，以下スーパーボ
ンドを入れ，37℃ 5％ CO2 気下で 72 時間硬化さ
せ た。 硬 化 後， マ ウ ス 頭 蓋 冠 由 来 細 胞
MC3T3-E1 細胞（E1 細胞）を各 well に 3×104

個播種し 24 時間培養した。底面がポリスチレン
のもの（何も入れていないもの）をコントロール

（cont）とし，底面がスーパーボンドのものを
（SB），底面がスーパーボンド で培養液に NAC
を 20 mM となるように添加したものを（SB＋
NAC）とした。それぞれに対して細胞増殖評価
として WST-1 assay を行なった。また，リアル
タイム PCR 法で COX-2 ならびに IL-6 mRNA，
さらに ELISA 法で PGE2 の定量を行なった。細
胞内 ROS の定量についても行なった。 

【結果】
　WST-1 assay の結果，SB で細胞増殖の抑制が
認められたが，NAC を加えることによりその抑
制は軽減された。 リアルタイム PCR の結果，SB
で COX-2 ならびに IL-6 mRNA の発現増強が認
められたが，NAC を加えることによりそれぞれ
の発現が抑制された。また，SB で PGE2 の産生

が亢進することが認められたが，NAC を加える
ことにより抑制された。さらに，SB では細胞内
ROS が増加することが確認されたが，NAC はそ
れを抑制した。

〈Fig.1〉WST-1 の結果

【考察】
　NAC は 4-META/MMA-TBB レジンが惹起し
た炎症反応を抑制し，さらに抗酸化作用を示した。
NAC を応用することにより，より生体親和性の
高い材料を開発できる可能性が示唆された。

【文献】
 1） Yue-qiang Fu, et al.：N-acetylcysteine pro-

tects alveolar epithelial cells from hydrogen 
peroxide induced apoptosis through scav-
enging reactive oxygen species and sup-
pressing c-Jun N-terminal kinase, Experi-
mental Lung Research, 36：352-361, 2010.
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N-アセチルシステインによる歯根吸収抑制メカニズムの解析
Analysis of the mechanism of suppressing root resorption by N-acetylcysteine

○西見光彦，中村光一，久田明奈，八若保孝
 Mitsuhiko Nishimi, Koichi Nakamura, Akina Hisada, Yasutaka Yawaka

（北大・院歯・小児障害）
Dentistry for Children and Disabled Persons, Department of Oral Functional Science, 

Hokkaido University Faculty of Dental Medicine. 

【目的】
　歯の外傷受傷時の約 1.5～16％で完全脱臼（脱
落）が発生する。脱落後 1 時間以内に再植を行う
ことができれば予後は比較的良好と言われている
が，再植までに要した時間で最も多いのは 1～4
時間であったと報告されている 1）。再植が遅れる
と歯根外部吸収が発生する可能性が高くなる。再
植後の歯根外部吸収は歯根膜の乾燥が主な原因と
されている。歯髄壊死とも関連があると考えられ
ており，根管治療が必要となる。演者らは以前に
ラット外傷歯モデルを使用し，抗酸化アミノ酸で
ある N-アセチルシステイン（NAC）を使用した
根管治療が，歯根吸収を抑制することを報告した。
本研究ではさらに研究を進め，NAC による歯根
吸収抑制のメカニズムを解析した。

【対象と方法】
　対象は 6 週齢の SD 系雄性ラットの上顎第一臼
歯近心根を使用した。全身麻酔を施した後に上顎
第一臼歯を抜歯，歯冠側から抜髄した。K-ファ
イ ル を 使 用 し て 25 号 ま で 拡 大 し，NAC（10 
mM）と 50％水酸化カルシウム（Ca（OH）2）を
貼薬した。対象歯を抜歯後 1 時間乾燥させた後に
再植し，咬合力を与えないように対合歯を切削し
た。抜髄せずに再植したものを control とした。
2 週間後に安楽死させ，試料を採取した。試料は
EDTA を用いて脱灰した後，根尖から 1/3 部を
使用した。歯軸に対して垂直に，厚さ 5 nm の薄
切切片を作製し，H-E 染色ならびに TRAP 染色
を行った。歯根の面積と，歯根に付着している破
骨細胞数を測定し，比較した（北海道大学動物実
験計画承認番号：第 14-0063 号）。
　また，RAW264.7 細胞に最終濃度 50 ng/ml の
RANKL と NAC を 最 終 濃 度 が 1 mM，5 mM，
10 mM となるように添加して 12 時間，24 時間，
5 日間培養し，破骨細胞関連遺伝子の mRNA 発

現量を定量した。さらに，5 日間培養した破骨細
胞数を計測し，核数別に測定した。

【結果】
　control では歯根吸収が生じており，歯根周囲
の破骨細胞が確認できた。NAC，Ca（OH）2 を貼
薬したグループでは歯根吸収が少なく，歯根周囲
に付着している破骨細胞も減少した。
　RAW264.7 細胞に RANKL と NAC を添加して
培 養 し た と こ ろ，mRNA の 発 現 量 は 5 mM 
NAC，10 mM NAC の 添 加 に よ り NFATc1，
RANK，DC-STAMP，CD47，OC-STAMP，
Cath-K，Nox1 で減少した。また，5 mM NAC，
10 mM NAC の添加により破骨細胞が減少し，特
に 5 核までの破骨細胞が有意に減少していた。

【考察】
　現在，外傷歯の根管治療には水酸化カルシウム
製剤が多く使用されている。本研究にて NAC は
水酸化カルシウム製剤と同等の歯根吸収抑制を示
した。また，NAC は破骨細胞数を減少させ，破
骨細胞関連遺伝子の発現量も減少させていた。以
上により，NAC は破骨細胞の分化，融合，機能
抑制に関与し，歯根吸収を抑制している可能性が
示唆された。

【文献】
 1） Xin Zhang, et al：Characteristics of avulsed 

permanent teeth treated at Beijing Stomato-
logical Hospital. Dent Traumatol，27 （5）：
379-384, 2011.
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深部埋伏歯牽引を目的とした新規アタッチメント装着システムの開発と評価
Development and evaluations of the novel system for extraction of the deeply impacted teeth

○町谷亜位子，小口寛子，龍田恒康＊，渡部　茂＊＊

Aiko Machiya, Hiroko Oguchi, Tsuneyasu Tatsuta＊, Shigeru Watanabe＊＊

（明海大・歯・オーラルリハビリテーション，＊明海大・歯・口腔外科，＊＊明海大・歯・口腔保健）
Meikai Univ. Div. Oral Rehabilitation of Sciences, and Meikai Univ. 1st Div. Oral and Maxillofacial 

Surgery and Meikai Univ. Dept. Oral Health Sciences 
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【目的】
　小児期における埋伏歯の存在は，その歯の萌出
不全だけではなく，臨在歯の歯根吸収から抜歯に
至ることもあり，重要な課題となっている 1）。従
来，埋伏歯を開窓・牽引する際，牽引用アッタチ
メントをピンセット等で把持し，埋伏歯の歯面に
圧接する 2）。しかし，埋伏歯が深部にあり十分に
開窓を行えない場合や術野の狭い大臼歯部など，
しばしば装着に苦慮する症例を経験する。本研究
では，深部の埋伏歯に対する牽引用アッタチメン
トの接着操作を向上させるため，医療用チューブ
を用いた光強度増幅法を考案し，新しいアタッチ
メント装着システムを開発・評価を行った。

【対象と方法】
　〈実験 1〉狭い術野を想定し，直径 15 mm 深さ
20 mm の孔を有する石膏型を作成した。孔に医
療用チューブを設置し，一方から LED 光重合照
射器で光照射行い，他方から RADIOMETER 
LM-100（MONITEX 社）を用いて光強度を測定
した。〈実験 2〉医療用チューブを用いた光強度
増強法を応用し，牽引用アタッチメントを装着す
る新しいシステムを開発した。片頭エキスプロー
ラー（シオダ社）を改良したインスツルメントと
医療用チューブと接続し，アタッチメントを固定
した。直径 15，10，8 mm 深さ 20 mm の孔を有
する石膏型に挿入し，光強度を測定した。〈実験 3〉
接着強度を評価するため，埋伏歯を想定した直径
10 mm のプラスチック球に対し，直径 15 mm 深
さ 20 mm の孔を有する石膏型を介して，アタッ
チメントを接着した。光重合型接着剤，化学重合
型接着剤を用いた。アタッチメントに牽引力をか
け測定した。1 回の接着操作につきアタッチメン
トの取り落とし回数を記録した（n=10）。Stu-
dent’s t-test を用いて統計学的解析を行った（p
＜0.05）。

【結果】
　〈実験 1〉対象群 440.8 mW/cm2 に対し，医療
用チューブを介した群は 545.1 mW/cm2 と，1.2
倍高い光強度が得られた。〈実験 2〉従来法と比
較し，新しいシステムでは，直径 15 mm の孔で
平均 1.56 倍，10 mm で平均 1.79 倍，8 mm で平
均 1.82 倍高い光強度が得られ，より狭い操作野

での照射光到達に有利であった。従来法では，到
達できない場合もあった。〈実験 3〉従来法と比
較し，新しいシステムでは，光重合型接着剤で平
均 1.70 倍，化学重合型接着剤で，平均 4.78 倍の
牽引力に対し接着を維持することができた（図 1）。
アタッチメントの取り落とし回数は，従来型で平
均 0.43 回/操作であったが，新しいアタッチメン
ト装着システムでは取り落としは一度もなかった。

〈図 1〉埋伏歯牽引用アタッチメント装着システ
ムを用いたアタッチメント接着強度の評価

【考察】
　医療用チューブを用いた新しい光強度増幅法
は，光源から距離が離れた条件下で，光強度を減
衰させないだけでなく，むしろ増強させる効果が
あることが明らかになった。今回開発した埋伏歯
牽引のためのアタッチメント装着システムは，深
部埋伏歯や大臼歯部の埋伏歯に対するアタッチメ
ント装着に有用であることが示唆された。現在，
アタッチメントの装着以外に，埋伏歯の牽引方法
は普及していない。今回開発したシステムを用い
ることで，今までアタッチメント装着が出来ず牽
引が不可能であった深部の埋伏歯を保存できる可
能性がある。

【文献】
 1） Ericson S, Kurol J. Early treatment of pala-

tally erupting maxillary canines by ex-
traction of the primary canines, Eur J Orth-
od, 10 （4）：283-295, 1988.

 2） 高見由佳，進士久明 他：本学小児歯科外来
における埋伏歯の牽引症例について，小児歯
誌，32：587-594，1994．
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クワドヘリックスの構造が歯の移動に与える影響　―有限要素法による力学的検討―
Effect of fixation types and helix heights on dento-alveolar tooth movement produced by quadhelix appliances

― Finite element study ―

○横井由紀子，小口久雄＊，山川洋子＊，江花照夫，河村　純＊＊，川原良美＊＊＊，大須賀直人＊，岡藤範正＊＊＊

Yukiko Yokoi, Hisao Oguchi＊, Yoko Yamakawa＊, Teruo Ebana, Jun Kawamura＊＊, 
Yoshimi Kawahara＊＊＊, Naoto Osuga＊, Norimasa Okafuji＊＊＊

（松歯大・大学院，＊松歯大・小児歯，＊＊河村歯科医院（岐阜市），＊＊＊松歯大・矯正）
Dent. Matsumoto Dental Univ., ＊Dept. Pediatric Matsumoto Dental Univ., ＊＊Dent, Kawamura Dent. Office 

＊＊＊ Dept. Orthodontics Matsumoto Dental Univ.

【目的】
　クワドヘリックスは，歯列拡大に用いられる代
表的な装置である。多くの歯科矯正の教科書に記
載され，臨床に広く用いられている。
　図 1A は多く使用されているクワドヘリックス
の代表的な形状であり，ヘリックスが口蓋の深い
位置にある。この場合，舌に対する不快感が少な
い。一方，ヘリックスが比較的浅い位置にあるタ
イプもある（図 1B）ヘリックスが歯頸付近にあ
ると，それがかさばって吸引癖をやめさせるのに
効果があるとされている。以上のように，現在，
構造が異なったクワドヘリックスが製作されてい
る。しかし，これらの構造の違いが歯に作用する
力系と歯の移動状態に対してどのように影響する
のかは分かっていない。
　本研究の目的は，クワドヘリックスの構造の違
い，すなわち可撤式と固定式およびヘリックスの
高さが歯槽性の歯の移動に与える影響を力学的観
点から検討することである。

【方法】
　歯の有限要素法モデルは，歯科実習用の歯列模
型（i21D-400C，ニッシン）に基づいて作成された。
歯は剛体とした。そのため表面だけをシェル要素
で分割し，それらの節点を剛体化した。歯根には，
厚さが 0.2 mm（一定）の歯根膜を付けた。歯根
膜は，3 次元ソリッド要素で分割した。歯根膜は，
線形弾性体と仮定し，そのヤング率を 0.13 MPa，
ポアソン比を 0.45 とした。歯槽骨は剛体と仮定
した。歯の移動は，歯根膜外表面の節点，すなわ
ち歯槽窩を移動することによって行われた。この
場合，歯槽骨をモデルに含める必要はなくなる。
　クワドヘリックスは，断面直径が 0.9 mm のス
テンレス鋼ラウンドワイヤー（ヤング率：200 
GPa）で作られているとした。そして，3 次元弾

性ビーム要素で分割した。クワドヘリックスの正
中断面には，対称境界条件を設定した。歯冠表面
とアームの間には，摩擦係数を 0.15 として，接
触要素を設定した。可撤式では，クワドヘリック
スのピンを大臼歯バンドの 2 本の垂直チューブに
挿入して取り付けられる。それぞれのピンと
チューブは摩擦なしで軸回りに回転できるとし
た。この取り付け方法は ST ロックと呼ばれてい
る。固定式では，クワドヘリックスが大臼歯バン
ドにろう（鑞）着されているとした。そして，ク
ワドヘリックスと大臼歯を剛体ビームで連結し
た。その部分でクワドヘリックスの移動と回転は
大臼歯と同じになる。

【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 .
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〈図 1〉クワドヘリックスの構造
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パン酵母 b-グルカンによる RANKL 誘導破骨細胞形成の抑制メカニズム
Mechanism of suppression of RANKL-induced osteoclast formation by glucan from baker’s yeast

○原　詩歌，有吉　渉＊，京極絵美＊＊，牧　憲司
Shiika Hara, Wataru Ariyoshi＊, Emi Kyougoku＊＊, Kenshi Maki

（九州歯大・歯・小児歯，＊九州歯大・歯・感染分子生物学，＊＊きょうごく矯正歯科小児歯科クリニック（熊本市））
Kyushu Dental Univ. Div. Depelopmental Stomatognathic Functional Science, ＊Kyushu Dental Univ. 

Div. Infections and Molecular Biology, ＊＊Kyougoku Pediatric and Orthodontic Clinic
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【目的】
　これまでの研究でパターン認識受容体の 1 つの
dectin1 のアゴニストである b-グルカンの一種，
curdlan が Syk キナーゼを介した NFATc1 発現
の負の抑制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 が選択制の高い骨吸
収抑制薬として応用可能であることが示唆され
た。1）本研究ではパン酵母β-グルカンに着目し，
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
及び RANKL で刺激しパン酵母 b-グルカンを添
加した。さらに，dectin-1 を過剰発現させた破骨
細胞前駆細胞株 RAW264.7 細胞（d-RAW 細胞）
についても RANKL 存在下にて破骨細胞分化誘
導を行った。培養後の細胞に関して，破骨細胞分
化能は TRAP 染色，細胞増殖能は WST-8assay，
破骨細胞分化関連遺伝子発現は real-time RT-
PCR 法，破骨細胞分化関連タンパク発現は West-
ern blotting 法にて評価した。

【結果】
　パン酵母 b-グルカンは，マウス骨髄細胞およ
び d-RAW 細胞における RANKL 誘導破骨細胞
形成を抑制することが示された。また，パン酵母
b-グルカンが RANKL 誘導性 NFATc1 発現を抑
制し，それに伴い TRAP 及び Oc-stamp の発現
が低下することも観察された。パン酵母 b-グル
カンによって刺激された d-RAW 細胞では，NF-
lBp65，c-fos および Blimp1 の発現が減少した。
さらに，パン酵母 b-グルカンは，破骨細胞分化
必須因子である Syk タンパク質の分解を誘発し
た。

〈図〉RANKL 誘導破骨細胞形成におけるパン酵
母 b-グルカンの役割の概略

【考察】
　今回の研究において，マウス骨髄細胞では，細
胞増殖に影響を与えずにパン酵母 b-グルカンが
RANKL 誘導性破骨細胞分化を用量依存的に抑制
した。さらに，パン酵母 b-グルカンは（1）NF-
lBp65 の核内移行の抑制及び c-fos の発現抑制（2）
転写抑制因子である Blimp1 の下方制御による破
骨細胞形成の負の調節因子 MafB 及び Irf-8 の発
現増加（3）ユビキチンプロテアソーム経路及び
オートファジー経路による Syk タンパクの分解，
以上 3 つの経路を介して，NFATc1 の発現を抑
制した。これらの結果は，パン酵母 b-グルカン
が RANKL 誘導破骨細胞形成を抑制し，骨関連
疾患の新しい治療戦略として適用できることを示
唆している。

【文献】
 1） Yamasaki, T. et al.：The dectin 1 agonist 

curdlan regulates osteoclastogenesis by in-
hibiting nuclear factor of activated T cells 
cytoplasmic 1 （NFATc1） through Syk ki-
nase, J Biol Chem. 2014 Jul 4
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実験的歯の移動に起因する異所性痛覚過敏に対するイソフラボンの抑制効果
Inhibitory effect of isoflavone on ectopic hyperalgesia associated with experimental tooth movement

○島津德人＊,＊＊，島津貴咲＊＊＊，苅部洋行＊＊＊

Yoshihito Shimazu＊,＊＊, Kisaki Shimazu＊＊＊, Hiroyuki Karibe＊＊＊

（＊麻布大・生命環境・食品生理，＊＊日歯大・生歯・病理，＊＊＊小児歯）
＊AzabuUniv. Lab. Food and Physiol. Sci. and ＊＊Nippon Dental Univ. Dept. Pathol., ＊＊＊Pediatric Dent.

【目的】
　歯科矯正治療を受けた患者の 90％～95％が矯
正学的な歯の移動に関連した痛みを経験してお
り，歯が浮いたような感じや自発痛，咀嚼痛など
のさまざまな感覚の変化を経験しており，患者に
とって矯正治療を敬遠する要因になっている。通
常， 鎮 痛 薬 と し て 非 ス テ ロ イ ド 性 抗 炎 症 薬

（NSAIDs）が処方されるが，胃腸障害や歯の移
動抑制等の副作用が懸念されている。ゲニステイ
ンは，大豆などに含まれるイソフラボンの一種で
あり，抗炎症性作用や骨吸収抑制効果があること
から，薬物に頼らない疾病治療法として注目され
ている。これに関連して，我々の研究室ではこれ
までに，慢性炎症モデルラットにおける痛覚過敏
がゲニステイン投与により緩和されることを報告
してきた。これらのことから，ゲニステインは矯
正時における異所性痛覚過敏にも抑制効果がある
ことが推察された。そこで，本研究では，歯科矯
正時における痛覚過敏に対するゲニステインの抑
制効果を病態生理学的に明らかにすることを目的
とした。

【材料と方法】
　雄性 Wistar ラット（7 週齢）を使用した。矯
正処置は，深麻酔下で動物の上顎第一臼歯と第二
臼歯の間にゴム製セパレーターを挿入し（矯正
群），一部の動物には矯正力の負荷期間中にゲニ
ステイン（27 mg/kg/day）を投与した（矯正＋
ゲニステイン群）。矯正処置後 1-3 日の左口ひげ
部分に von Frey hair を用いて逃避反射閾値を測
定し異所性痛覚過敏の有無を判定した。所定の観
察期間を経たのち，動物は深麻酔下の状態で三叉
神経脊髄路核（SpVc）に刺入したガラス微小電
極 よ り 顔 面 皮 膚 機 械 刺 激 に 応 じ る 広 作 動 域

（WDR）ニューロン活動を Power Lab と PC を
用いて細胞外単一ユニット活動を記録し，SpVc 
WDR ニューロンの興奮性を比較解析した。また，

矯正学的な歯の移動様式を評価する目的では，
nCT 法による歯槽骨の構造解析も実施した。な
お，対照群には無処置（矯正力の未負荷）動物を
設定した。動物実験にあたっては，国際疼痛学会
の倫理規約に遵守し，麻布大学動物実験委員会よ
り承認（承認番号：180516-5）を得た。さらに，
動物の使用匹数と動物への苦痛を最小限にし十分
な配慮のもと実施した。

【結果】
　逃避反射閾値の結果において，矯正群は無処置
群に比べ，矯正処置後から有意に閾値が低下し回
復はみられなかった。矯正＋ゲニステイン群では
無処置群との間に有意な差はみられなかった。上
記 3 群より左口ひげ部分に受容野を持つ三叉神経
脊髄路・尾側亜核広作動域（SpVc WDR）ニュー
ロン活動を記録した。矯正群は無処置群に比べ，
放電頻度が増加した。矯正＋ゲニステイン群にお
ける放電頻度は，無処置群レベルに回復した。臼
歯列の nCT 立体構築像を口蓋側面から観察した
ところ，矯正群と矯正＋ゲニステイン群では無処
置群と比較して第一臼歯と第二臼歯の間隙が明瞭
であった。ゲニステイン投与による骨吸収が抑制
されることから，矯正学的な歯の移動もゲニステ
インの作用により抑制されることが想定されてい
たが，矯正＋ゲニステイン群においても歯が移動
することが確認された。

【考察】
　本研究において，ラット臼歯に矯正力を負荷す
ることにより異所性痛覚過敏が誘発されることが
みとめられた。また，異所性痛覚過敏の発現に関
与する SpVc WDR ニューロンの過興奮がゲニス
テインの連日投与により減弱されることが推察さ
れた。これらのことにより，食品成分由来のゲニ
ステインが NSAIDs に代わる補完代替医療薬と
なり得ることが示唆された。

P-17
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生理的刺激によるヒト歯肉線維芽細胞の Ca2＋応答とフェニトインの作用
Physiologically stimulated Ca2＋ response of human gingival fibroblasts and the effect of phenytoin

○蓑輪映里佳，岡田悠之介，佐藤夕紀，倉重圭史，谷村明彦＊，齊藤正人
Erika Minowa, Yunosuke Okada, Yuki Sato, Yoshihito Kurashige, 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.
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【目的】
　抗てんかん薬であるフェニトイン（PHT）は，
服用者の約 50％に歯肉増殖症の副作用を起こす
ことが知られている。これは薬物性歯肉増殖症と
呼ばれ，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。さらに PHT は HGF の細
胞内 Ca2＋濃度（［Ca2＋］i）を上昇させることも報
告されている。本研究では，fura2/AM 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 上昇のメカニズム，および
生理活性物質による HGF の［Ca2＋］i 上昇と PHT
の作用について解析した。

【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 Sulf-
oxide（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 nM 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，380 nm 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】
　HGF に 100 nM の PHT を作用させると［Ca2＋］i

が上昇し，この反応は細胞外液に Ca2＋が存在し
ない条件でも認められた。次に小胞体内 Ca2＋ポ
ンプ阻害剤である ThG を添加し，Ca2＋ストアが
枯渇した状態での PHT の作用を検証した。2 nM
の ThG によって［Ca2＋］i の上昇が起こり，100 
nM の PHT を共添加すると，さらに［Ca2＋］i が
上昇した。これらの結果から，PHT による［Ca2＋］i

の上昇は，細胞膜に存在する Ca2＋排出機構を抑
制することが示唆された。次に，生理的な刺激に
よる Ca2＋応答に対する PHT の作用を調べた。10 
nM の ATP 刺激によって HGF の［Ca2＋］i が上
昇し，その後 100 nM の PHT を共添加すると

［Ca2＋］i がさらに増大した。この結果から，PHT
が ATP などの生理的刺激による［Ca2＋］i 上昇を
増強することが確認された。一方，マウス胎児皮
膚線維芽細胞（NIH3T3）では，100 nM の ATP
刺激によって［Ca2＋］i が上昇したが，PHT を共
添加による Ca2＋応答の増大は認めなかった。ま
た HGF は，1 nM の 低 濃 度 の ATP 刺 激 で も
PHT による Ca2＋応答の増大を認めた。

【考察】
　これらの結果から PHT による Ca2＋応答の増強
は HGF に特徴的な反応であることに加え，HGF
が ATP 刺激に対する感受性が高いことが示唆さ
れた。今後，ATP の受容体の阻害剤等を用いて
作用点および，その遺伝子発現を解析する。さら
に，炎症性サイトカインや成長因子など他の生理
活性物質による刺激時の［Ca2＋］i 変動と PHT の
関連性を検討する。
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骨吸収抑制薬の歯の萌出における作用の経時的解析
Time-dependent analysis of bone-resorptive drugs on tooth eruption

○五十嵐　悠＊，井澤基樹＊，唐川亜希子＊＊,＊＊＊，船津敬弘＊

Haruka Igarashi＊, Motoki Isawa＊, Akiko Karakawa＊＊,＊＊＊, Takahiro Funatsu＊

（＊昭和大・歯・小児歯，＊＊昭和大・歯・歯科薬理，＊＊＊昭和大・薬理科学研究センター）
＊Department of Pediatric Dentistry, ＊＊Department of Pharmacology, School of Dentistry, and 

＊＊＊Pharmacological Research Center, Showa University

【目的】
　骨吸収抑制薬は，破骨細胞の分化や骨吸収機能
を抑制し骨密度を上昇させることで，健全な骨格
維持に寄与する薬剤である。ビスホスホネート製
剤および抗 RANKL 抗体製剤（一般名デノスマブ）
は，優れた骨吸収抑制薬として成人骨粗鬆症治療
において高い臨床成績を上げており，小児のステ
ロイド性骨粗鬆症治療にも応用されている。しか
し，これらの骨吸収抑制薬の多くは，成長期の小
児に対する詳細な作用が不明であり，小児には適
用外とされている。
　我々は，骨吸収抑制薬を成長期のマウスに投与
すると，ビスホスホネート製剤であるゾレドロ
ネートが成長後の 8 週齢目に体長および体重を抑
制し，さらに歯の萌出の遅延を生じることを報告
した（Isawa, et al. Sci. Rep. 2019）。本研究では，
より幼若な 2，3，4 週齢の歯の萌出に対する骨吸
収抑制薬の作用を解明することを目的とする。

【方法】
　実験には，作用機序が異なる 2 種類の骨吸収抑
制薬，ゾレドロネートおよび抗 RANKL 抗体製
剤を用いた。デノスマブはマウスの RANKL に
は結合しないため，実験には抗マウス RANKL
抗 体 製 剤 を 使 用 し た。 生 後 1 週 齢 の 雄 性
C57BL/6J マウスに，ゾレドロネート 0.1 mg/kg，
抗 RANKL 抗体 2.5 mg/kg を週 1 回毎週，腹腔
皮下に投与した。成長の指標として，2，3，4 週
齢目に体長と体重を計測した。硬組織解析では，
nCT 画像を立体構築し，大腿骨および下顎骨の
解析を行った。また，歯の解析として，臼歯部の
歯冠・歯根長を経時的に計測した。さらに歯の萌
出の遅延が開始した時期を検討するため，切歯お
よび第一から第三臼歯の歯槽骨縁上の歯冠長を，
歯の萌出長として測定した（昭和大学動物実験委
員会承認番号 19056）。

【結果】
　ゾレドロネート投与群では 2，3，4 週齢のいず
れにおいても有意な成長抑制は認められなかった
が，4 週齢目に体長および体重は減少傾向であっ
た。また，抗 RANKL 抗体投与群では，体長・
体重に異常を認めなかった。大腿骨の nCT 解析
では，骨吸収抑制薬投与により，骨密度の上昇と
皮質骨幅の増加が認められた。
　ゾレドロネート投与群では 3 週齢以降で切歯の
萌出が有意に抑制された。一方，抗 RANKL 抗
体投与群では 3 週齢目に切歯の萌出が対照群と比
べて遅延したが，4 週齢目には対照群と同等まで
萌出を認めた。また，臼歯の歯冠・歯根長は，い
ずれの骨吸収抑制薬においても対照群との間に有
意な差を認めなかったが，ゾレドロネート投与群
の 4 週齢目で第一臼歯の萌出が遅延し，さらに第
三臼歯は未萌出であった。

【考察】
　我々は，ゾレドロネートが骨吸収および骨形成
のどちらも抑制することで，8 週齢目の歯の萌出
を遅延させることを以前に報告した。一方で抗
RANKL 抗体の投与は，8 週齢目のマウスの歯の
萌出に影響を及ぼさなかった（Isawa, et al. Sci. 
Rep. 2019）。本研究でもゾレドロネートが 3 週齢
目からマウスの歯の萌出を抑制したことから，歯
の萌出には骨芽細胞による骨形成が関与すると考
えられ，今後細胞レベルでの解析を行う必要があ
る。一方，抗 RANKL 抗体は幼若マウスで一過
性に歯の萌出を抑制するが，成長の過程で萌出長
が回復することが，明らかとなった。

【非会員共同研究者】
高見正道（昭和大学歯学部歯科薬理学講座，薬理
科学研究センター）
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新規外傷治療法の確立にむけた再生歯髄象牙質複合体および歯周組織間における
生体内相互作用メカニズムの初期検討

Evaluate the presence of the interaction mechanism 
between the regenerated pulp dentin complex and periodontal tissue.

〇酒德晋太郎，林　勇輝，石坂　亮，福田　理
Shintaro Sakatoku, Yuki Hayashi, Ryo Ishizaka, Osamu Fukuta

（愛院大・歯・小児歯）
Aichi-Gakuin Univ. Dept. Pediatric Dent.
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【目的】
　歯の外傷による障害は広範囲に及び，歯髄象牙
質複合体および歯周組織を含む。そのため，各組
織それぞれの修復に留まるのではなく，本来の機
能を回復させる再生医療の確立が求められる。患
者まで届いている再生歯科治療として，リバス
キュライゼーション，サイトカイン療法，幹細胞
移植等が挙げられるが，歯髄象牙質複合体と歯周
組織を包括した再生療法は確立されていない。生
体組織の発生・再生には組織間，細胞間の生体内
相互作用が存在していることが知られており，そ
のメカニズムの解明が進んでいる。歯の発生にお
いても上皮-間葉系組織の相互作用による誘導が
報告されている。従って，相互作用の再現が多組
織を複合的に再生するには必要であるが，そのメ
カニズムを検討するには，生体での物理的，化学
的微小環境の再現をしなければならない。3 次元
培養を始めとして in vitro での再現，評価法が取
り組まれているが，in vitro の評価のみで再生組
織における生体内での直接的な関与を明らかにで
きないため，その報告は少ない。異所性移植は歯
髄再生と歯根膜再生を同時に評価できるため，再
生組織間における生体内相互作用メカニズム解析
が簡便に可能であるため，本研究で生体内相互作
用の初期検討を行った。

【対象と方法】
　in vivo における歯髄象牙質複合体および歯根
膜再生能を確認するために，コラーゲンと混合し
た終濃度（10 ng/ml）の上清を用い，各 4 匹の 5
週齢 SCID マウスに対し，異所性歯根移植を行い，
3，7，14，28 日目にて移植片の回収を行った。4％
PFA にて組織固定後，8 nm のパラフィン切片を
作成した。その切片において，再生量を HE 染色，

nt10a 陽性率を免疫組織染色を用いて評価した。
統計学的解析は一元配置分散分析後 Turkey 検定
およびピアソンの積率相関係数にて行った。

【結果】
　歯髄の再生量は，3 日目と 7 日目の間には有意
な差は認められなかった。加えて，7 日目，14 日
目，28 日目の再生量は日数経過により増加傾向
が認められた。再生歯根膜の厚さは，3 日目と 7
日目，7 日目と 14 日目の間には優位な差が認め
られなかった。加えて，7 日目，14 日目，28 日
目の再生量は日数経過により増加傾向が認められ
た。また，歯髄再生量と再生歯根膜厚さは正の相
関関係を示した。再生歯髄内の Wnt10a 陽性率は，
7 日目にピークを迎え，14 日目で減少していた。
28 日目には再度増加していたものの 7 日目より
も有意に低かった。再生歯根膜内の Wnt10a 陽性
率は，3 日目と比較して 7 日目，14 日目，28 日
目は有意に増加が認められた。7 日目，14 日目，
28 日目の間には有意な差が認められなかった。

【考察】
　歯髄および歯根膜の再生量は日数を経過すると
増加し，両者の間には正の相関があることが明ら
かとなった。Wnt10a は，日数，再生量に相関し
て際限なく増加するのではなく，ピークの日数，
再生量があることが明らかとなった。また，歯根
膜の Wnt10a は，3％程度まで増加し，28 日目ま
では一定の陽性率を維持する。つまり，Wnt10a
は時間的特異性をもって発現することが示唆され
た。本実験における異所性歯根移植モデルは細胞
を移植していないが Wnt10a 陽性細胞が見られ
た。したがって，Wnt10a は歯根の内部に遊走し
た細胞あるいは内部で増殖した細胞が発現してい
ると強く示唆された。
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Characterization of Epithelial cell rests of malassez by single cell limiting dilution

○ Syed Taufiqul Islam, Dembereldorj Bolortsetseg, Ryouko Ishikawa, Erika Minowa,
 Yoshihito Kurashige, Masato Saitoh

Health Sciences Univ. of Hokkaido. Dept. Pediatric Dent.

【Objects】 
　After late bell stage of tooth development In-
ner enamel epithelium （IEE） and Outer enamel 
epithelium （OEE） merge together to form Her-
twig’s epithelial root sheath （HERS）, which later 
disintegrates and forms epithelial cell rests of 
Malassez （ERM）. Therefore, ERM consists of 
two type epithelial cells, the identity of those 
cells has yet to be explored to understand its 
role in the periodontal space.
　In this study, we established clone cells de-
rived from ERM by single cell limiting dilution 
method for analyzing the characteristics of indi-
vidual ERM cloned cells and to clear about the 
role of amelogenin for maintaining periodontal 
space by preventing ankyloses. 

【Materials and Methods】
Cloning：ERM cells were isolated from porcine 
periodontal ligament by outgrowth method, from 
which a group of cloned ERM cells were ob-
tained through the single cell limiting dilution 
method.
Proliferation assay：Growth rate was assessed 
by CyQUANT Cell Proliferation assay kit at 103 
cell/ml for 7 days. Immunofluorescence and Im-
munocytochemistry：Each cloned ERM cell was 
checked for epithelial marker CK-wide and 
odontogenic epithelial marker CK19. Real-time 
RT-PCR：Quantification of amelogenin mRNA 
was evaluated by Real-time RT-PCR. Western 
blot analysis：Expression of amelogenin protein 
was checked by western blot. Mineralization as-
say：Gingival epithelial, Crude ERM and cloned 
ERM cells were co-cultured with MC3T3-E1 for 
30 days and formation of Hydroxyapatite crystal 
was quantified by OsteoimageTM. Transplanta-
tion and HE staining：Mandibular 1st molar of 3 
weeks old SD rat was extracted by anesthetiz-

ing with pentobarbital. Teeth were then cultured 
into a 96 well plate with 200 nl of CRUDE ERM, 
Cloned ERM’s supernatants on each well for 48 
hours. Fresh KBM media and porcine gingival 
epithelial cell derived supernatants were used as 
negative control. After 48 hour teeth was trans-
planted into the rat subcutaneous area and kept 
for 7 days. Teeth were removed and checked for 
periodontal ligament condition by H.E. staining. 
Alkaline phosphatase activity：ALP activity was 
measured from precipitated alizarin stains by a 
plate reader at 405 nm with LabassayTM. The 
statistical significance of the difference was ana-
lyzed using One-way ANOVA and Scheffe’s 
test.

【Results and Discussion】
　All the cells stained positive for cytokeratin 
wide, cytokeratin-19.
　The isolated number of cloned cells from 
crude ERM was 18. From them, 3 types of 
Cloned ERM cells were selected. Even though 
ERM exists as a population of multiple epithelial 
cells but individual cloning ERM cells exhibited 
high and low expression of amelogenin by Re-
al-time RT-PCR and western blotting. High 
amelogenin expressed cells showed low prolifer-
ation, inhibition of calcification and better main-
tenance of the periodontal space in compare to 
low amelogenin expressed cloned cells. 

【Conclusion】
　ERM preventing ankyloses by maintaining 
periodontal space has been proved in this exper-
iment.
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ヒト乳歯歯髄由来細胞における軽度・短時間の熱刺激による Heat shock proteins 発現
Expression of heat shock proteins in response to mild short-term heat shock

 in human deciduous dental pulp cells

○青木　翔，原田京子＊，河合咲希＊，阿部洋子＊，永田幸子＊，今瀧梨絵＊，有田憲司＊

Sho Aoki, Kyoko Harada＊, Saki Kawai＊, Yoko Abe＊, Sachiko Nagata＊, Rie Imataki＊, 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 Univesity.

 ＊ Department of Pediatric Dentistry, Osaka Dental University
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【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 Heat shock Proteins（HSPs）
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）。我々はこれまでの研究で，ヒト
乳歯歯髄由来細胞（hDDPCs）において 43℃ 15
分間という軽度・短時間の熱刺激が，細胞増殖能
や細胞形態に影響を与えることなく HSP27，70
および 90 の遺伝子発現に影響を与えることを明
らかにしてきた。
　今回の研究では，軽度・短時間の熱刺激が
HSP タンパク発現に与える影響と，そのメカニ
ズムを明らかにすることを目的として検討を行っ
た。

【対象と方法】
・ヒト乳歯歯髄由来細胞
　本研究では，歯根が 2/3 以上残存し齲蝕のない
乳歯から採取した hDDPCs を用いた。本研究は
本学医の倫理委員会の承認を得た。（大歯医倫理
110954 号）
・細胞生存能の評価
　96 well plate に 1×104cells/mL の hDDPCs を
播種し，3 日間培養後 15 分間の熱刺激（43，44，
45，46，49 ℃） を 行 い 1 日 後 に CellTiter®96 
Aqueous One Solution（Promega，Japan）を用
い MTS アッセイにより生存能の評価をした。
・HSP タンパク発現の検討
　6 well plate に 3×105cells/mL の hDDPCs を播
種し，2日間培養後43℃15分間の熱刺激を行った。
WES®（ProteinSimple，USA） を 用 い て West-
ern blotting を 行 い，HSP27，HSP70 お よ び
HSP90 のタンパク発現を検討した。
・阻害剤（Wortmannin，U0126）の影響
　PI3K 阻害剤である Wortmannin，ERK 阻害剤
である U0126 を添加し，熱刺激によって増加し

た HSP70 発現への影響を WES®により検討した。
・熱刺激による AKT のリン酸化と阻害剤の影響
　PI3K の下流に存在する AKT の活性化と阻害
剤の影響について，WES®を用いて検討した。

【結果】
　44，45，46 および 49℃ 15 分間の熱刺激により
有意な生存率の減少が認められ，43℃ 15 分間の
熱刺激では生存率の減少は認められなかった。
　HSP27 および HSP90 のタンパク発現は熱刺激
に影響を受けず，HSP70 のタンパク発現は 43℃
15 分間の熱刺激で 24 時間後に有意に増加した。
　PI3K 阻害剤である Wortmannin を添加した場
合，熱刺激によって増加した HSP70 発現の減少
がみられたが，ERK 阻害剤である U0126 では変
化が見られなかった。さらに熱刺激により AKT
のリン酸化が認められ，Wortmannin の添加によ
り，このリン酸化は抑制された。

【考察】
　43℃ 15 分間の軽度・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。
　ヒト歯根膜細胞では HSP70 が治癒，細胞増殖
に関与しているという報告がある 2）。生活歯髄切
断のような歯髄処置の前に，軽度・短時間の熱刺
激を与え HSP70 の発現を上昇させることで，創
傷治癒や細胞増殖の促進を行い，より良い予後が
期待できると考える。

【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，日歯保誌，55（5）：
304-12，2012

 2） Wolf M 他：Role of HSP70 protein in human 
periodontal ligament cell function and physi-
ology. Ann Anat 221：76-83, 2019



134 58th JSPD

免疫染色された少数細胞の簡便な取得に基づくヒト歯髄細胞の遺伝子発現解析
Development of a novel method to assess gene expression profiling using a manually-collected 

small number of immuno-stained human dental pulp cells

○ 稲田絵美，齊藤一誠＊，清川裕貴＊，早崎治明＊，山崎要一
Emi Inada, Issei Saitoh＊, Yuki Kiyokawa, Haruaki Hayasaki＊, Youichi Yamasaki

（鹿大 院医歯 小児歯，＊新潟大 院医歯 小児歯）
Kagoshima Univ. Dept. Pediatric Dent. and Niigata Univ. Dept. Pediatric Dent

【目的】
　歯の交換期に廃棄される乳歯由来歯髄細胞（hu-
man deciduous teeth-derived dental pulp cells，
HDDPC）は，線維芽細胞，間葉系幹細胞など多
様な細胞集団から構成されるが，その中に含まれ
る「幹細胞」については，未だ不明な点が多い。
　我々は，複数の被験者の HDDPC を調べた結果，
1）被験者間で歯髄の幹細胞マーカー発現量が異
なること，2）アルカリフォスファターゼ（ALP）
活性が高く，核内転写因子 OCT3/4 をはじめと
す る 複 数 の 幹 細 胞 特 異 的 遺 伝 子 を 発 現 す る
HDDPC は，iPS 細胞化されやすいこと，3）同一
被験者の HDDPC でも，細胞の免疫染色後，幹
細胞マーカーを発現する細胞とそうでない細胞と
が混在すること，などを見出した。以上の背景を
踏まえ，本研究では，免疫染色を施された陽性細
胞が本当に幹細胞特異的遺伝子を発現するかを遺
伝子レベルで調べるため，少数個の免疫染色細胞
を独自の方法で分取し，それから微量の mRNA
を採取して，目的遺伝子の発現状況を RT-PCR
法で検討した。

【試料と方法】
1．歯髄細胞の分離
　交換期障害のために抜去された健全乳歯から歯
髄組織を無菌的に分離し，培養した（本学倫理委
員会承認番号：27-11）。また，既に遺伝子発現プ
ロファイルが調査済みの HeLa 細胞を用いて，今
回提案する方法論の妥当性を検証する。
2．ALP 陽性単一細胞と陰性単一細胞の分取
　 培 養 用 plastic dish に て 増 殖 し た 各 細 胞 を
0.25％ Trypsin-EDTA で剥離する。浮遊細胞を
4％ paraformaldehyde で固定後，ALP 活性検出
キットで細胞化学染色する。
　胚操作用ピペットを用いて実体顕微鏡観察下に
て ALP 陽性，陰性細胞それぞれを単一細胞とし
て分取し，4％牛胎児血清（FBS）を含むリン酸

緩衝液（FBS-PBS）滴内で洗浄後，tube 内の 1 
nL FBS-PBS 滴に単一細胞として収める（上図）。
3． 単一細胞からの cDNA 増幅と RT-PCR によ

る遺伝子発現の検討
　全トランスクリプトーム増幅（WTA）により，
各単一細胞の mRNA から合成した cDNA を大量
に増幅し，単一細胞からの cDNA 取得の可否お
よび ALP の発現を RT-PCR 法にて調べた。

【結果と考察】
　RT-PCR の結果，本法による細胞取得により
各単一細胞から cDNA が取得できることを確認
した。幹細胞を特徴付ける「マーカー」の多くは
OCT3/4，SOX2 などの核内転写因子や ALP な
どの細胞内因子であり，これら因子を発現する幹
細胞は生きた形では細胞表面分子を標的とした
FACS などによる細胞捕捉では単離・濃縮できな
い。しかしながら，本法を応用すれば，これまで
知られていない分子マーカーが発見できること，
少数個の細胞で HDDPC の遺伝子発現プロファ
イルが作成可能となることが期待される。

【会員外共同研究者】
佐藤正宏（鹿児島大学・医用ミニブタ先端医療開
発研究センター・遺伝子発現制御学分野）
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〈図〉ピペットを用いた単一細胞分取の行程
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ヒト歯髄幹細胞を用いた変容性骨異形成症の病態再現と機能解明
Analysis of metatropic dysplasia pathology using patient-derived dental pulp stem cells
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【目的】
　変容性骨異形成症（MD；metatropic dyspla-
sia）は，脊椎変形や四肢大関節の腫大を伴う常
染色体優性遺伝性の骨系統疾患の一つである。原
因遺伝子である TRPV4（transient receptor po-
tential vanilloid 4）は，様々な侵害刺激に応答す
る非選択的 Ca2＋透過性陽イオンチャネルをコー
ドし，これまで様々な変異が報告されている。変
異の多くは Ca2＋流入を亢進させる機能獲得型変
異である。また，患者の骨格表現型の解析から，
主に軟骨内骨化の異常が示唆されている。しかし，
本疾患を再現するモデルが少なく，詳細な発症機
序は解明されていない。そこで我々は，ヒト歯髄
由来幹細胞（DPSC）を用いて骨軟骨系細胞に分
化誘導することで，MD 患者の疾患病態を in 
vitro で再現すること，さらに本細胞を用いるこ
とで遺伝学的および細胞生物学的機能を解析し，
本疾患の病態を解明することを目的とした。

【対象と方法】
　本研究で用いた DPSC は，骨の発育と形態に
よる臨床的所見から MD と診断された 14 歳の男
児から提供された。本研究では MD 由来の DPSC
を培養し，TRPV4 遺伝子の変異，細胞の Ca2＋取
り込み能，軟骨細胞分化能について検討を行った。
本研究に関するインフォームドコンセントは患者
の保護者から得た。本研究は，九州大学ヒトゲノ
ム/遺伝子研究委員会（許可番号：678-01）によっ
て承認され，ヘルシンキ宣言に従って実施された。

【結果】
　遺伝子配列解析により，TRPV4 遺伝子にこれ
まで報告のない新規のヘテロ接合型 1 塩基置換変
異 c.1855C＞T を同定し，これは TRPV4 の膜貫
通セグメントの 1 アミノ酸置換変異 p.L619F と
推定された。この培養 DPSC に認められた変異
を CRISPR/Cas9 システムにより修復し，isogen-
ic コントロール DPSC（Ctrl-DPSCs）として用
いた。TRPV4 のアゴニストである 4aPDD を用

いてこれら細胞を刺激すると，変異型 DPSC（MD-
DPSCs）の細胞内 Ca2＋レベルは Ctrl-DPSCs と
比較して有意に上昇したことから，この変異が機
能獲得型（機能亢進）であることが示唆された

（Fig.1 A）。4aPDD 存在下で，これら細胞を軟骨
細胞へ分化誘導すると，変異型軟骨細胞（MD-
CCs）では，アルシアンブルーの染色強度が有意
に上昇しており，軟骨細胞分化に伴う軟骨基質形
成の亢進（約 5％程度）が認められた（Fig.1 B）。

【考察】
　本研究では，MD と診断された患者由来の
DPSC を用い，TRPV4 遺伝子の新規へテロ接合
型機能獲得型変異として c.1855C＞T（p.L619F）
を同定した。軟骨形成においては，軟骨基質の産
生低下は重度の軟骨形成不全を呈し，逆にわずか
な軟骨基質の産生亢進であっても，骨格の変形や
関節腫大を呈することが知られている。変異型
TRPV4 発現細胞は，細胞内 Ca2＋レベルの上昇と
軟骨細胞分化の亢進を示し，MD の骨格表現型に
おける軟骨内骨化の異常への関与が示唆された。
一方で CRISPR/Cas9 システムを用いたゲノム編
集によって本疾患の病態を in vitro で改善するこ
とは示され，これらの知見を基にした本疾患の治
療法開発に繋がることが期待される。

【文献】
Xu Han, et.al., Biochem Biophys Rep. 2019 May 
17；19：100648.
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単一細胞 RNA-seq 解析が示す骨芽細胞の多様性
Single-cell RNA-seq analysis uncovers the diversity of osteoblasts

○中野将志，香西克之
Masashi Nakano, Katsuyuki Kozai

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

【目的】
　小児がん拠点病院に指定されている広島大学病
院では，医歯連携の基盤のもと，骨疾患や骨の成
長発育を考慮した歯科治療を行う機会も多く，骨
形成の分子基盤の理解は重要である。
　骨芽細胞は骨基質タンパク質を産生し，基質の
石灰化に寄与した後，多くはアポトーシスにより
死に至る。残りの細胞は骨基質に埋もれ骨細胞と
なるか，ライニング細胞として骨表面を覆う。ま
た，骨芽細胞は一定の条件で脂肪細胞へ分化転換
する 1）ことから，我々は骨芽細胞を単一細胞レ
ベルで解析し，多様性の存在を検討している。
　本研究では，単一細胞の RNA-Seq を行った後，
機械学習を用いて骨芽細胞の多様性と運命決定の
分子基盤を推定した。また，解析により得られた
ユニークなクラスターの局在を in vivo で確認し
た。

【対象と方法】
　2.3 kb Col1a1-Cre プロモーター制御下，細胞
膜に蛍光タンパク Venus を発現するレポーター
マウスを作製した（実験許可番号：A16-71-4）。
同マウスにおいて Venus 陽性（Venus＋）細胞は
骨表層のアルカリフォスファターゼを発現する細
胞に認められ，骨芽細胞と断定した。同レポーター
マウス新生仔頭頂骨からコラゲナーゼ/EDTA 消
化により段階的に細胞を回収し，FACS により
Venus＋細胞を単離した。C1 システム（Fludigm）
を用い，単一細胞レベルで cDNA を合成し，
RNA 次世代シーケンスを行った。今回は解析対
象を 285 細胞とした。また，レポーターマウス頭
頂骨の CD34 陽性（CD34＋）細胞の局在を確認し
た。

【結果】
　RNA-Seq データにおいて，発現変動の大きい
上位 3,000 遺伝子を対象としてプロファイリング
したところ，285 の細胞は 5 つのクラスターに分
類された。クラスターは大きく 2 つに集約され（ク
ラスター 1 vs. クラスター 2，3，4，5），疑似系

列解析を行ったところ，後者のグループは，クラ
スター 2 からクラスター 3，4，さらにクラスター
2 から 5 で構成される 2 系列に分かれた。GO 解
析ではクラスター 2，3，4 間において細胞間コミュ
ニケーション，アポトーシスを特徴とする遺伝子
の発現変動を認め，一方クラスター 2，5 間では
細胞外基質や細胞接着に関する遺伝子の発現変動
を認めた。
　クラスター 1 では，Col1a1 等骨芽細胞マーカー
の発現レベルが低値で，造血幹細胞マーカー
Cd34 を発現するユニークな特徴を示した（図 1）。
免疫染色の結果，Venus＋/CD34＋細胞はマウス頭
頂骨表層の Venus＋骨芽細胞の間に散在性に認め
られた。

〈図 1〉遺伝子発現レベルのバイオリンプロット
【考察】
　Venus＋細胞は Cd34 を発現するクラスター 1
とそれ以外の近似したクラスターに分類された。
近似したクラスターは 2 つの異なる運命をたどる
と推定される細胞集団で構成されると考えられ
た。Cd34 により特徴付けられるクラスター 1 の
細胞は従来の報告にない骨芽細胞と推察された。

【文献】
 1） Yoshiko et al., PLoS ONE, 2010.

【会員外共同研究者】
吉子裕二（広大・院・硬組織代謝生物学）
南崎朋子（広大・院・硬組織代謝生物学）
吉岡広陽（国際医療福祉大・医・解剖学）
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歯特異的 microRNA による上皮―間葉相互作用制御機構の解明
The mechanism of epithelial-mesenchymal interaction by tooth specific microRNA

○吉崎恵悟，福本　敏＊

Keigo Yoshizaki, Satoshi Fukumoto＊

（九州大・歯・小児歯・矯正歯，＊九州大・歯・小児歯）
Kyushu Univ. Dept. Orthodontics Dent. and Kyushu Univ. Dept. Pediatric Dent.
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【目的】
　上皮―間葉相互作用は，肺，腎臓，毛，唾液腺
および歯といった様々な器官の発生に重要であ
り，これらの器官は上皮の肥厚および間葉細胞の
凝集という共通のイベントを経て，様々なシグナ
ル経路により発生制御が行われている。歯におい
ては，神経堤細胞から分化した歯原性間葉細胞の
凝集に PDGF シグナルが関与することが知られ
ているがその詳細は不明である。上皮―間葉相互
作用のメカニズムの解明は，歯の先天欠如や過剰
歯の発生などの分子メカニズムの解明につながる
と考えられる。今回我々は，トランスクリプトー
ム解析により，歯の発生初期に特異的に発現する
miR875 を同定した。そこで本研究では，mir875
の機能解析および PDGF シグナルに与える影響
の解明を目的とし研究を行った。

【対象と方法】
　マウス胎仔より採取した歯，唾液腺，毛，肺お
よび腎臓の発生初期サンプルを用いて CAGE（cap 
analysis of gene expression）解析を行った（動物
実験承認番号：A30-100-0）。さらに，歯原性間葉
細胞株を用いて RT-qPCR 法，免疫染色法および
Luciferase assay を用いて機能解析を行った。

【結果】
　CAGE 解析の結果，クロモソーム 15qD1 領域
に歯に特異的な転写開始点を発見した。FAN-
TOM5 データベースとの比較により，歯の発生
初期に特異的な転写開始点であることが判明し
た。同転写開始点は microRNA-875（miR875）
および miR599 をコードしている可能性が考えら
れたため，qPCR 法を用いて解析したところ，
miR875 の転写を制御していること，および，主
に歯の発生初期の間葉細胞に強く発現しているこ
とが確認された。さらに，luciferase assay にて
歯 胚 の 形 態 形 成 に 関 与 し て い る Prrx1/2 が
mir875 のプロモーター領域に結合し，転写を促

進している可能性を示した。次に，miR875-5p
の間葉細胞における機能を解析するため，マウス
歯 原 性 間 葉 細 胞 株（mDP cell） に mimic 
miR875-5p を遺伝子導入したところ，歯胚上皮
細胞への遊走および凝集が認められた。そこで，
歯における PDGF および PDGFR の発現パター
ンを確認したところ，胎生 14 日齢マウス歯胚に
おいて，PDGFAA が上皮細胞に，PDGFRa が間
葉細胞に強く発現していることが判明した。そこ
で，PDGFAA を添加したところ，miR875-5p 遺
伝子導入と相乗的に間葉細胞の上皮細胞への遊走
能が亢進することを発見した。さらに，細胞遊走
に関わる因子を CAGE 法を用いて検索したとこ
ろ，PTEN および Stat1 を同定し，両遺伝子は
miR875-5p により発現が抑制されていることを
発見した。特に Stat1 は，miR875-5p が Stat1 の 3’ 
UTR 領域に直接結合し，転写抑制を行なってい
ることを解明した。

【考察】
　PDGF シグナル経路は上皮―間葉相互作用にお
いて，上皮細胞と間葉細胞のシグナルの受け渡し
に重要な役割を果たしていることが知られてい
る。PTEN は PDGF シグナル経路における PI3K
を抑制することで PDGF/PI3K/Akt 経路を抑制
し，細細胞遊走を抑制することから，miR875-5p
により PTEN が抑制されることで，本経路が活
性化し，細胞遊走能が亢進する可能性が考えられ
た。
　これらの分子機序を応用することで，先天欠如
や過剰歯の診断さらには歯の再生法への応用につ
ながる可能性が考えられる。

【結論】
　歯の発生初期において，microRNA875-5p は
PDGF シグナル経路を介して，間葉細胞の遊走お
よび凝集を制御することで，上皮―間葉相互作用
制御に重要な役割を担っていることが判明した。
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プロテオミクスによる歯の発生に関わるタンパク質の網羅的解析
Comprehensive analysis of proteins involved in tooth development using proteomics

○下村－黒木淳子，上津豪洋＊

Junko Shimomura-Kuroki, Takehiro Kamitsu＊

（日歯大・新生歯・小児歯，＊日歯大院・新生歯・硬組織機能治療学）
The Nippon Dental Univ. Sch. Life Dent. Niigata Dept. Pediatric Dent.,  

＊The Nippon Dental Univ. Grad. Sch. Life Dent. Niigata Adv. Operative Dent.-Endo.

【目的】
　歯の正常な発育と発育異常については，種々の
転写因子が関与することがこれまでの遺伝子発現
解析から明らかとなっているが，遺伝子発現に続
くタンパク質の動態機構についての研究は皆無で
ある。本研究の目的は，歯の発生機構を解明する
ため，プロテオミクスを用いて歯の発生過程にお
ける歯胚上皮と間葉におけるタンパク質発現を網
羅的に解析し，その時間的・空間的な発現パター
ンと発現量を明らかにすることにより，歯の発生
に関わる重要なタンパク質の特定とその役割を解
明することである。　

【対象と方法】
　胎生 14（cap stage），16（bell stage）日齢の
マウス頭部を浸漬固定し，脱水・パラフィン包埋
後，10 um 厚の切片をレーザーマイクロダイセク
ション（LMD）用の特殊なメンブレンスライド
上に張り付けた（n=5）。その後，LMD を用いて，
各日齢数の臼歯歯胚タンパク質を上皮組織と間葉
組織に分けて回収した（図 1）。回収した各タン
パク質を精製した後，質量解析を行い，その結果
を探索的に解析した。なお，本研究は日本歯科大
学新潟生命歯学部動物実験倫理委員会からの承認
を受けて行った（承認番号：206）。

〈図 1〉LMD で回収した胎生 16 日齢マウス歯胚上皮
【結果】
　解析の結果，得られたタンパク質の総数は
3047 種類であった。そのうち，胎生 14，16 日齢
の上皮および間葉組織で，85％以上のタンパク質

が重複していた。各群で特異的に得られたタンパ
ク質は，胎生 14 日齢マウス上皮（E14）で 209
種類，胎生 14 日齢マウス間葉（M14）で 93 種類，
E16 で 84 種類，M16 で 51 種類であった。これ
ら各群で特異的に得られたタンパク質の分子機能
を図 2 に示す。

〈図 2〉各群特異的なタンパク質の分子機能分類
【考察】
　マウス臼歯の発生において，間葉組織と比較し
上皮組織でより多種類のタンパク質が存在してい
ることがわかった。また，歯の発生が進むにつれ，
発現するタンパク質の種類が上皮・間葉組織とも
に減少していたことから，歯の発生の初期の段階

（cap stage）でより多くのタンパク質が存在して
いることが明らかとなった。
　今後は，本研究で得られた各組織特異的に検出
されたタンパク質を中心に，組織化学的検討を行
うことで，そのタンパク質の歯の発生における機
能を解明する予定である。

【会員外共同研究者】
 1） 新大・院医歯・硬組織形態：大島勇人，清野

雄多
 2） 新大・生体液バイオマーカーセンター：山本　

格，山本恵子，平尾嘉利
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Mitf 遺伝子変異による咬筋のオートファジー抑制
Role of microphthalmia-associated transcription factor on autophagy 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
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【目的】
　小眼球症関連転写調節因子 MITF（Microph-
thalmia-associated transcription factor）は慢性
カテコラミン刺激による心肥大および線維化，ア
ポトーシスの発症過程に重要であることが報告さ
れているが，咬筋などの骨格筋における生理機能
については不明である。そこで，今回我々は，
mitf 遺伝子変異型マウス（mi/mi）1）を用いて，
咬筋の線維化，アポトーシスおよびオートファ
ジーに対する mitf 変異の影響について解析した。

（動物実験承認番号 19P040）
【対象と方法】
　12 週齢雄の mi/mi および野生型（WT）マウ
スの体重および脛骨長を測定後，咬筋（速筋）を
採取し，筋重量を測定した。その際，脛骨長（TL）
を測定し，TL に対する筋重量の比（筋重量/TL）
を算出した。また，咬筋の筋線維横断面積（CSA；
nm2），線維化，およびアポトーシスについて組
織学的解析を行った。さらに，線維化，アポトー
シス，オートファジーに関連するシグナル因子の
活性化レベルについて解析した。

【結果】
　体重（p＜0.001），咬筋の筋重量/TL（p＜0.001），
筋線維横断面積（CSA；nm2）（p＜0.01）は mi/
mi 咬筋では，WT と比較して有意に減少した。
組織学的解析により mi/mi 咬筋では線維化領域

（p＜0.01）の増加がみとめられ，線維化のシグナ
ル 因 子 で あ る p44/42 MAP kinase（Thr202/
Tyr204）のリン酸化レベル（p＜0.05）および
a-SMA（p＜0.001）も WT と比較して有意に増
加した。また mi/mi 咬筋では WT と比較してア
ポトーシス陽性筋細胞（p＜0.01）の割合の増加
がみとめられ，アポトーシスの促進因子である
BAX の増加（p＜0.001）と，その抑制因子であ
る Bcl-2 の減少（p＜0.01）もみとめられた。さ
らに，オートファジー抑制因子である Akt およ

び mTOR のリン酸化レベルは，WT と比較し，
mi/mi 咬筋では有意に増加した（p＜0.05）（図
1A，B）。一方，オートファジー促進因子である
p62 のリン酸化レベルは WT と比較し，mi/mi
では有意に減少した（p＜0.01）（図 1C）。加えて，
p62 は WT と比較し，mi/mi では有意に増加し
た（p＜0.01）（図 1D）。

〈図 1〉咬筋におけるオートファジーシグナル因
子の活性化レベル

【考察】
　mitf 変異は心筋のみならず骨格筋（咬筋）の
組織リモデリング（肥大，線維化，アポトーシス）
を誘導すること，そのメカニズムの 1 つとして
オートファジーの抑制が示唆された。

【文献】
 1） Kota Y et al.：Contribution of occlusal activ-

ity to synaptogenesis in masticatory mus-
cles. J Dent Res 88 （8）, 768-772, 2008
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歯の早期喪失がアルツハイマー病の発症に及ぼす影響
Effect of early tooth loss on the development of Alzheimer's disease

○越智鈴子，久田智詠，鈴木あゆみ，飯沼光生，東　華岳＊，久保金弥＊＊

Suzuko Ochi, Chie Hisada, Ayumi Suzuki, Mitsuo Iinuma, Kagaku Azuma＊, Kin-ya Kubo＊＊

（朝日大・歯・小児歯，＊産業医大・医・解剖，＊＊名女大・院・生活）
Asahi Univ. Dept. Pediatric Dent., ＊UOEH. Med. Anat., 

＊＊Nagoya Women’s Univ. Grad. Sch. Human Life Sci.

【目的】
　近年，高齢者人口の増加に伴い認知症は大きな
社会問題になっており，その中でもアルツハイ
マー病（AD）は認知症疾患が 6 割から 7 割を占
める。AD は進行性の神経変性疾患であり記憶障
害や失語，失効，失認，実行機能の障害がみられ，
神経病理学的の主な特徴としてアミロイド bペプ
チド（Ab）の蓄積があげられる。AD の発症・
進行は加齢や家族性遺伝以外にもストレス，心疾
患，糖尿病，肥満など多数の要因が関与している
とされ，その 1 つとして歯の喪失があげられてい
る 1）。
　そこで今回，アルツハイマー病モデルマウス

（AppNL-G-F）2）を用いて，歯の早期喪失がアルツハ
イマー病の進行に及ぼす影響を検討した。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（19-022）を得ている。

【対象と方法】
　実験には 1 か月齢の雄の AppNL-G-F/NL-G-F を用
いた。早期喪失群（EXT 群）は三種混合麻酔下
でマウスの上顎臼歯を抜去し，コントロール群

（CONT 群）には抜歯処置以外の早期喪失群と同
様の処置を行った。その後，両群とも通常通りの
方法で 6 か月間飼育した。
　処置 6 か月後から Moriss 水迷路学習テストを
1 日に 4 回ずつ 1 週間連続して行い，歯の早期喪
失が空間認知能に与える影響を解析した。Morris
水迷路学習テスト終了後マウスを 4％ PFA 溶液
で灌流固定し，脳を摘出した。その後パラフィン
薄切切片を作成し，Abの特異抗体を用いて蛍光
免疫染色を施した。蛍光免疫染色後，海馬および
大脳皮質領域での Abの蓄積（％）は NIH 画像
ソフトウェア（ver.1.61）を用いて解析した。行
動学的試験の結果は，Repeated measure ANO-
VA，免疫染色の結果は t 検定により統計処理を

行った。
【結果】
　Morris 水迷路学習テストにおいて，両群とも
プラットフォームへの到達時間は経日的に短縮し
たが，EXT 群のプラットホームへの到達時間は
コントロール群に比較して有意に延長した（p＜
0.01）。EXT 群の Abの蓄積（％）は，CONT 群
と比較して海馬および大脳皮質の両領域において
有意に増加した（p＜0.01）。

〈図〉Ａbの蓄積（％）
【結論】
　今回の結果から，歯の早期喪失マウスでは空間
認知能の低下と海馬・大脳皮質でのＡbの蓄積が
増加することが明らかとなった。以上のことから
歯の早期喪失が AD の進行を促進する要因であ
ることが示唆され，AD の予防のひとつとして健
全な口腔環境を維持することが重要であると考え
られた。

【文献】
 1） Goto T, et al.：Tooth Loss Alzheimer’s Dis-

ease. Current Oral Health Reports. 2019；6：
82-88.

 2） Saito T, et al.：Single App knock-in mouse 
models of Alzheimer’s disease. Nat Neuros-
ci. 2014；17 （5）：661-3.
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歯の早期喪失が海馬体積に及ぼす影響
Effects of early tooth loss on hippocampal volume 

○吉川英里，松田成彦，岡野　哲，林　櫻子，飯沼光生，東　華岳＊，久保金弥＊＊

Eri Yoshikawa, Narihiko Matsuda, Tetsu Okano, Sakurako Hayashi, Mitsuo Iinuma, 
Kagaku Azuma＊, Kin-ya Kubo＊＊

（朝日大・歯・小児歯，＊産業医大・医・解剖，＊＊名女大・院・生活）
Asahi Univ. Dept. Pediatric Dent., ＊UOEH. Med. Anat., ＊＊Nagoya Women’s Univ. Grad. Sch. Human Life Sci.
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【目的】
　 我 々 は こ れ ま で に 老 化 促 進 モ デ ル マ ウ ス

（SAMP8）を用いて，上顎臼歯を抜歯すると加齢
に伴う空間認知能の低下や海馬神経細胞の減少を
より一層加速し，海馬の老化が促進されると報告
してきた 1）。ヒトやげっ歯類の MRI を用いた研
究では，認知機能が低下した脳では海馬体積の減
少が見られると報告されている。また，グリア細
胞の 1 つであるオリゴデンドロサイトは，神経細
胞の軸索でミエリン鞘を形成している。オリゴデ
ンドロサイト減少は海馬の体積を減少させるとい
われている。
　そこで今回，SAMP8 を用いて，歯の早期喪失
が海馬体積，オリゴデンドロサイト，空間認知能
に及ぼす影響を検討した。なお，本実験は朝日大
学歯学部動物実験専門委員会の承認（承認番号：
2019-08）を得ている。

【対象と方法】
　実験には 1 か月齢の雄の SAMP8 を使用した。
早期喪失群は三種混合麻酔下でマウスの上顎臼歯
を抜去し，コントロール群には抜歯処置以外の早
期喪失群と同様の処置を行った。両群とも通常の
方法で 7 か月間飼育し，その後以下の実験を行っ
た。
・Morris 水迷路学習テスト
　Morris 水迷路学習テストは 1 日に 4 回ずつ 1
週間連続して行った。結果は Repeated measure 
ANOVA により統計処理を行った。
・海馬体積の解析
　4％パラホルムアルデヒド溶液で灌流固定し，
脳を摘出した。その後，40 nm の凍結薄切切片を
作成し，ニッスル染色を施した。海馬の表面積は
顕微鏡用イメージングソフトウェア CellSens を
用いて算出した。海馬の体積は，表面積から Ja-
fari の海馬体積を求める計算式 2）を用いて算出し，
結果はｔ検定により統計処理を行った。

・オリゴデンドロサイトの解析
　オリゴデンドロサイトは，オリゴデンドロサイ
トの特異タンパク（MBP，CNPase）に対する抗
体を用いて ABC 法で免疫染色を施した。海馬
CA1 領域における 1 mm2 当たりの MBP および
CNPase の陽性細胞の占める面積は，NIH 画像ソ
フトウェア（ver.1.61）を用いて解析し，結果は
ｔ検定により統計処理を行った。

【結果】
　Morris 水迷路学習テストでは，早期喪失群の
プラットフォームへの到達時間はコントロール群
に比較して有意に延長した（P＜0.05）。海馬体積
は早期喪失群においてコントロール群と比較して
有意に減少していた（P＜0.01）（図）。また，早
期喪失群では MBP および CNPase 陽性細胞面積
がコントロール群と比較して有意に減少していた

（P＜0.01）。

〈図〉海馬体積
【結論】
　今回の行動学的および組織学的解析結果から，
歯の早期喪失マウスでは空間認知能の低下，海馬
体積の減少とオリゴデンドロサイトの減少が認め
られ，海馬体積の減少には，オリゴデンドロサイ
トの減少が深く関与しているものと考えられた。

【文献】
 1） Y Hioki, et al., Ped Dent J. 2009；19：196-

205.
 2） Z Jafari, et al., Exp Neurol. 2018；308：1-12.
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若齢期における急性ストレス下での拒食行動は咀嚼運動で緩和される
Anorexia under acute stress is alleviated by chewing

○林　櫻子，津金裕子，吉川英里，鈴木あゆみ，東　華岳＊，飯沼光生
Sakurako Hayashi, Hiroko Tsugane, Eri Yoshikawa, Ayumi Suzuki, Kagaku Azuma, Mitsuo Iinuma

（朝日大・歯・小児歯，＊産業医大・医・解剖）
Asahi. Univ. Dept. Pediatric Dent. and Dept Anat. Sch Med. UOEH.

【目的】
　現代社会においてストレスが原因で発症する摂
食障害おもに拒食症（食欲不振症）が増加傾向に
あることが問題視されている。一度摂食障害に罹
患すると治すのが困難で治療には長い歳月を要す
る。また，動物実験においてもストレス負荷によ
り拒食行動が惹起されることが報告されてい
る 1）。
　我々は，ストレスが咀嚼運動による刺激によっ
て緩和されることを報告した。また，ストレス下
での咀嚼運動は学習・記憶障害や海馬歯状回にお
ける細胞新生障害などを抑制することも報告し
た。
　今回の実験では，ストレス性の食欲不振症が咀
嚼運動による刺激で予防できるかを検討した。こ
の実験は朝日大学動物実験委員会（19-027）の承
認を得ている。

【対象と方法】
　実験には，1 か月齢の雌 DDY マウスを用い，
ランダムに対照群，ストレス群，咀嚼群の 3 群に
分け個別飼育を行った。ストレス群および咀嚼群
には個別飼育を開始してから 7 日後に拘束ストレ
スを与えた。拘束ストレスは直径約 2 cm の筒に
身動きの取れないよう拘束した。咀嚼群には拘束
ストレス中に爪楊枝を挿入しストレス負荷終了ま
で咀嚼させた。摂食量および体重量の測定は個別
飼育開始時から 21 日間毎日行った。ストレス暴
露状態を確認するため三種混合麻酔後心臓より採
血を行い血中コルチコステロン濃度（CO）を
ELISA Kit を用いて測定した。視床下部に働き摂
食を亢進させる作用のあるホルモンであるグレリ
ンの血中濃度についても ELISA Kit を用いて測
定した。

【結果】
　CO 濃度はストレス群と比較して咀嚼群では有
意に減少した。咀嚼群と対照群の間には差が認め
られなかった。体重量（図 1）は最終日において
ストレス群で有意に低値を示した。摂食量は咀嚼
群ストレス群ともにストレス後低下したが，咀嚼
群が 21 日目には対照群と同量まで摂食したのに
対しストレス群は低下したままだった。グレリン

血中濃度はストレス群で低値を示した（図 2）。
それぞれの実験において咀嚼群は対象群と同程度
の結果を示した。

〈図 1〉体重量の変化

〈図 2〉血中グレリン濃度
【考察】
　以上の結果から，急性ストレス中の咀嚼運動は
CO 濃度の上昇を緩和することでストレス反応を
減弱させた。さらに急性ストレスによる拒食反応
の要因となるグレリンの異常分泌も抑制すること
で体重の減少および摂食量の減少を防ぐことが明
らかになった。これらのことから，ストレス下で
の咀嚼運動はストレスによる拒食反応を緩和する
ことが示唆された。

【文献】
 1） Rybkin I, 他：Effect of restraint stress on 

food intake and body weight is determined 
by time of day. Am J Physiol.273 （5）：
R1612-22. 1997.
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妊娠期ストレス中の顎運動が仔獣のセロトニン作動性脳神経障害に及ぼす影響
Effects of chewing exercise during prenatal stress on serotonergic neurons in mice

○梶本京子，片野雅久，吉安慧人，若松紀子，長谷川信乃，田村康夫，東　華岳＊，飯沼光生
Kyoko Kajimoto, Masahisa Katano, Keito  Yoshiyasu, Noriko Wakamatsu, Shinobu Hasegawa,

Yasuo Tamura, Kagaku Azuma＊, Mitsuo Iinuma

（朝日大・歯・小児歯，＊産業医大・医・解剖）
Asahi Univ. Dept. Pediatric Dent. and ＊UOEH. Dept Ant, Sch Med.
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【目的】
　妊娠後期におけるストレスは子どもの脳発育に
影響を及ぼし，ストレスを受けた母親から生まれ
た子どもの神経疾患や発達障害の発症率は，スト
レスのなかった親から生まれた子どもの約 2 倍と
いう報告 1）がある。また，我々はこれまでに妊
娠ストレスへの顎運動は，ストレス誘発性の学習
障害や情動障害を改善することを報告 2）してい
る。その原因として，セロトニン神経系は，学習
障害やうつ病，統合失調症などに関連していると
いわれている。
　今回，妊娠拘束ストレス下の母獣の顎運動が，
仔獣の情動機能と空間認知能およびセロトニン神
経系にどのような影響を及ぼすかを検討した。
　またこの実験は朝日大学動物実験委員会の承認
を得ている（承認番号：19-046）。

【対象と方法】
　実験には DDY マウスを用い，妊娠したマウス
を通常飼育群，拘束ストレスを与える群，拘束ス
トレス＋顎運動させる群に分類した。ストレスの
条件として，妊娠後期である妊娠 12 日目から出
産までの 1 週間，1 日 3 回，1 回 45 分プラスチッ
ク製のチューブに拘束した。拘束ストレス中に積
極的な顎運動させる群には，木製の棒を噛ませた。
各群の母獣から生まれた雄の仔獣を C 群，S 群，
S/C 群に分類し，生後 21 日目に母仔分離し，1
か月齢まで通常飼育した後に以下の実験を行っ
た。・ホールボードテスト・Morris 水迷路学習テ
スト・縫線核におけるトリプトファン水酸化酵素

（TPH）とセロトニン（5-HT）陽性細胞数の免
疫染色による定量分析。

【結果】
　ホールボードテストでは，C 群および S/C 群
の 5 分間に穴をのぞく回数が S 群と比較して多
く，最初に穴をのぞくまでの時間は短かった。

Morris 水迷路学習テストのプラットホームへの
到達時間は全群とも経日的に短縮したが，S 群の
プラットホームまでの到達時間は C 群や S/C 群
に比べ有意に延長した。また，C 群，S/C 群の
TPH および 5-HT 陽性細胞数は S 群に比べ優位
に増加した（図 1）。

〈図 1〉ＴＰＨおよび 5-HT 陽性細胞数
【考察】
　これまでの先行研究 2）と今回の行動学的，組
織学的結果より，妊娠後期に拘束ストレス中に顎
運動をさせた母獣のコルチコステロン濃度が拘束
ストレスを与えた母獣と比較して低下し，仔獣に
胎盤を通じて移行するグルココルチコイドが減る
ことで，通常飼育群と比較して，仔のセロトニン
神経の発生や分化に影響を与えなかったと考えら
れる。そして縫線核で合成されたセロトニンは海
馬や大脳辺縁系へ分泌され，セロトニン作動性の
脳神経障害を抑制した可能性が示唆された。

【文献】
 1） O’Connor, et al. J Am Acad Child Adolesc 

Psychiatry 2002；41：1470-1477.
 2） Suzuki A, et al. Brain Research 2016；1651：

34-43.
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ストレス下の妊娠母獣の咀嚼運動が仔の中枢における過剰炎症反応に及ぼす影響
Effects of maternal chewing during prenatal stress 

on hyperinflammatory response of central nervous system of mouse offspring

○久田智詠，梶本京子，片野雅久，大橋由美子，越智鈴子，飯沼光生，東　華岳＊，久保金弥＊＊

Chie Hisada, Kyoko Kazimoto, Masahisa Katano, Yumiko Ohashi, Suzuko Ochi, 
Mituo Iinuma, Kagaku Azuma＊, Kin-ya Kubo＊＊

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

【目的】
　妊娠母獣にストレスが加わると，生まれてくる
仔の HPA 系が攪乱され，中枢神経の成長や免疫
機能が障害される。特に妊娠ストレスを被った仔
の海馬では，細菌感染などの刺激に対して，免疫
を担当しているミクログリアが活性化し，神経変
性や中枢神経系の過剰な炎症応答が起こりやすく
なるといわれている 1）。
　本研究では，妊娠ストレス下の母獣の咀嚼運動
が，生まれてくる仔の海馬におけるミクログリア
を介した炎症反応に与える影響を検討した。
　この実験は朝日大学動物実験委員会の承認（19-
009）を得ている。

【対象と方法】
　妊娠マウスをコントロール群，ストレス群，咀
嚼群の 3 群に分類し，それらの母親から生まれた
仔マウスをそれぞれ CC，SC，SC/C とした。ス
トレス群と咀嚼群には，妊娠 12 日目から出産ま
での 1 週間，1 回 45 分間，1 日 3 回の拘束ストレ
スを負荷した。咀嚼群では，ストレス負荷中爪楊
枝を噛ませた。その後，4 ヶ月まで通常飼育を行
い，4 ヶ月齢の CC，SC，SC/C マウスに LPS（内
毒素）を投与した。LPS 投与前と投与 24 時間後
の 3 群のマウスから麻酔下で新鮮海馬と固定脳を
採取した。新鮮海馬では RT-PCR 法にてミクロ
グリアが分泌するサイトカイン（IL-1 β，TNF-
α）の mRNA 量を解析し，固定脳は薄切してミ
クログリア特異タンパクに対する抗体（Iba-1）
を用いて ABC 法による免疫染色を施した。Neu-
rolucida ソフトウェア（MBF Biosciences）を使
用して，免疫染色陽性ミクログリアの三次元画像
解析を行った。統計は，一元配置 ANOVA 後，
主効果の認められたものは Tukey による多重比
較検定を行った。また，p＜0.05 を有意差がある

ものと判定した。
【結果】
　LPS 投 与 に よ り，3 群 と も 海 馬 に お け る
TNF-aと IL-1bの mRNA 量が増加した。LPS
投与の SC 群の TNF-a，と IL-1bの mRNA 量は
LPS 投与の他の 2 群に比較して有意（p＜0.05）
に増加した。CC 群と SC/C 群の間には差はみら
れなかった。また，LPS 投与では 3 群ともミク
ログリアの活性型がみられた。特に SC 群では他
の 2 群と比較して突起の短縮や細胞体の増大が顕
著であった。図に各群の LPS 投与前後のミクロ
グリア形態変化の代表例を示す。

〈図〉LPS 投与によるミクログリアの形態変化
【考察】
　サイトカインである TNF-a，IL-1bは活性型
ミクログリアから分泌され，細胞死や組織の損傷
や神経変性を惹起すると考えられている。今回の
実験結果から，ストレス負荷中の妊娠母獣に咀嚼
運動させることで，生まれてくる仔の海馬におけ
る過剰な炎症反応が抑制できる可能性が示唆され
た。

【文献】
 1） Diz-Chaves et al., Journal of Neuroinflam-

mation 2012, 9：71．
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新生仔期外傷に起因する CCL2 シグナルを介した Nav1.8 発現増強は成体期外傷後の
機械アロディニアを亢進する

Acceleration of Nav1.8 expression via CCL2 signaling due to neonatal trauma is involved in the 
enhancement of adult traumatic allodynia

○相馬久実，白川哲夫
Kumi Soma, Tetsuo Shirakawa

（日大・歯・小児歯）
Department of Pediatric Dentistry, Nihon University School of Dentistry
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【目的】
　新生児期外傷により，成人期の外傷性疼痛が増
強することが知られているが，そのメカニズムと
して，一次侵害受容ニューロンにおける tetrodo-
toxin resistant voltage gated sodium channel 1.8

（Nav1.8）の発現増加が関与すると報告されてい
る 1,2）。また，新生児期外傷ストレスによる末梢
組織での CC chemokine ligand2（CCL2）mRNA
増加も報告されており，CCL2 シグナルの Nav1.8
発現増強への関与が考えられる 3）。そこで本研究
では，新生仔期外傷モデル動物を作製し，CCL2
シグナルよる Nav1.8 発現に着目し，新生仔期外
傷に起因する成体期顔面部皮膚切開痛の増強機構
を解明することを目的に本研究を計画した。なお，
本研究は日本大学歯学部動物実験委員会の承認
AP17D028 を得て行われた。

【対象と方法】
　浅麻酔下にて生後 4 日の雄性 SD ラット口髭部
皮膚を切開縫合し，更に生後 7 週目に深麻酔下に
て口髭部皮膚を同様に再切開縫合した再切開

（I-I）群，生後 7 週目のみ切開縫合した成体期切
開（S-I）群，縫合のみを行った sham（S-S）群
を作製した。実験 1：再切開縫合後 14 日目まで，
口髭部皮膚における機械逃避閾値（MHWT）を
測定した。また，再切開縫合後 14 日目に，切開
部投射三叉神経節（TG）ニューロンにおける
Nav1.8 発現を解析した。実験 2：I-I 群に対し，
再切開後 14 日目，切開皮下部位に Nav1.8 阻害薬

（A803467）を投与し，MHWT を測定した。実験
3：I-I 群に対し，再切開後 14 日目まで切開側
TG に CC chemokine receptor type2（CCR2）拮
抗薬（RS504393）を連日局所投与し，MHWT を
測 定 し た。 ま た， 再 切 開 後 14 日 目 に お け る
CCR2 発現を解析した。実験 4：S-I 群に対し，
切開縫合後 14 日目まで，切開側 TG に CCL2

（PRC1011）を連日局所投与し，MHWT を測定
した。実験 5：成体期処置後 14 日目に，I-I 群お
よび S-I 群における CCL2 産生量を解析した。実
験 6：I-I 群に対し，再切開後 14 日目まで切開側
TG に NF-lB 阻害薬（P8765）を連日局所投与し，
MHWT を測定した。

【結果・考察】
　成体期処置後 10 日目以降，S-I 群と比較し I-I
群で MHWT の有意な低下および切開部投射 Nav 
1.8 陽性 TG ニューロン数の有意な増加を認めた。
また，I-I 群に対する Nav1.8 阻害により MHWT 
低下が濃度依存的に抑制された。また，I-I 群に
対する CCR2 拮抗薬投与および NF-lB 阻害薬投
与は，MHWT 低下を抑制した。さらに，S-I 群
への CCL2 投与により，MHWT の有意な低下を
認めた。また，成体期処置後 14 日目において I-I
群で CCL2 タンパク量の有意な増加を認めた。以
上から，図に示すように新生児期外傷に起因する
成体期外傷性疼痛の増強には，切開部投射 TG
ニューロンでの CCL2 シグナルを介した Nav1.8
の発現増加による一次侵害受容ニューロンの興奮
性増大の関与が示唆された。

【文献】
 1） Beggs S et al. Brain, 135 （2）：2012, 404- 

417
 2） Morgan JR et al. J Pain, 9 （6）：2008, 522-

531
 3） Kao DJ et al. J Neuroinflammation, 9：2012, 

189
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上顎過剰歯による中切歯歯胚方向異常を呈した 1 例
A case of abnormal germ orientation in the central incisor caused by excessive maxillary teeth

○田中　匡，臼井紀子＊，亀井信吾，佐伯克彦
Tadasu Tanaka, Noriko Usui＊, Shingo Kamei, Katsuhiko Saeki

（さえき矯正・小児歯科医院（加古川市），＊ウスイ歯科クリニック（姫路市））
Saeki Orthodontics and Pediatric Dental Office, ＊Usui Dental Office

【緒言】
　上顎過剰歯は臨床において比較的頻繁に遭遇す
る歯数異常であり，男児に多く発症すると報告さ
れている。
　今回我々は上顎埋伏過剰歯の影響による上顎中
切歯歯胚方向異常をきたした症例の過剰歯摘出後
の萌出経過を経験したので報告する。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：初診時年齢　3 歳 4 か月　男児
主訴：乳歯の過剰歯，癒合歯があるため精査希望
現病歴：5 歳 4 か月時上顎切歯部デンタルエック
ス線撮影にて上顎右側側切歯部に過剰歯を認め，
以後経過観察を行っていた。　
口腔内所見；上顎右側乳側切歯及び乳犬歯間に萌
出過剰歯を認める。

〈図 1〉6 歳 8 か月 デンタルエックス線写真

〈図 2〉6 歳 8 か月 パノラマエックス線写真

エックス線所見；デンタルエックス線写真及びパ
ノラマエックス線写真より上顎右側側切歯部の過
剰歯の存在及び上顎右側中切歯歯胚の捻転を認め
た。（図 1，図 2）
　CBCT にて精査を行い，健側と比較して上顎
右側中切歯歯胚の歯軸方向が約 45°唇側へ回転を
確認した。（図 3）

〈図 3〉CBCT による上顎中切歯部矢状断（左：
右側中切歯　右：左側中切歯）

診断：上顎右側側切歯部順性埋伏過剰歯及びそれ
に伴う上顎右側中切歯歯胚方向異常
処置及び経過：口腔外科専門医へ紹介し，外来に
て上顎側切歯部過剰歯を抜歯した。その後当院に
て自然萌出を期待し経過観察を行った。9 歳時点
で上顎右側中切歯は多少の捻転を認めるが口腔内
に萌出し歯根の湾曲も認めず経過良好であった。

【考察】
　過剰歯の存在は，隣接する永久歯胚の形成異常
や萌出障害，あるいは萌出位置・方向異常の原因
となる。小児歯科専門医はその第一発見者となる
可能性が高く，問題を発見した場合は将来起こり
うる更なる問題の発生を回避するための対応策を
講じる必要がある。本症例では 5 歳の段階で過剰
歯の存在を認めていたが，実際に外来で抜歯可能
となる年齢となるまで約 2 年を要した。さらに経
過観察を続けた場合，歯根湾曲や埋伏のリスクが
高まるため，本症例は比較的適切な時期に対応が
できたと考える。
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位置異常で歯根彎曲した埋伏上顎中切歯に根尖性歯周炎が生じた 1 例
A case of apical periodontitis in an impacted maxillary central incisor 

with dilacerations due to malposition

○池田まりあ，田中秀和，永田幸子，園本美惠，阿部洋子，有田憲司
Maria Ikeda, Hidekazu Tanaka, Sachiko Nagata, Mie Sonomoto, Yoko Abe, Kenji Arita

（大歯大・歯・小児歯）
Osaka Dental Univ. Dept. Pediatric Dent.
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【目的】
　上顎中切歯の萌出障害は，先行乳歯の齲蝕や外
傷が原因となり，歯胚の位置異常となるものが多
い。今回我々は歯胚の方向異常により埋伏した上
顎中切歯の経過観察中に，突然口蓋粘膜から排膿
が生じ，同歯の抜去に至った症例に遭遇したので
報告する。

【症例】
初診時年齢：6 歳 7 か月の男児。
主訴：左側上顎中切歯歯胚の位置異常。
現病歴：4 か月前に上顎左側乳中切歯に動揺を認
めたため，紹介元を受診した際にデンタルエック
ス線写真にて上顎左側中切歯の萌出方向の異常を
指摘され，当科へ紹介来院した。
既往歴：1 歳頃上顎前歯部の外傷経験あり。全身
的特記事項はない。
口腔内所見：Hellman の歯齢はⅡC 期。口腔清掃
状態は不良で，上顎左側乳側切歯に齲蝕を認める

（図 1）。
エックス線画像所見：パノラマエックス線および
デンタルエックス線画像にて上顎左側中切歯歯胚
の方向異常を認め，CBCT 画像によって同歯の
歯根が口蓋側に 90 度以上彎曲しており，その部
の口蓋骨が菲薄であることを認めた（図 2）。

〈図 1〉初診時口腔内写真　〈図 2〉初診時 CBCT
【処置及び経過】
　埋伏歯の歯根長が，開窓・牽引処置の適切な時
期になるまで観察し，その後咬合誘導を行うこと
を計画していた。ところが，初診から 2 か月後，
口蓋粘膜の埋伏歯相当部が腫脹し，疼痛・食事困

難と訴えたため，近医を受診した。近医にてレー
ザー治療を受け，抗菌薬を投与され，2 日後には
腫脹・疼痛共に消失していた。2 週間後に再発し
たため，近医から当院口腔外科へ紹介され，抗菌
薬の処方を受けた。初診から 4 か月後，当科受診
時に同部に瘻孔を認めたが，1 か月後の来院時に
は瘻孔は消失していた。さらにその 1 か月後の来
院時，患児，母親共に歯肉の状態に気づいていな
かったが同部の腫脹を認め，当科で切開排膿処置
を行うと同時に，埋伏歯の歯髄感染が疑われるた
め，再度腫脹を認めた場合には患歯の治療は不可
能で摘出になるとの説明を行った。7 歳 4 か月時
に再び腫脹を認めたため，当院口腔外科にて埋伏
歯の摘出が行なわれた（図 3）。

〈図 3〉7 歳 4 か月時の口蓋部の腫脹（→）および
摘出した上顎左側中切歯の脱灰病理切片
摘出歯の病理所見：歯髄腔内には壊死物質を認め，
根尖部には網状の上皮組織と炎症性細胞の浸潤を
認めた。

【考察】
　埋伏している歯が歯髄感染を起こすことは極め
て希である。本症例の場合，彎曲した歯胚の歯根
部が口蓋部に位置し，その影響で同部の骨が菲薄
となり，また，偶然何らかの原因で口蓋粘膜から
細菌感染を生じ，上行性歯髄炎から根尖性歯周炎
へと進行したのではないかと考察された。上顎左
側中切歯の欠損部は，適切な時期に可撤保隙装置
を作製し，成人になるまで装着予定である。
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上顎中切歯が複雑性歯牙腫と癒合し萌出障害をきたした 1 例
Fusion of maxillary central incisor with complex odontoma at the crown region

○黒木貴子，船山ひろみ，守安克也，朝田芳信
Takako Kuroki, 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】
　歯牙腫の存在により隣接する永久歯が萌出障害
や位置異常を引き起こすことはよく知られてい
る。今回，上顎中切歯の萌出遅延を主訴として当
科に来院した 7 歳の男児において，上顎中切歯と
歯牙腫が癒合した稀な症例を経験したので，その
概要について報告する。
　なお，報告にあたり，患児および保護者から承
諾を得ている。

【症例】
初診時年齢：7 歳 0 か月　男児
主訴：上の前歯が生えかわらない
現病歴：1 か月前に A が交換しないため，近医
を受診した。エックス線検査で 12 部に不透過像
が認められ，精査のため当科へ依頼された。
既往歴：出生時，チアノーゼ状態で出生した。3
歳時に Asperger Syndrome および ADHD と診
断された。
口腔内所見：Hellman の歯齢はⅢ A 期であり，1 は
萌出しているが，1 は未萌出であり A が残存し
ている。A の動揺はみられなかった。
エックス線画像所見：A 根尖相当部に巨大な歯
牙様の不透過像が認められた。根尖投影エックス
線画像では，不透過像の外形や 1 との位置関係
が明確に判断できないため，CT 画像検査による
三次元的な精査を行った。保護者が上顎前歯部の
精査のみを希望されたため該当部位のみの撮影と
した。パノラマエックス線画像：上顎左側前歯部
以外の歯には，歯数や形態の異常及び発育異常は
認められなかった。
CT 画像所見：萌出が遅延している 1 と歯牙腫様
構造物が癒合していた。また，A 根尖部舌側に
順生の過剰歯（1 歯）が埋伏していた。（図 1）

【治療経過】
　1 部に存在する構造物は，歯牙腫と 1 が癒合
したものと臨床診断した。この 1 と癒合した歯
牙腫の存在により 23 の位置異常，萌出障害を引

き起こす可能性が高いため，抜歯が望ましいと判
断した。1 と歯牙腫の摘出は，外科的侵襲の大き
さや患児の協力状態を考慮した結果，本学口腔外
科へ依頼して全身麻酔下で行うこととした。7 歳
5 か月時に全身麻酔下で 1 と歯牙腫の摘出および
埋伏過剰歯と AB の抜去を行った。処置翌日の
パノラマエックス線画像にて，すべての歯牙腫が
摘出されていることを確認した。さらに，摘出さ
れた構造物は病理検査から複雑性歯牙腫と診断し
た。術後 1 か月の経過観察では，2 が近心に傾斜
して萌出を開始していた。この時点で，当科での
咬合誘導を希望された。当面，2 の萌出経過を観
察して，歯冠の修復および歯列の配列を計画して
いる。

〈図 1〉初診時エックス線画像および CT 画像（7
歳 0 か月）

【考察】
　過剰歯と永久歯の癒合は数多く報告されている
が，本症例は 1 が歯牙腫と癒合し萌出が遅延し
ていた稀な症例であった 1）。1 を保存するために，
1 と歯牙腫を分割して歯牙腫のみを摘出すること
も検討したが，1 との癒合部が広範囲に及んでお
り，また巨大な歯牙腫の摘出による 1 周囲歯槽
骨の喪失が大きくなることから，1 の保存は断念
した。現在，2 が近心に傾斜して萌出中であり，
今後咬合誘導を予定している。

【文献】
 1） 中村武夫，他：萌出歯の歯根と連続していた

複雑性歯牙腫の 1 例，日口外誌，38：1869-
1870，1992．
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上顎右側前歯部に認められた Odontodysplasia の 2 例　―第二報　組織的観察―
Two Cases of regional Odontodysplasia identified in maxillary right anterior region

―Histlogical observation（Second Report）―

○大島洋平，井出正道，佐藤路代，千葉敏江＊，安谷屋明莉，黒木貴子，朝田芳信
Yohei Oshima, Masamichi Ide, Michiyo Sato, 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
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【緒言】
　Odontodysplasia は原因不明の局所的にみられ
る歯の形成不全であり，演者らは Odonto　dys-
plasia を有する女児 2 例の臨床的観察結果につい
て第 57 回日本小児歯科学会大会で報告した。今
回，その 2 例から得られた形成不全歯と脱落した
健全歯を対照歯として組織学的観察を行ったの
で，第 2 報として報告する。
　本報告は鶴見大学歯学部倫理審査委員会の承認

（承認番号 1630）を得て行った。
【組織的観察】
〈対象〉
Odontodysplasia が CBA にみられた症例 1 から
得られた B と，DCBA にみられた症例 2 から得
られた D を被験歯とした。自然脱落した反対側
の健全歯，症例 1 は A，症例 2 は B を対照歯と
した。

〈方法〉
被験歯，対照歯ともにホルマリン固定後，高分解
マイクロ CT 装置を用いて非破壊的に解析を行っ
た。三次元的解析には画像処理ソフトを使用した。
また EPON 樹脂包埋後，硬組織精密切断機にて
2 分割し，約 100 nm の研磨切片を作成し H-E 染
色を行った。他方は観察面を耐水研磨紙にて鏡面
研磨した。その後，SEM で反射電子像と EPMA
で Ca，P，Mg について波長分散により元素分析
を行った。

【結果】
（症例 1）
マイクロ CT 像解析により B の歯の表面構造は
全体的に粗造であり，エナメル質は著しい形成不
全を呈し非常に薄く全体的に厚みは均一であっ
た。SEM ではエナメル質と象牙質の石灰化度が
低く，象牙質の中央部領域で多数の球間象牙質と
石灰化球を認めた。EPMA ではエナメル質と象

牙質の Ca，P の分布は同程度で，エナメル質に
おいては正常と比べ石灰化度は低かった。研磨標
本の H-E 染色ではエナメル質が象牙質より濃染
し，エナメル小柱や象牙細管は不明瞭で確認でき
なかった。また歯髄腔内根部に骨様象牙質が認め
られた。対照歯の A については硬組織の石灰化
度や構造に異常は認められなかった。

（症例 2）
マイクロ CT 像解析により D は咬合面で部分的
に石灰化が正常に認められるものの，口蓋側から
隣接面にかけて著しい形成不全を認めた。頬側面
の一部にも軽度の形成不全が認められた。EPMA
と SEM より，エナメル質の石灰化度は象牙質よ
り高く対照歯と同程度であった。象牙質では象牙
細管が明瞭に確認できる領域と不明瞭で球間象牙
質が多数確認できる領域を認めた。また歯髄腔内
に不規則で異常な石灰化が認められた。対照歯の
B については症例 1 と同様に構造の異常は認め
られなかった。

【考察】
　症例 1 の B と比較して症例 2 の D の形成不全
の程度は軽度であった。Odontodysplasia の好発
部位は前歯部であり，前歯部での形成不全がより
重度にみられた可能性がある。そして 2 例とも対
照歯の石灰化度や組織構造に異常はなく，形成不
全の原因は全身的な原因ではなく局所的な原因と
推察される。従って，被験歯の石灰化や組織構造
の異常は局所的に何らかの原因によりエナメル芽
細胞・象牙芽細胞の分化から硬組織の形成される
段階で障害がおこり硬組織に質的および量的な異
常を生じたものと考えられる。
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上顎両側犬歯の萌出方向異常のため
開窓牽引を行った症例

○石井太郎，石井華子＊，土橋容子＊，岡　暁子＊，尾崎正雄＊，玉置幸雄
Taro Ishii, Hanako Ishii＊, Yoko Tsuchihashi＊, Akiko Oka＊, Masao Ozaki＊, Sachio Tamaoki

（福岡歯大・矯正歯，＊福岡歯大・成育小児歯）
Fukuoka Dental College. Dept. ＊Orthodontics and Pediatric Dent.

【目的】
　成長期の矯正治療において，しばしば犬歯の萌
出方向異常や埋伏を伴う不正咬合に遭遇すること
がある。上顎犬歯は萌出方向異常や埋伏をきたす
頻度が他の永久歯と比べて高く，隣在歯に重篤な
歯根吸収を引き起こすことがある。今回，上顎両
側犬歯に萌出方向異常が認められ，左側は開窓牽
引を行い，右側は右側乳犬歯を抜去後に萌出観察
を行い良好な結果を得たので報告する。

【症例】
　症例は初診時年齢 8 歳 9 か月の女児。近医で犬
歯萌出方向異常を指摘され来院した。パノラマ
エックス線写真から上顎両側犬歯の萌出方向異常

（左側犬歯は嚢胞化）と両側側切歯との近接の疑
いを認めた。このため，歯科用コーンビーム CT

（以下 CBCT）を用いて精査を行ったところ，両
側犬歯と両側側切歯歯根との近接を認めたもの
の，側切歯の顕著な歯根吸収は認められなかった。
また，側面頭部エックス線規格写真より，上下顎
骨の不調和は認められなかった。

【処置および経過】
　パノラマエックス線写真および CBCT を用い
て，歯嚢の大きさや Ericson1）の分類に準じて上
顎左側犬歯の近遠心的位置，近心傾斜角度，咬合
平面からの距離の評価を行った。その結果，左側
犬歯の開窓牽引の必要性があるものと判断し，上
顎左側犬歯の開窓と上顎右側乳犬歯の抜歯を小児
歯科に依頼した。その後，矯正歯科にて上顎にリ
ンガルアーチを装着し，上顎左側犬歯の牽引と上
顎右側犬歯の萌出観察を行った。上顎両側犬歯萌
出後は，上下顎両側第二大臼歯萌出までリンガル
アーチによる保隙を行った。上下顎第二大臼歯萌
出後，マルチブラケット装置を用いて軽度の叢生
の改善と上下顎歯列正中の一致を図った。

【結果】
　牽引開始から 11 か月後に上顎左側犬歯の牽引

を終了した。また，上顎右側乳犬歯の抜歯を適切
な時期に行ったことで上顎右側犬歯の自然な萌出
が得られた。牽引開始 9 か月後のパノラマエック
ス線より，上顎両側側切歯および犬歯の歯根彎曲
はほぼ認めず，明らかな歯根吸収は認めなかった。
その後，マルチブラケット装置を用いて機能的咬
合の確立を行った。

初診時の口腔内写真およびエックス線画像

【考察】
　本症例は近医と小児歯科との連携により，早期
に萌出方向異常が診断され，矯正治療を行ったこ
とで良好な結果が得られた。上顎左側犬歯牽引に
ついては，初診時の犬歯の 3 次元的位置を参考に
して，牽引方向や牽引力に注意し，デンタル撮影
で定期的に萌出方向を確認しながら牽引を行った
結果，側切歯の歯根吸収を生じることなく犬歯の
牽引を行うことができた。また，上顎右側犬歯に
ついては適切な時期に乳犬歯の抜歯を行うこと
で，犬歯の自然な萌出が得られたものと考えられ
る。

【文献】
 1） Ericson, S, 他：Incisor resorption caused by 

maxillary cuspids：A radiongraphic study. 
Angle orthod, 57：332-346, 1987.
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上顎第二大臼歯の咬合面上に認められた過剰歯の 2 例
Two cases of supernumerary tooth over the maxillary second molar

○鎌田弘明，亀岡　亮，白瀬敏臣，星山紘子＊，内川喜盛
Hiroaki Kamata, Ryo Kameoka, Toshiomi Shirase, Hiroko Hoshiyama＊, Yoshimori Uchikawa

（日歯大病院・小児歯，＊星山歯科医院（静岡県三島市））
Nippon Dental University Hosp, Dept. Pediatric Dent. and ＊Hoshiyama Dental Clinic 
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【目的】
　上顎大臼歯部の過剰歯として，臼傍歯や臼後歯
を認める症例報告は見受けるが，咬合面相当部に
発現した過剰歯に関する症例報告は未だ乏しい。
　今回我々は，上顎第二大臼歯の咬合面上に過剰
歯を認めた 2 例を経験したので報告する。本症例
報告にあたり書面にて保護者の同意を得ている。

【症例 1】
患者：16 歳 1 か月　男性
主訴：左上に過剰歯がある。
既往歴：特記事項なし。
現病歴：紹介医の元で，上顎左側第二大臼歯相当
部の歯に齲蝕を認め，デンタルエックス線検査を
行ったところ，過剰歯様の所見を認めた為，当科
へ紹介され来院した。
口腔内所見：上顎左側第二大臼歯相当部に歯冠様
硬組織を認めた。咬合面にセメント様の修復物に
より充填されていた。
デンタルエックス線所見：上顎左側第二大臼歯の
咬合面部に歯冠様の不透過像を認めた（図 1）。
CT 写真所見：上顎左側第二大臼歯の咬合面上の
歯冠様不透過像に癒合している所見は認めず，歯
根形成像も認められなかった。
診断：上顎左側第二大臼歯相当部過剰歯
処置・経過：過剰歯を通法通り抜去し，約 9 か月
後，第二大臼歯の萌出が認められた。その際に，
デンタルエックス線写真撮影を行い，第二大臼歯
の歯根の完成を確認した。

【症例 2】
年齢：15 歳 0 か月　女性
主訴：左上に過剰歯がある。
既往歴：特記事項なし。
現病歴：紹介医の元で，上顎左側第二大臼歯の萌
出遅延を認め，デンタルエックス線写真撮影を
行ったところ，過剰歯様の所見を認めた為，当科
へ紹介され来院した。

口腔内所見：上顎左側第二大臼歯は未萌出で，相
当部歯肉に膨隆も認めず，触診により歯肉下に骨
様硬固物を蝕知した。
デンタルエックス線所見：上顎左側第二大臼歯咬
合面上に歯冠様の不透過像を認めた（図 2）。
CT 写真所見：歯冠様不透過像は，上顎左側第二
大臼歯の歯冠部から頬側咬頭を覆う形態を呈して
いた。癒合している所見は認められなかった。
診断：上顎左側第二大臼歯相当部埋伏過剰歯
処置・経過：上顎左側第二大臼歯相当部埋伏過剰
歯を通法に従い摘出した。摘出の約 3 か月後，上
顎左側第二大臼歯は未萌出の為，開窓術を行った。
その後萌出を認め，開窓から約 11 か月後，対合
歯との咬合を確認した。

〈図 1〉　　　　　　　　 〈図 2〉
【考察】
　臼歯部の過剰歯は前歯部に比べ稀であり，さら
に臼歯部では頬舌側に多く存在するといわれてい
る。今回の 2 症例は，上顎第二大臼歯の咬合面上
に過剰歯を認める希少なケースであった。症例 1
においては，萌出していた過剰歯にセメント充填
されており，第二大臼歯との鑑別が容易ではな
かったことが推察された。また，症例 2 において
は未萌出の状態で経過観察され，過剰歯摘出後も
開窓術を必要とし，どちらの症例も過剰歯による
第二大臼歯の萌出障害が認められた。以上から，
大臼歯部においても歯の形態異常や萌出遅延が疑
われた場合，過剰歯等の早期発見，さらには萌出
障害の予防のために，適時のエックス線検査の必
要性をあらためて確認した。
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成長期における頬舌方向に水平埋伏した下顎右側第二小臼歯を牽引および配列した 1 例
A case report of alignment of impacted mandibular premolar second tooth in buccoligual direction

○有田浩一朗＊,＊＊,＊＊＊，田島　格＊,＊＊,＊＊＊，櫻井達也＊,＊＊＊

Koichiro Arita＊,＊＊,＊＊＊, Itaru Tashima＊,＊＊,＊＊＊, Tatsuya Sakurai＊,＊＊＊

（＊横浜ゆうみらい小児歯科・矯正歯科（神奈川県横浜市），＊＊有田歯科医院（東京都北区），＊＊＊日本顎顔面口腔育成研究会）
＊Yokohama Yuu Mirai Pediatric dental & Orthodontic clinicYokohama, ＊＊Arita dental clinic, ＊＊＊J.A.C.G

【緒言】
　一般的に，永久歯において萌出障害を起こす原
因として，先行乳歯の齲蝕，嚢胞，歯牙腫など様々
な要因で引き起こる事が知られており，下顎小臼
歯の埋伏の頻度は 0.1～0.3％と報告されている 1）。
その中には突発性に埋伏する場合と，特定要因が
あって埋伏する場合があると報告されている 2）。
本症例では，晩期残存により後継永久歯がほぼ水
平に埋伏していた希少な例であったのでこれを報
告する。

【症例】
　15 歳 2 か月，女性

【初診】
　2016 年 12 月

【主訴】
　上の前歯が前に出てきた，下の前歯が，がたが
たしてきた。

【所見】
　上顎前突を有する中等度の叢生，下顎右側と上
顎左側の第二乳臼歯の晩期残存がみられる。埋伏
第二小臼歯は頬側に歯冠が位置し残存歯の近遠心
両根の分岐部に挟まれる様に頬舌的にほぼ水平に
埋伏していた。歯内療法の既往のある第二乳臼歯
は，晩期残存しており若干の近心根の吸収がみら
れるも，動揺は無かった。側貌は Convex type。
臼歯関係は左右側共に Angle Class Ⅱ，overjet 8.6 
mm，overbite 4.6 mm，下顎重度叢生（右側第二
乳臼歯が残存）。セファロ所見 ANB 9.4°，SNA 
84.0°，SNB 74.6°Skeletal Class Ⅱを示す。舌骨
位は低位を示し，口呼吸を認める（C4-C5）。下
顎右側小臼歯部には，歯内療法の既往のある第二
乳臼歯が残存していたが，動揺は見られなかった。
また同歯は，若干の近心傾斜をしており，歯根面
の露出を伴う。埋伏している下顎右側第二小臼歯
は，その歯冠部が頬側に，歯根部が舌側に位置す
るよう水平埋伏していた。

【診断】
　乳歯の晩期残存による下顎右側第二小臼歯の頬
舌方向の水平埋伏を伴う Angle Class Ⅱ骨格性上
顎前突

【治療方針】
　下顎右側第二乳臼歯を抜去し，埋伏している第
二小臼歯を歯列内に抜歯窩を利用し牽引する。そ

の後，マルチブラケットを装着し上下顎叢生の解
消および上顎前突の改善を図る事とした。

【治療経過】
　下顎右側第二乳臼歯の抜去，埋伏小臼歯の牽引
を行った。抜去時に埋伏している第二小臼歯歯冠
を探知し，牽引用アタッチメントをボンディング
した。リンガルアーチを装着し F.M スーパース
レッド 0.65 mm（J.M.ORTHO）にてアタッチメ
ントから歯牙の牽引を行った。牽引より 9 か月後，
埋伏歯歯冠が口腔内に完全に露出したので，ブラ
ケットを装着した。また，全顎的な歯列改善のた
めマルチブラケットを装着し，歯列の改善及び咬
合の改善のための治療を開始した。
　2020 年 2 月，下顎右側第二小臼歯は歯列内の
正常な位置に誘導され，正常位置に配列されてい
る。同歯は，動揺や歯根露出もみられず本人も保
護者も満足している。

【考察】
　本症例は，下顎第二小臼歯の埋伏の中でも非常
に稀な頬舌的に水平に埋伏した小臼歯を牽引，整
列した症例である。本症例の術式においては，開
窓術を行わず，第二乳臼歯抜歯と同じタイミング
で抜歯窩からのアプローチによる牽引が可能で
あった。その経過も良好な事から，本法は，頬舌
的な水平埋伏した第二小臼歯の牽引，歯牙の整列
において有効な術式である事が示唆された。

【参考文献】
 1） 高木純一郎：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，小児歯科学雑
誌，47（3）：433-441，2009．

 2） 石井佳子：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，
小児歯科学雑誌，57（2）：288-288，2019．
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上顎第一大臼歯歯根間に埋伏した第二小臼歯の開窓牽引を行なった 1 例
A Case Report of Fenestration and Orthodontic Traction for Second Premolar Impacted Between 

the Roots of Maxillary First Molar

○辻野啓一郎，荒井　亮，新谷誠康
 Keiichiro Tsujino, Ryo Arai, Seikou Shintani 

（東歯大・歯・小児歯）
Tokyo Dental College. Department of Pediatric Dentistry
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【目的】
　埋伏歯は上顎中切歯，犬歯に多く認められる萌
出異常で，小児期に発見・対応することが望まし
い。位置異常を伴って埋伏する場合には，周囲の
永久歯に歯根吸収を起こすことがあり，時に数歯
に渡り歯根吸収を起こすこともある。埋伏歯の位
置，形態，方向や萌出余地などの条件が整えば開
窓・牽引が行われるが，牽引する方向に隣接する
永久歯の歯根がある場合には歯根吸収を避けるた
め牽引する方向が制約される場合もある。
　今回我々は上顎第一大臼歯の歯根間に埋伏した
第二小臼歯の歯根が入り込んだ症例に対して，第
一大臼歯の歯根吸収を起こすことなく歯列内に誘
導できた症例を経験したので報告する。

【症例】
　患児は初診時年齢 7 歳 3 か月の男児で上顎右側
第一大臼歯の異所萌出を主訴に来院した。デンタ
ルエックス線画像から第二乳臼歯の歯根吸収が著
しく保存不可能と診断し，抜歯後に第一大臼歯の
遠心移動を行い，第二小臼歯の萌出余地を獲得す
ることとした。第二小臼歯はデンタルエックス線
画像からは近心に傾斜していた。萌出余地の獲得
後経過観察を行っていたが，第二小臼歯の位置お
よび近心傾斜に変化が認められなかった。パノラ
マエックス線検査では，第一大臼歯の歯根と第二
小臼歯の歯根が重なっていたため，歯根の状態を
精査する目的で CT 撮影を行った。
　CT 画像から，第二小臼歯は歯冠を近心に向け
埋伏し，歯根は第一大臼歯の口蓋根と頰側近心根
の間に入り込んでいることが確認できた。
　第二小臼歯に対する治療が必要と考えられたた
め矯正的診断を行った。骨格的には軽度のⅡ級傾
向があったが大きな異常は認められず，上顎右側
第二小臼歯の開窓・牽引を行うこととした。

矯正診断時　a. 3D 画像　b. 矢状断　c. 前額断

牽引開始 6 か月後　d. 前額断
　CT 画像から第一大臼歯を遠心方向に移動させ
ると同時に第二小臼歯を歯軸方向に牽引し，近接
している歯根を離すことを目標とした。Nance の
ホールディングアーチを改良した装置でレジンボ
タンの第二小臼歯歯軸の延長線上にフックを置き
牽引を行うとともに，第一小臼歯を支台歯として
第一大臼歯はオープンコイルで遠心移動を行っ
た。牽引開始 6 か月後 CT 撮影を行ったところ第
二小臼歯は近心側，口腔側に誘導され，第一大臼
歯は歯根吸収を起こしていなかった。第二小臼歯
は歯冠の頰面が近心側にあり，頰舌面を逆に排列
することとした。開窓 2 年 10 か月後，同歯を歯
列内に誘導し，歯冠形態の修正を行い処置終了と
した。

【考察および結論】
　上顎第一大臼歯の歯根間に埋伏した第二小臼歯
の歯根が入り込んだ症例に対して CT 画像を用い
て牽引方向を決定し，歯列内に誘導できた。複雑
な位置にあった埋伏歯であったが，歯根吸収起こ
すことはなかった。埋伏歯の牽引には CT 画像に
よる精査が必須である。
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上顎水平埋伏犬歯に対し閉鎖誘導および矯正治療を行った 1 例
Case of Horizontally Impacted Maxillary Canine Treated with a Closed Surgical-Orthodontic Approach

○徳倉　健，中岡俊貴＊

Takeshi Tokura, Toshiki Nakaoka＊

（たけし矯正こども歯科（春日井市），＊なかおか歯科こども歯科（豊田市））
Takeshi Orthodontic and Pediatric Dentistry Office and Nakaoka Dental Office

【目的】
　永久歯萌出障害の中でも上顎埋伏犬歯は，下顎
埋伏智歯に次いで多くみられ 1），全体人口の約 1
～3％といわれている。早期対応が可能な我々小
児歯科医にとって，永久歯萌出障害は成育歯科医
療の一環として避けて通ることはできない。今回
我々は，水平埋伏した上顎犬歯を閉鎖誘導法によ
り牽引し，矯正治療を行った症例について報告す
る。尚，本症例の発表に開示すべき利益相反はな
い。

【症例】
初診時年齢：7 歳 11 か月女児。
主訴：将来歯並びがどうなるか知りたい。
口腔内所見：Hellman Dental Stage ⅢAで，
Overjet 3.8 mm，Overbite 3.7 mm。第一大臼歯
咬合関係：左側 Angle Full Class Ⅱ，右側 Mild 
class Ⅱ。上顎乳臼歯間幅径が小さく，下顎前歯
部に軽度叢生がみられる。
パノラマエックス線写真所見：上顎両側犬歯が前
方を向いており，埋伏の可能性が高い。
頭部エックス線規格写真所見：U1 to Palatal 
Plane 115°，SNA 83°，SNB 78°，ANB 5.6°，Facial  
Depth 84°，Facial Axis 89°，FMA 29°，FMIA 52°，
IMPA 98°
Facial Pattern：Brachy Facial type

【診断】
　上顎両側埋伏犬歯の疑いを伴う歯性上顎前突症

【治療及び経過】
　上下顎歯列弓幅径拡大及び上顎前歯唇側傾斜改
善，第一大臼歯Ⅰ級関係の確立，垂直方向の顎顔
面成長促進を目的に BJA を用いた。両側乳犬歯
及び第一乳臼歯の意図的抜歯を行うことで右側犬
歯は自然萌出するも，左側犬歯はパノラマエック
ス線写真上での変化に乏しく，埋伏と判断した。
CT 画像では，左側犬歯根尖が第一小臼歯より遠
心口蓋側に位置していた。歯冠は前方方向を向い

て歯嚢の拡大を伴い，非常に薄い唇側皮質骨に覆
われており側切歯根尖上方に位置していたが，側
切歯歯根吸収はみられなかった。牽引距離が長く，
側切歯歯根近心側にまで埋伏犬歯歯冠が及んでい
なかったことから，閉鎖誘導法による牽引を行っ
た。埋伏歯の位置がかなり鼻腔側にある為，牽引
用フックは埋伏歯舌側面に設置せざるをえなかっ
た。牽引方向は側切歯根尖との干渉を避ける為に
唇側遠心下方とし，牽引開始 4 ヶ月後には牽引方
向を垂直方向へと変更し，8 ヶ月後には再開窓し
て牽引フックを埋伏歯唇側面に設置した。牽引開
始から 22 ヶ月後，歯面が露出した。その後 .022 
slot pre-adjusted appliance による第二期矯正治
療を開始し，動的治療期間は 2 年 8 ヶ月であった。

【考察】
　本症例では混合歯列期前期，すなわち 8 歳前後
で埋伏の可能性を早期判断・早期介入することで
上顎右側犬歯の埋伏は回避するも，上顎左側犬歯
は改善されることなく埋伏した。牽引後の付着歯
肉不足に関しては，第二期治療において牽引方向
を更に歯槽頂寄りにするべきであった。また，15
歳以降では上顎埋伏犬歯牽引はかなり困難になる
といわれているが，埋伏犬歯の歯軸方向や位置も
影響し，本症例においても 15 歳に近づくにつれ
埋伏犬歯の移動速度は歯面露出後も遅くなった。
牽引開始時期を 1 年でも早めることで，第二期治
療の動的治療期間を更に短縮できた可能性が高
い。

【結論】
　上顎埋伏犬歯は早期発見・早期介入が重要であ
る。

【文献】
 1） Adrian Becker, etc.：Etiology of maxillary 

canine impaction, Am J Orthod Dentofacial 
Orthop, Oct 2015, Vol148 （4）：557-567
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乳歯列内に萌出した 2 本の順生過剰歯にコンポジットレジン冠修復を行った 1 例
A case of composite resin crown restoration for two supernumerary teeth in primary dentition

○伹野愛実＊，齋藤　幹＊，小山田　優＊，福本　敏＊,＊＊，山田亜矢＊

Manami Tadano＊, Kan Saito＊, Yu Oyamada＊, Satoshi Fukumoto＊,＊＊, Aya Yamada＊

（＊東北大・院・小児歯，＊＊九大・院・小児歯）
Tohoku Univ. Dept. Pediatric Dent. and Kyusyu Univ. Dept. Pediatric Dent
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【目的】
　歯の発育異常の 1 つに歯数の異常がある。その
中でも過剰歯は通常の本数以上に存在する歯の総
称をいう。原因には，歯の発生初期で歯堤が本来
の歯胚数より過剰に形成される場合と歯堤が分裂
する場合がある。好発部位は上顎正中部が最も多
く，次いで小臼歯部であり，萌出方向は逆生が最
も多く，順生が 20％程度，水平が 10％未満とい
われている。歯数は 1 歯が 70～80％，2 歯が 15～
30％と報告に幅がある。また，順生過剰歯のうち，
乳歯列期に自然萌出してくる過剰歯は稀である。
　今回我々は，3 歳で過剰歯による歯根吸収のた
め中等度の動揺をきたした上顎両側乳中切歯を抜
去し，乳歯列内に萌出してきた順生過剰歯 2 本に
コンポジットレジン冠修復を行い，審美性を回復
させた症例を経験したので報告する。なお，本症
例発表にあたり，保護者の同意を得ている。

【症例】
患児：初診時年齢 3 歳 4 か月　男児
主訴：上の前歯の裏に歯のようなものがある。
現病歴：母が仕上げ磨きの際に上顎左側乳中切歯
口蓋側の硬組織に気づき，近医を受診。デンタル
エックス線写真より，上顎両側乳中切歯歯根部の
順生過剰歯を指摘され，紹介により当科受診。
口腔内所見：Hellman の歯齢 IIA 期。上顎左側乳
中切歯口蓋側に 1 本の順生過剰歯の一部萌出を認
める。上顎両側乳中切歯に中等度の動揺を認め，
上顎左側乳中切歯は軽度唇側傾斜している。
デンタルエックス線写真所見：2 本の順生過剰歯
は上顎両側乳中切歯歯根を根尖部より 1/2 程度吸
収し，上顎右側中切歯はほぼ 90 度捻転，上顎左
側中切歯は遠心に傾斜し，側切歯より低位で，ほ
ぼ重なっている。
家族歴：父母ならびに兄弟に歯数および歯の形態
異常は認めない。父方叔父が反対咬合。

【処置と経過】

　上顎両側乳中切歯抜去後，順生過剰歯 2 本の萌
出を経過観察。抜去から 3 か月後に右側過剰歯が
口蓋側より萌出開始。更に 3 か月後，両側過剰歯
は乳中切歯相当部に萌出し，歯冠形態は円錐歯を
呈していた。保護者からの希望もあり，両側過剰
歯にコンポジットレジン冠修復を行った。7 か月
後のデンタルエックス線写真において後継永久歯
胚の位置に殆ど変化は認めなかった。現時点でレ
ジンの脱離や破折もなく経過良好である。また，
本人・保護者ともに審美性の回復に非常に満足し
ている。

【考察】
　過剰歯が原因となり正常な歯胚の位置が偏位す
ることで，乳歯の歯根吸収不全や永久歯の萌出方
向異常をきたし，不正咬合が誘引される。過剰歯
摘出後の萌出異常の発現率は 34.5％であり，萌出
遅延 9.8％，捻転 8.6％，正中離開 8.0％，舌側傾
斜 7.5％，唇側傾斜 0.5％との報告がある 1）。その
ため，口腔内に萌出した過剰歯は永久歯列への影
響を考慮して早期抜去が望ましく，さらに永久歯
萌出まで時間を要する場合には，習癖予防や審美
性回復のため可撤保隙装置が必要となる。本症例
においても上顎両側中切歯の捻転および遠心傾斜
を認めたため，早期の抜去が望ましいと思われた
が，保護者が保隙装置の使用に不安を訴えたこと，
両側過剰歯が乳中切歯相当部に萌出してきたこと
から，過剰歯にコンポジットレジン冠修復を行う
こととした。
　今後は定期的にエックス線検査を行い，永久歯
の萌出方向および永久歯萌出に伴う過剰歯の歯根
吸収を慎重に観察し，必要に応じて過剰歯の抜去
や咬合誘導を行う予定である。

【文献】
 1） 守安克也，他：上顎前歯部における埋伏過剰

歯摘出後の歯列の発育に関する臨床統計的観
察，小児歯誌，43（4）：504-511，2005．
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過剰歯抜去後に同部位に新たな過剰歯が発生した 2 例
Two cases of metachronous impacted supernumerary tooth 

in the same region as after the first extraction

○出口　崇，波多野宏美，萩原　岳，三宅真帆，三井園子，白瀬敏臣，内川喜盛，岩田　洋＊

 Takashi Deguchi, Hiromi Hatano, Gaku Hagiwara, Maho Miyake, Sonoko Mitui, 
Toshiomi Shirase, Yoshimori Uchikawa, Hiroshi Iwata＊

（日歯大病院・小児歯，＊日歯大病院・歯放）
Nippon Dental University Hosp., Dept. Pediatric Dentistry, ＊Division of Oral Diagnosis, 

Dental and Maxillofacial Radiology

【目的】
　過剰歯の発生は上顎正中部に多く，小児歯科臨
床において埋伏した状態で摘出する頻度は比較的
高い。今回演者らは，当院を訪れた 4 歳ならびに
6 歳男児において，上顎前歯部の過剰歯を抜去し，
その後の定期診査において再び同部位に埋伏過剰
歯を認めた稀な症例に遭遇したので報告する。な
お，本症例報告に関して書面にて保護者から同意
を得ている。

【症例 1】
患児：初診時年齢 6 歳 2 か月　男児 
主訴：余分な歯があると言われた。 
既往歴：特記事項なし。  
口腔内所見：上顎左側中切歯相当部に尖頭状の歯
の萌出を認めた。
エックス線所見：尖頭状の歯は順生の過剰歯で，
歯根はほぼ完成していた。その歯根遠心側にさら
に水平の埋伏過剰歯 1 歯が，位置異常を生じた上
顎左側中切歯，側切歯歯胚と重なり認められた。
処置及び経過：全身麻酔下において通法に従い上
顎左側過剰歯の抜去及び埋伏過剰歯の摘出術を
行った。抜歯 2 か月後に撮影したデンタルエック
ス線写真においては，未萌出の上顎左側中切歯付
近の異常は認められなかった。しかし，抜歯 8 か
月後に撮影したデンタルエックス線写真において
前回抜去した過剰歯とほぼ同部位に不明瞭なエッ
クス線不透過像が認められたため，経過観察を継
続した。更に1年4か月後に撮影したデンタルエッ
クス線写真において順生の埋伏過剰歯が確認され
たため再摘出術を行った。上顎左側中切歯の萌出
は，過剰歯再摘出後も認められなかったため，牽
引誘導処置を行った。

【症例 2】
患児：初診時年齢　4 歳 8 か月　男児

主訴：前歯に過剰歯があるといわれた。 
既往歴：ADHD 傾向あり。
口腔内所見：上顎右側乳中切歯近心口蓋側に 2 咬
頭性の歯の萌出を認めた。
エックス線所見：2 咬頭性の歯は順生の過剰歯で，
歯根は上顎右側中切歯歯胚歯冠部の近心側に位置
していた。また，上顎右側中切歯歯胚の捻転が認
められた。上顎右側乳中切歯の歯根に異常吸収を
認めた。
処置及び経過：通法に従い上顎右側前歯部過剰歯
と上顎右側乳中切歯の抜去を行った。抜歯 3 か月
後および 1 年後に撮影したデンタルエックス線写
真においては，未萌出の上顎右側中切歯付近の異
常は認められなかった。抜去 2 年後に撮影したデ
ンタルエックス線写真において上顎両側中切歯歯
胚歯冠部に順生の埋伏過剰歯が再確認され，全身
麻酔下にて通法に従い埋伏過剰歯を抜去した。 

【考察】
　今回，過剰歯抜去後の経過観察中に新たな過剰
歯が同部位に形成された症例を 2 例経験した。複
数の過剰歯を認めた報告は多数あるが，本症例の
ように埋伏過剰歯が再度同じ部位に発症した報
告 1.2）は僅かであり，きわめて稀と考えられた。
しかし，2 例において共に約 2 年後に確認された
過剰歯による永久歯の萌出障害を認めたことか
ら，過剰歯抜去後も長期に歯の萌出状態を確認し，
適時エックス線検査を行っていく必要性があると
考える。

【文献】
 1） 中本紀道　他：両側下顎埋伏過剰歯の抜去後

に同部位に新たな過剰歯が発生した 1 例，
日口腔外会誌，56：506-510，2010．

 2） 豊村純弘　他：摘出後再び出現した埋伏過剰
の 1 例，小児歯誌，38：249-254，2000．
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位置変化がみられた埋伏過剰歯の 1 例
A Change with the Passage of Time in the Impacted 

Maxillary Anterior Supernumerary Tooth Erupted Direction

○藤村　和，吉田敦子
Kazu Fujimura, Atsuko Yoshida
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【緒言】
　過剰歯は上顎前歯部に好発し，歯列不正，過剰
歯に起因する嚢胞性変化や歯原性腫瘍の発生など
を引き起こすこともあり，発見され次第早期に抜
去することが望ましいとされている。また，歯の
発育さらに顎，歯列に影響を及ぼさず摘出操作が
容易でしかも心理的に耐えうる年齢が適切である
と報告されている 1）。
　今回，経時的に萌出方向が変化した上顎正中埋
伏過剰歯の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患児保護者の同意を
得ている。

【症例】
患児：初診時年齢 3 歳 1 か月　男児
主訴：前医で治療したつめものがとれた
既往歴：卵，いくらアレルギー，アレルギー性鼻
炎
家族歴：特記事項なし
習癖：吸指癖
現病歴：2 歳頃および約 1 か月前に他院にて齲蝕
治療を行った。充填物が脱離したため当院を受診
した。
現症：口腔外所見：特記事項なし
口腔内所見：Hellman の歯齢Ⅱ A 期
上顎 4 前歯に齲蝕，下顎左右第 2 乳臼歯
に要観察歯。上下顎叢生。
エックス線所見：3 歳 9 か月
　上顎右側中切歯部に順生の過剰歯，左側中切歯
部に埋伏過剰歯を認めた。

【処置および経過】
　患児は低年齢で非協力であり，初診時より歯科
治療に慣れてもらうため定期的に来院してもらい
口腔衛生指導やフッ化物塗布による予防管理を　
行った。

［3 歳 9 か月］上顎右側中切歯部の口蓋側より順

生の過剰歯が萌出，デンタルエックス線写真より
左側にも埋伏過剰歯を認めた。

［4 歳 8 か月］エックス線写真にて左側過剰歯の
萌出方向に変化がみられた。

［5 歳 1 か月］左側の過剰歯が萌出し始めた。
［5 歳 5 か月］保護者の了解を得て某大学病院へ
過剰歯摘出目的に紹介した。

［5 歳 9 か月］紹介先の大学病院にて全身麻酔下
で過剰歯摘出が行われた。

［6 歳 6 か月］大学病院より当院へ依頼された。
［6 歳 9 か月］本人および保護者の了解を得て上
顎左右乳中切歯を抜歯した。上顎左側中切歯は萌
出を認めた。

〈図 1〉3 歳 9 か月　　　　　〈図 2〉6 歳 9 か月
【考察】
　埋伏過剰歯の摘出時期には本人の協力状態や後
継永久歯の萌出状態および歯列などとあわせて慎
重な配慮が必要である。本症例で過剰歯は経時的
に萌出方向が変化し，更なる萌出を待ち摘出する
ことも検討したが，中切歯の萌出を考慮し紹介と
した。乳中切歯の抜歯は当院で行うことが出来た
が，3 次元的位置関係の把握を行い抜歯時期につ
いては早期に行うことが望ましかったのではない
かとも思われた。今後，経年的に管理を行い正常
な歯列咬合に導くことが必要であると考えられ
た。

【文献】
 1） 高橋沙織，他：乳歯列期と混合歯列期の双方

に過剰歯が認められた 1 例，小児歯誌，54：
40-49，2016．
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含歯性嚢胞と考えられた小児の 1 例
A case was thought to dentigerous cyst in children

○髙橋康男，佐藤康子，肥沼順子，岡田弥佳，黒子和江＊，黒木洋祐＊＊，伊藤寿典＊＊＊，武井浩樹＊＊＊

Yasuo Takahashi, Yasuko Sato, Junko Koinuma, Mika Okada
Kazue Kuroko, Yosuke Kuroki, Hisanori Ito, Hiroki Takei

（埼玉県立小児医療センター歯科（さいたま市），＊うまがみこども歯科（宇都宮市）
＊＊埼玉県立嵐山郷医療部歯科（比企郡），＊＊＊日本大学歯学部小児歯科学講座）

Division of Dentistry Saitama Children’s Medical Center, ＊Umagami Pediatric Dental Clinic, 
＊＊Saitama Social Welfare Corporation Ranzangou and ＊＊＊Nihon Univ. Dept. Pediatric Dent.

【目的】
　近年，頭頸部，特に口腔周囲に発症する嚢胞や
腫瘍に関し，併科を介し度々紹介される。多くは，
院外の口腔外科からの紹介である。これは，患者
が小児であり全身麻酔下の処置を想定した場合の
こともその理由であろうが，症例が稀なケースで
あることも一因と考えられる。今回，左側上顎眼
窩部付近の腫脹を主訴に来科した 11 才女児につ
いて報告する。なお，本症例発表に際し，本人お
よび保護者より書面にて同意を得た。

【対象と方法】
患児：11 歳 1 ヵ月　女児
主訴：左側の頬が腫れてきた。
家族歴：特記事項なし
既往歴：特記事項なし
現症：2017 年 12 月頃から左頬部腫脹について周
囲から指摘があった。2018 年 3 月に当センター
形成外科を受診。左上顎洞炎の疑いおよび歯原性
嚢胞の疑いにて耳鼻咽喉科および歯科への院内紹
介となった。
口腔内所見：左側上顎前歯部から小臼歯部にかけ
て顎堤歯肉の腫脹が確認された。
画像所見：CT 撮影にて左側上顎洞内に単房性の
透過像が確認された（図 1）。さらに，上顎正中
部に埋伏過剰歯が 2 本確認された。

【方法および結果】
　全身麻酔下，耳鼻科と協同で，埋伏過剰歯の摘
出術，嚢胞摘出術および自然口開大術を行った。
最後に術後の止血困難を予想し，縫合後，止血用
シーネを装着し帰棟した。当初，含歯性嚢胞の可
能性が考えられたが，病理検査にて glandular 
odontogenic cyst（腺性歯原性嚢胞 1））との診断

が出た。入院から 1 週間後，患部や鼻からの出血
もなく，無事退院となった。

〈図 1〉初診時 CT 画像
【考察】
　歯科初診時，気付いてから処置まで時間経過が
長く，左右顔面の非対称が顕著であった。上顎洞
内まで進行し周囲の骨吸収も顕著であり，術後の
回復も心配された。10 ヵ月後，顔面の左右非対
称は目立たなくなっていた。口腔についても腫脹
していた歯肉は退縮し，患部付近の歯牙動揺も軽
減され，歯牙の喪失は回避されていた。腺性歯原
性嚢胞は下顎に発症することが多く，平均発症年
齢も 50 歳を超えており，本症例は稀有な症例と
考えられる。今回，処置に関して歯科単独での対
応は困難であり，耳鼻科の協力なくしては困難な
症例であった。このような対応が瞬時かつ問題な
く行うことが可能であるのは，当科が病院歯科で
あることの証でもある。今後は年 1 回程度の検診
が歯科および耳鼻科にて必要と考えられる。

【文献】
 1） 古賀　真ら：上顎に生じた腺性歯原性嚢胞の

1 例，日口外誌，58：434-438，2012．
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双生歯の過剰歯部を分割・抜去した症例の長期予後
Long-term prognosis after hemisection treatment of fused teeth 

involving a maxillary permanent incisor and a supernumerary tooth

○三上　優，篠永ゆかり，梶本祐一郎＊，小佐々　康，人見さよ子，阿部洋子，有田憲司
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Osaka Dental Univ. Dept. Pediatric Dent., ＊KAJIMOTO Orthodontic & Pedodontics Clinic
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【目的】
　双生歯とは，1 本の正常歯胚がそのそばに発生
した過剰歯胚と合一したものと定義されている。
永久歯の双生歯は発現頻度が乳歯より少なく
0.1％未満とも言われ，特に上顎永久歯の双生歯
は極めて稀であり，また巨大な歯冠と異常な形態
を有するため審美性や咬合の問題が深刻で，早急
な対応が必要ではあるが，その対応に苦慮する。
双生歯に対し，歯冠部を分割して過剰歯を抜去し
た報告が散見されるが，本法の長期的予後の報告
は見あたらない。
　今回，当科で 5 年以上前に分割・抜去後，来院
が中断していた症例 1）の予後を観察する機会を
得たので報告する。

【症例】
　初診時年齢 7 歳 1 か月の女児で片道 3 時間以上
かかる徳島県から来院し，主訴は歯の形態異常で
あった。上顎左側中切歯近心部に過剰歯が融合し
た双生歯を認めた（図 1）。双生歯の歯根形成を
待ち，9 歳 0 か月時に上顎左側中切歯と過剰歯の
結合部をタービンにて切断分割し，過剰歯部を抜
去した（図 2，3）。

〈図 1〉初診時口腔内写真（7 歳 1 か月）

〈図 2〉過剰歯の分割抜去（9 歳 0 か月）

〈図 3〉デンタルエックス線画像

　過剰歯抜去後，上顎左側中切歯に露髄を認めな
かったため，歯内療法は行わず，分割面をグラス
アイオノマーセメント裏層し，コンポジットレジ
ンにて形態修正を行った。過剰歯抜去により生じ
た正中部の空隙および上顎左側中切歯の捻転は， 
DBS を用いて 6 か月間で改善を図り，遠方によ
り通院困難なため 9 歳 6 か月で治療を完了した。
　14 歳 7 か月（術後 5 年 7 か月後）時，冬休み
の間に予後診査を行うことを提案したところ，快
諾され受診された。5 年間不快症状は無く，患歯
の後戻りはなく，上顎左側中切歯の歯根の成長は
正常であり，歯槽骨の歯頸部方向への形成を認め
た。しかし，修復時の歯冠形態が不良であり，切
断した近心歯頸部の歯根部の歯槽骨の形成は不十
分で，また修復物による劣化も見られ，近心の修
復物周囲の歯肉炎を認めたため，修復物の補修治
療が必要と考えられた（図 4）。

〈図 4〉術後５年７か月（14 歳７か月）
【考察】
　分割した歯の歯髄は正常で，側方歯群は自然に
正常配列し，正常咬合を呈していたことから，本
法の長期有効性が示された。

【文献】
 1） Zheng J, et al：Hemisection of fused teeth 

involving a maxillary permanent incisor and 
a supernumerary tooth, Pediatr Dent J, 25：
84-91, 2015.

 
 
 
 
 
 術前 術後 術後5か月 
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3 歳以下における歯肉縁下に及ぶ垂直性歯根破折を伴う上顎乳前歯部外傷 3 例
Primary anterior teeth trauma with vertical root fracture in children under 3 years of age：

Case reports

○岡本篤剛，阪下淑子，阪下　卓＊

Atsuyoshi Okamoto, Yoshiko Sakashita, Suguru Sakashita＊

（おかもとこども矯正歯科クリニック（西宮市），＊たるみ歯科クリニック（宝塚市））
（Okamoto Pedodontics and Orthodontics Clinic, ＊Tarumi Dental Clinic）

【目的】
　低年齢児の前歯部外傷時においては，咀嚼や発
音への影響に加え心理的な影響，エナメル質形成
不全（以下 EH）など永久歯胚への影響等を迅速
に判断し適切な対応が要求される。今回，3 歳以
下の小児について上顎乳前歯の歯肉縁下に及ぶ垂
直性歯根破折を伴う外傷を経験したので報告す
る。

【対象・方法・結果】
　症例 1：3 歳 0 か月，女児。顔面をコンクリー
トで直撃した際に乳前歯を強打した。破折線は上
顎左側乳中切歯歯冠を近遠心的に横断し歯肉縁下
に至っていた。破折部からは露髄を認めたが外傷
直後に来院されたため歯髄の腫脹はなく破折片の
偏位は認められなかった。そこで，破折片を密着
させた状態を保ったままレジンにて暫間的に固定
し歯冠形成の後レジンジャケット冠で歯冠修復を
行った。歯髄処置は後日行い，その際に根管内部
で認められた破折線部は可及的にレジンにて接着
を行った（図 1）。受傷 3 年経過後，後継永久歯
胚に交換したが EH 等の異常所見は認められな
かった。
　症例 2：1 歳 11 か月，女児。道路で転倒し上顎
左側乳中切歯を強打し直ちに近医に受診するも経
過観察となった。受傷 3 日後に患歯が動揺したた
め他院にてレジンで固定されたが破折片とともに
脱離したため当院を受診することとなった。患歯
は破折面から歯髄の腫脹を認めた。エックス線写
真より破折線は歯冠を唇舌的に横断し垂直的に歯
根は破折していたため抜髄後仮封し歯周組織の治
癒後にレジンジャケット冠で歯冠修復を行った

（図 2）。受傷 5 年経過後，後継永久歯胚に交換し
たが EH 等の異常所見は認められなかった。
　症例 3：3 歳 0 か月，女児。自転車から転倒し
受傷。上顎左側乳中切歯は歯冠から歯根にわたり
複数の垂直的な破折線を認めた。同側乳側切歯は
脱落し紛失，同側乳犬歯の陥入を認めた。上顎左
側乳中切歯の保存に伴う後継永久歯胚への影響を
可及的に回避することを優先し抜歯を希望された

（図 3）。受傷 5 年 1 か月後，上顎左側乳中切歯は
自然脱落し中切歯に交換したが，遠心切縁に実質
欠損を伴わない白斑および黄斑が認められた。

【考察】
　永久前歯の歯肉縁下に及ぶ垂直性歯根破折の場
合，意図的挺出もしくは再植するなどが報告され
ているが，乳前歯については未だ少ない。症例 1，
2 は垂直的な歯根破折の割に永久歯胚への影響が
認められなかったことは，外傷による炎症の波及
が少なかった可能性が考えられた。症例 3 では後
継永久歯胚への影響を回避する対応をしたものの
白斑・黄斑が認められた。この点について宮新ら
は歯槽骨の破壊に伴う損傷が後継永久歯胚に影響
する可能性 1）を示唆しており，今後，炎症以外
の影響も考慮して対応する必要性が考えられた。

【参考文献】
 1） 宮新美智世ら：外傷を受けた乳歯に関する臨

床的研究 第 4 報 長期的臨床経過について，
小児歯誌，39，1078-1087，2001．

〈図 1〉症例１（左・中央：受傷時，右：歯冠修
復後）

〈図 2〉症例 2（左・中央：受傷時，右：歯冠修復
後）

〈図 3〉症例 3（左・中央：受傷時，右：受傷 1 か
月後）
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多数歯の外傷性脱臼により再植した乳歯の予後管理を行った 1 例

○池田英史，江田康輔，棚瀬康介，大橋英夫，荻原　孝，駒澤大悟，星野倫範
Hidefumi Ikeda, Kousuke Eda, Kousuke Tanase, Hideo Ohasi, Takashi Ogihara, 

Daigo Komazawa, Tomonori Hoshino 

（明海大・歯・口腔小児）
MeikaiUniv. Dept. Pediatric Dent.
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【緒言】
　乳幼児は，運動能力や精神発育が成人と比較し
て未熟であるため想定外の行動により口腔外傷を
起こして医療機関へ来院する機会が多い。口腔領
域の外傷は多岐にわたり，特に歯の外傷は受傷歯
のみならず後継永久歯に影響を及ぼすこともあ
る。そのため外傷により完全脱臼した乳歯の再植
は，適切な診査，診断，予後管理が重要である。
今回我々は他医療機関で外傷により完全脱臼した
複数の乳歯の再植後の予後管理を行ったので報告
する。報告に際し，患者家族の同意を得ている。

【症例】
　初診時年齢 3 歳 7 か月の男児。旅行先の階段に
て転倒して顔面を強打，その際に上顎両側乳中切
歯ならびに乳側切歯，下顎両側乳中切歯，下顎左
側乳側切歯ならびに乳犬歯が完全脱臼し，下口唇
部に裂傷が生じた。受傷後 30 分後に脱落歯を牛
乳に保存した状態で新潟県地域医療推進機構魚沼
基幹病院に救急搬送された。また，CT による診
査にて受傷歯付近の骨に骨折線等の異常所見は認
められなかった。保護者が保存を希望されたため，
6 時間後に全身麻酔下にて脱臼した全 8 歯の再植
と整復固定，口唇部縫合が行われた。その後当院
に紹介となり予後管理を行うことになった。

【処置と経過】
　再植 2 週間後（3 歳 7 か月）：当科へ来院。脱
臼歯は，矯正用ワイヤーとレジンプレートによる
固定で，さらに縫合糸にて歯肉に縫合されていた。
エックス線にて再植歯の植立状態の確認を行い，
経過は良好であった。縫合糸の緩みが生じており，
固定ならびに清掃性の低下が認められたため縫合
糸を切断してレジンプレートならびに矯正用ワイ
ヤーの除去を行った。固定除去後の個々の歯牙の
動揺度は 2 度程度であったため，矯正用ワイヤー
とレジンによる再固定を行った。
　再植 2 か月後（3 歳 9 か月）：再植歯に変色は

認められないが，上顎右側乳中切歯唇側歯肉に歯
肉膿瘍を認められたため，歯内療法を行い水酸化
カルシウム製剤を貼薬して経過観察とした。
　再植 3 か月後（3 歳 10 か月）：上顎左側乳中切
歯ならびに乳側切歯唇側歯肉に歯肉膿瘍を認めた
ため，歯内療法を行い水酸化カルシウム製剤を貼
薬して経過観察とした。
　再植 9 か月後（4 歳 4 か月）：下顎左側乳側切
歯唇側歯肉に歯肉膿瘍を認めたため，歯内療法を
行い水酸化カルシウム製剤を貼薬して経過観察と
した。現在，継続して経過観察している。

【考察】
　従来，脱臼乳歯の再植は，IADT と AAPP に
よるガイドラインでは完全脱臼の場合は禁忌とし
ている。また日本外傷歯学会によるガイドライン
では発育中の後継永久歯胚が損傷される危険性が
ある場合は再植しないとされている。近年，脱臼
乳歯の再植は報告が増えているが，多数歯の再植
は報告が少ない。低年齢児での乳歯の喪失は発音
障害，咀嚼障害，口腔習癖を引き起こす可能性が
あり，適切な診査ならびに診断，保護者へのイン
フォームドコンセントを行い歯根膜の保存状態が
良好であれば乳歯の再植が可能となる場合もある
と考えられる。本症例では再植開始までに時間を
要したため再植後の変色，膿瘍の有無の確認，エッ
クス線診査により歯根の状態の判断を行い，後継
永久歯への影響を軽減することが必要であると考
えられた。

【文献】
 1） 太刀掛銘子，香西克之，岩本優子，他：乳児

期における完全脱臼乳歯の再植に関する臨床
的検討，日外傷歯誌，13（1）：29-36，2017．

 2） 井上美津子：乳歯の外傷性脱臼への対応，昭
歯誌，27：189-194，2007．
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外傷により脱離した永久 3 切歯を生理的固定と咬合挙上で対応した 1 例
A case of detached permanent three incisors due to trauma 

treated with flexible splint and occlusal elevation

○松尾恭子，白瀬敏臣，黒田暁洋，上原正美，西村　歩，梅津糸由子
Kyoko Matsuo, Toshiomi Shirase, Akihiro Kuroda, Masami Uehara, Ayumi Nishimura, Yuko Umedu

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

【緒言】
　外傷により脱離した永久歯は，脱離後の保存状
況により再植が試みられる。再植歯を固定する際
は，強固に長期固定すると歯と骨が癒着するため，
歯の生理的な動きを考慮した固定法が推奨されて
いる 1）。しかし再植が複数歯にわたる場合は咬合
干渉により初期の安静が困難となるため，ワイ
ヤー等により強固に固定せざるを得ない。
　今回，脱離した上顎永久 3 切歯の再植に対して，
生理的固定後に咬合を挙上することで，初期の過
度な咬合干渉を排除し，固定の脱離もなく良好な
予後経過を認めた症例を報告する。なお，本症例
について患児の保護者より同意を得ている。

【症例】
患　者：12 歳 6 か月・女児
主　訴：外傷による上顎永久 3 切歯の脱離
現病歴：転倒により，上顎永久 3 切歯が脱離し来
院した。脱離歯は 1 歯は 30 分後，2 歯はすぐに
見つからず 40 分後に牛乳中に浸漬された。
現　症：21 1 の 3 歯が脱離し，歯槽窩は血餅で
覆われていた。矯正治療の保定中であり，脱離し
た歯は歯冠長に対し歯根長は比較的短かった。
デンタルエックス線写真所見：歯槽窩に異物や破
折片はなく，槽間中隔部に破折は認めなかった。
オルソパントモ写真所見：上下顎骨ならびに顎関
節部に破折を疑う所見は認めなかった。

【診断】
　21 1 外傷による脱離

【治療経過】
　歯槽窩の血餅を掻把し洗浄後，脱離歯を 1 歯ず
つ再植した。脱離歯の固定は強固にせず生理的固
定を選択し，矯正用エラストメリックチェーンと
光 重 合 コ ン ポ ジ ッ ト レ ジ ン フ ロ ー タ イ プ で
4321 123 を固定した。前方および側方運動時に
再植前歯部の咬合干渉が強いこと，再植歯の歯根
長が短いことを考慮し，臼歯部をグラスアイオノ
マーセメントにて暫間的に挙上し，過度な咬合干
渉を排除した。後日撮影した CBCT 所見では，

1 1 唇側歯槽骨は薄く，根尖付近にかけて一部歯
槽骨骨折を確認した。8 日後に再植した 3 切歯の
歯髄を除去し，水酸化カルシウムを貼薬した。固
定の除去は，患児の通院の都合から 2 か月後と
なった。1 は生理的動揺が少なく骨性癒着が疑わ
れたが，デンタルエックス線所見では，1 の歯根
近心中央部に一部外部吸収を認めたに過ぎなかっ
た。1 年 3 か月後にガッタパーチャポイントにて
側方加圧根管充填を行った。デンタルエックス線
写真所見では，1 歯根近心中央部の表在性吸収の
進行ならびに置換性吸収への移行は認めず，現在
機能的に問題はなく経過観察中である。

【考察】
　歯の外傷は上顎前歯部に多いが，デンタルエッ
クス線所見では唇側歯槽骨の破折は診断するこが
できず，今回は再植後に CBCT を撮影すること
で脱離に伴う歯槽骨の破折を診断した。脱離歯の
歯根膜の壊死や損傷，壊死した歯髄の放置は，再
植後の歯根吸収を引き起こす要因となる。今回は
感染要因を排除することから再植後早期に歯髄を
除去し，水酸化カルシウムを根管貼薬した。再植
歯の予後は，歯根膜の損傷状態に加え，再植歯の
固定法や期間の影響を受け，長期にわたる強固な
固定は置換性吸収を誘発すると言われている。今
回は固定期間が 2 か月となったが，生理的固定の
ためその影響は見られなかった。また，咬合挙上
により前歯部の咬合干渉を回避したことで，歯周
組織への過度な機能圧を排除でき，固定の脱離も
なく良好な予後を得られたと考えられた。歯列お
よび咬合状態は個人差が大きく，再植歯の咬合干
渉の程度は症例により異なるため，固定方法の選
択と併せて機能圧への柔軟な対応が必要と考えら
れた。

【文献】
 1） 白瀬敏臣，内川喜盛：小児の外傷歯の生理的

固定法，小児歯科臨床，22：68-72，2017．
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外傷を主訴として過去 3 年間に当院を受診した小児初診患者の実態調査
Fact-finding of New Pediatric Patients Who Complained of Trauma for Past 3 Years 

at Our Hospital

○青木嵯由里，中村州臣，浅里　仁，亀倉ともみ，藤田茉衣子，
中村朋美，井上吉登，横山三菜，木本茂成

Sayuri Aoki, Kuniomi Nakamura, Jin Asari, Tomomi Kamekura，Maiko Fujita, 
Tomomi Nakamura, Yoshinori Inoue, Mina Yokoyama, Shigenari Kimoto

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

【目的】
　口腔外傷を主訴として歯科を受診する患児は少
なからず見受けられ，その症状は様々である。ま
た，適切な診断と対応に際して，患児の年齢や成
長発育の状態を考慮しなければならない。
　そこで今回，当院が位置する神奈川県南東部に
おける口腔外傷の傾向を把握し，的確な外傷の対
応法について検討することを目的として，過去 3
年間で口腔外傷を主訴として当院を受診した患児
について実態調査を行い，受傷原因や予後などを
検討したので報告する。
　なお，本調査は神奈川歯科大学倫理審査委員会
の承認（第 635 番）を得て行った。

【対象と方法】
　対象は 2016 年から 2018 年に口腔外傷を主訴と
して神奈川歯科大学附属病院を受診した 15 歳未
満の初診患者 229 人である。保護者が記載した初
診患者の問診票および診療録の記載内容を資料と
し，初診時年齢や性差などについて調査を行った。

【結果】
1．患者の構成
　外傷を主訴として来院した患児は 229 人（男児
146 人，女児 83 人）で，いずれの年も男児が多かっ
た（図 1）。

2．初診時年齢
　0 から 3 歳までの患児が全体の約 63％を占めて
いた。ついで，6 から 7 歳も約 18％であった（図
2）。

【考察】
　本調査の結果より 2016 年 1 月から 2018 年 12
月までの 3 年間に，口腔外傷を主訴として当科を
受診した患児は，初診来院患児の約 14％であり，
年によって大きな差はなかった。受傷者は，一般
に女児より男児が多いと報告されており，本調査
でも同様の傾向が認められた。これは女児に比べ
男児の方が活発で行動範囲が広いことが考えられ
た。過去の報告では歩行・走行などの身体機能が
未発達のため転倒や衝突が多い 2 から 3 歳と，上
顎前歯部の根未完成歯で対応が困難な 6 から 7 歳
が多いと報告されている 1）。今回の調査では，0
から 1 歳と 2 から 3 歳はほぼ同数であった。これ
は当院が立地する地域において歯科医院での低年
齢児の対応が困難であることにより当院への受診
が多くなっていると考えられた。

【文献】
 1） 丹下貴司，他：神奈川歯科大学付属病院外来

における外傷についての実態調査，小児歯科
誌，32 ：609-616，1994．
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上顎中切歯外傷における処置とその予後に関する調査
Investigation on treatment and prognosis in trauma cases of upper central incisors

○田村翔悟，岡　暁子，中村雅子，松尾那実，田平和久，柏村晴子，馬場篤子，尾崎正雄
Shougo Tamura, Kyoko Oka, Masako Nakamura, Nami Matsuo, Kazuhisa Tabira, 

Haruko Kashiwamura, Atsuko Baba, Masao Ozaki

（福岡歯大・成育小児歯）
Fukuoka Dental College, Dept. Oral Growth and Development Division of Pediatric Dentistry
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【目的】
　小児歯科臨床において，歯の外傷頻度は増加傾
向にある 1）。特に，混合歯列期において最も受傷
頻度が高い上顎中切歯は，審美性だけでなく機能
的な歯列の育成において大変重要であり，受傷時
の的確な診断と治療，そして予後観察を行うこと
が大切である。しかし，受傷時の処置について，
その後の経過を含めて考察した報告は少ない。今
回演者らは，外傷を主訴として受診した患児のう
ち，上顎中切歯を対象とし，その受傷様式別の処
置方法および治療経過を追跡し，その予後につい
て考察を行ったので報告する。

【対象と方法】
　2014 年 4 月～2019 年 3 月の 5 年間に，上顎中
切歯の外傷を主訴として受診した患児のうち，受
傷後 1 年以上経過を追跡できた症例（男児 47 名，
女児 30 名，計 114 歯）を対象とした。なお，亜
脱臼に対しては受傷時の処置を，暫間固定のみ，
歯冠修復と暫間固定を行ったもの，直接覆髄およ
び歯髄切断と暫間固定を行ったものに分類し，そ
れぞれの経過を追跡した。完全脱臼の再植の予後
については，骨性癒着と外部吸収に着目した。

【結果】
　受傷様式で最も多かったのは亜脱臼で，次いで
完全脱臼の順であった。受傷様式別にその予後を
観察すると，亜脱臼の場合，当日の処置内容にか
かわらず受傷後 1 年の歯髄生存率は 90％を超え
ていた。しかし，受傷後 3 年では歯冠修復と暫間
固定を行った症例のうち約 14％が，また，歯髄
切断と暫間固定を行った症例のうち約 10％が感
染根管処置を行っていた。
　完全脱臼歯を再植した場合，受傷から 1 年以内
に感染根管処置が行われたのは約 87％であった
が，このうち約 54％に対しては固定期間中の受
傷から 2 週間以内に感染根管処置が行われてい
た。興味深いことに，受傷から 2 週間以内に感染

根管処置が行われた症例では，受傷後 1 年経過し
ても，歯根の外部吸収が認められなかった。

【考察】
　当教室では，受傷様式が亜脱臼であっても，動
揺や破折の有無にかかわらず固定を行い歯根周囲
組織の安静を図っている。従って，受傷後 1 年の
高い歯髄生存率は，すべての症例に暫間固定を
行った効果であることが示唆された。しかし，受
傷から 1 年経過しても，感染根管処置が必要と
なった症例があることから咬合状態などを含めた
長期的な対応についてさらに調べていく必要があ
ると考えられた。
　完全脱臼歯を再植した症例においては，一般的
に歯髄処置開始時期は 1～2 週間後であることが
望ましいとされている 2）が，歯根未完成での受
傷に関しては，歯髄処置の開始時期の判断には苦
慮している。興味深いことに，再植後 2 週間以内
に歯髄処置を行った症例には，1 年経過しても歯
根の外部吸収が観察されなかった。一方で，歯髄
電気診断によって生活歯髄反応が認められても，
炎症性歯根外部吸収が生じている症例が観察さ
れ，歯髄内の炎症が持続し根尖や副根管を介して
歯根膜修復に影響を与えてしまう可能性が示され
た。再植歯の歯髄を温存した場合は，歯髄電気診
断だけでなく口内法エックス線や歯科用コーン
ビーム CT 撮影による歯根外部吸収の評価が重要
であると考えられた。
　今後さらに症例を増やし，3 年後，5 年後の予
後についても調べていきたいと考えている。

【文献】
 1） 独立行政法人日本スポーツ振興センター：

http://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/
anzen/kenko/pdf/card/H28/H28_04_1.pdf 

 2） 月星光博：外傷歯の診断と治療，クインテッ
センス出版株式会社，東京，2009.
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歯内-歯周病変を伴う歯内歯に意図的再植術を適用した 1 例
Intentional replantation for Dens Invaginatus with endodontic-periodontal disease

○柿野聡子，関　裕子，井上佳怜，宮新美智世
Satoko Kakino, Yuko Seki, Karen Inoue, Michiyo Miyashin

（医科歯科大・院・小児歯）
Department of Pediatric Dentistry/Dentistry for Persons with Special Needs,

Division of Oral Restitution, Graduate School, Tokyo Medical and Dental University
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【緒言】
　歯内歯は陥凹部につながる異常な内腔と歯髄腔
形態を有する。通常の歯内療法で治癒が見込めな
い場合は，外科的歯内療法が選択肢となる。演者
らは，歯内-歯周病変を伴う側切歯の歯内歯に対
し，意図的再植術を適用した症例を経験し，治療
法について考察したので報告する。

【症例】
　初診時年齢 14 歳 8 か月の男児。3 週間前より
上顎右側側切歯の唇側歯肉が腫脹していることを
主訴に紹介され来院した。患歯は 7 年前に外傷に
よって陥入した既往がある。初診時，上顎右側側
切歯は唇側に膿瘍（直径 7 mm）を認め，歯周ポ
ケットは唇側中央部で 6 mm，動揺度 2 で電気診
に反応しなかった。デンタルエックス線診査より
上顎右側側切歯の歯根吸収と根尖周囲の骨透過像
を認めた。初診 5 日後の CBCT 所見では，上顎
右側側切歯歯根周囲の骨透過像は鼻口蓋管，鼻腔
底，上顎右側中切歯および第一小臼歯歯根に近接
し，骨欠損部皮質骨の一部は膨隆菲薄化していた。
歯牙硬組織内には歯冠部口蓋側より歯根を貫く陥
入部を認めた。診断は上顎右側側切歯の歯内歯（小
野寺の分類 1）4 型）形態への感染に起因する根尖
性歯周炎とした。
　治療としては，上顎右側側切歯は固定による安
静化と感染根管治療を先行させたのち，必要があ
れば，意図的再植を行う方針とした。初診 1 月後
の感染根管治療では多量の排膿があった。CMCP
貼薬によって歯周ポケットは 3 mm 以内になっ
たが，根管内および瘻孔からの排膿と軽度の歯肉
腫脹が続き，エックス線所見で骨透過像の改善は
無かった。したがって初診 5 か月後，意図的に抜
歯して根尖と近心根側開口部の逆根管形成，逆根
管充填（接着性レジン・スーパーボンドラジオペー

ク TM）し，再植した。術中に摘出した肉芽組織
の病理組織診断は高度の炎症性細胞の浸潤であっ
た。初診 11 か月後，根管充填を行ったが，動揺
と唇側歯肉の発赤は残存し，1 年後の CBCT 所
見では，骨透過像は根尖上方に新生骨添加を伴う
形で残存した。したがって歯根内外の感染源の残
存を疑い，初診 14 か月後，意図的に抜去して歯
槽を掻爬し，ラウンドバーで歯根の 2 つの開口部
のレジンを除去した上で，正根管充填材に至るま
での範囲を掻き出してからスーパーボンドラジオ
ペーク TM を充填し再植した。再植 2 週後，唇側
歯肉の発赤腫脹と瘻孔が消失し，初診 17 か月後
のデンタルエックス線診査において骨透過像の縮
小化がみられた。今後は根管充填材を正根充で追
加する予定である。

【考察】
　根尖性歯周炎で骨破壊が広範囲に及ぶ根未完成
歯は，短根と支持骨喪失の合併により，治療は困
難である。演者らは近心歯根膜に開口する歯内歯
に対して，正方向の根管治療ならびに意図的再植
によって炎症の阻止を図ったが，骨透過像の縮小
が明瞭になるまでに，再度の外科療法を要したこ
とから，歯内-歯周病変を伴う歯内歯における病
原除去の困難さを改めて認識した。また，病変の
縮小化に寄与した要素は，複雑な歯根内部に対す
る逆根管形成を，歯根膜側・根尖部の開口部の拡
大を最小限にしつつ，根管に至る内部を最大限形
成して封鎖性の良い逆根充を行った点や，骨破壊
を最小限にとどめて愛護的な掻爬を行ったことで
あったと推察した。

【文献】
 1） 小野寺章：歯内歯の病理組織学的研究．歯基

礎誌 13：428-464，1971.
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出生後長期気管挿管が原因と考えられた上顎乳前歯形成不全の 1 例
A case of maxillary anterior dental dysplasia caused by long-term tracheal intubation

○中村咲帆，亀岡　亮，内川喜盛，松崎祐樹
Sakiho Nakamra, Ryo Kameoka, Yoshimori Uchikawa, Yuki Matsuzaki

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

【緒言】
　超低出生体重児は呼吸器が未熟なため，気管挿
管による呼吸管理が必要であり気管チューブを口
腔内に固定しなくてはならない。長期間固定を
行った場合，重度のエナメル質形成不全や交叉咬
合，萌出遅延などの合併症が引き起こされること
も報告されている 1）。
　今回，超出生体重児の気管挿管が原因と考えら
れる上顎乳前歯形成不全の症例を経験したので報
告する。
　なお，本報告に対する保護者の同意は得ている。

【症例】
患　児：初診時年齢 1 歳 7 か月　男児
主　訴：むし歯がある。
現病歴：1 歳 6 か月健診で齲蝕があると指摘され
た。近医にて応急処置を受けたが，その後の治療
は困難と言われた。友人に当院を紹介され当科を
受診した。
既往歴：慢性肺疾患，消化管穿通
家族歴：特記事項なし。
生育歴：在胎週数 23 週（切迫早産）
　　　　出生時身長，体重：28.5 cm，564 g
　　　　 出生直後から NICU に入院し，気管挿

管は 5 週まで行っていた。生後 8 か月で
退院した。

現　症： BA AB
BA AB 。A は遠心から半円状に歯冠

約 3/4，B はほぼ歯冠全体に実質欠損を認め，軟
化象牙質を触知した（図 1）。疼痛は不明であった。
その他の歯の形態に異常は認めなかった。
　デンタルエックス線写真所見：AB 歯冠部に透
過像を認め，歯髄腔に近接していた。歯根は未完
成であり，歯根形態に異常は認めなかった。12
歯胚を認めた（図 2）。
診　断：AB 形成不全，B 齲蝕症 2 度
治療計画：軟化象牙質を除去し，咬合が確立する

まではグラスアイオノマーセメントにて修復を行
う。咬合確立後は，コンポジットレジン修復にて
最終修復を行うこととした。

〈図 1〉初診時口腔内写真 

【考察】
　本症例は AB における形成不全であり，医療
面接時の聴取内容と保護者が撮影していた写真か
ら，気管挿入のチューブ固定位置と同部位であっ
た。一般的に，乳歯の歯胚形成期は胎生期である
ため乳歯の歯冠に形成異常が認められることは少
ない。しかし，患児は AB の石灰化時期である
胎生 5 か月で生まれており，そこに気管チューブ
の刺激が加わって乳歯に形成不全が出現したと考
えた。
　低出生体重児の命を守るために呼吸管理はなく
てはならないものである。医療の発展により，低
出生体重児は増加しており，今後本症例のような
口腔内合併症も増加することが予想される。生え
てきた歯の形が変だ，むし歯になってしまった，
と心配する保護者に，単にその問題点だけを指摘
するのではなく，得られた情報を元にその原因を
一緒に考え，不安を取り除いてあげることが小児
歯科医として重要である。そして，患児が正常な
口腔機能を獲得できるよう，継続した管理を行う
ことが必要と考える。

【参考文献】
 1） 松崎祐樹，他：気管挿管が原因と考えられた

上顎乳前歯の萌出不全の 1 例，小児歯誌，
53：81-88，2015. 

〈図 2〉デンタルエッ
クス線写真
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当附属病院における小児期エプーリスの臨床病理学的検討
Clinicopathologic statistics of childhood epulis in our hospital

○柳澤綾子，内川喜盛，荻原栄和，宮山友紀，松本紗耶，松尾恭子
Ayako Yanagisawa，Yoshimori Uchikawa，Eiwa Ogihara， 

Yuki Miyayama，Saya Matsumoto，Kyoko Matsuo

（日歯大病院・小児歯）
Nippon Dental University Hosp.，Dept. Pediatric Dent.
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【目的】
　エプーリスは，歯肉に生じる限局した腫瘤で炎
症や機械的刺激などに対して反応性に生じる。20
～30 歳代に多く，前歯部の歯間乳頭に好発する
と報告されており，小児では比較的稀である。
　今回我々は，当院におけるエプーリスの症例に
ついて調査し，小児期に発症したエプーリスとそ
の他の年齢におけるエプーリスの傾向について比
較検討したので報告する。なお，本研究は日本歯
科大学生命歯学部倫理審査委員会の承認（NDU- 
T2019-14）を得て行った。

【対象と方法】
　対象は，日本歯科大学附属病院において 2009
年 4 月～2019 年 3 月までの 10 年間でエプーリス
と診断を受けた患者 247 名とした。その対象者の
診療録および病理診断資料をもとに性別，年齢，
部位，組織学的分類について集計し，小児期（12
歳以下）のエプーリスの特徴を検討した。

【結果】
　エプーリスと診断された 247 名は，男性 110 名，
女性 137 名で，平均年齢 48.9 歳（最少生後 5 か月，
最高 85 歳）であった。12 歳以下は 15 名で全体
の 6.1％であった。
　性別は，12 歳以下では男児 8 名，女児 7 名で
ほぼ同率であったが，20 歳以上の成人において
は，男性 98 名，女性 123 名で男女比は男性：女
性＝1：1.3 であった。
　発症部位は，12 歳以下では，上顎前歯部 8 件

（53.3％），上顎臼歯部 3 件（20％），下顎前歯部 3
件（20％），下顎臼歯部 1 件（6.7％）であった。
20 歳以上では，上顎前歯部 68 件（30.7％），上顎
臼歯部 35 件（15.8％），下顎前歯部 46 件（20.8％），
下顎臼歯部 70 件（31.6％）であった。
　エプーリスの種類は，12 歳以下では線維性エ
プ―リスが 9 件（60.0％），肉芽腫性エプーリス

が 4 件（27.0％），骨形成性エプーリスが 2 件
（13.3％）であった。20歳以上では，肉芽腫性エプー
リス 96 件（43.4％），線維性エプーリス 93 件

（42.0％），骨形成性エプーリス 26 件（11.7％），
セメント形成性エプーリス 4 件（1.8％），巨細胞
性エプーリス 1 件（0.5％），妊娠性エプーリス 1
件（0.5％）であった。

【考察】
　当院でのエプーリスは他の報告と同様，小児期
での発症は稀で 20 歳以上の成人に多く認められ
た。性差は，小児期では認められなかった。一方，
成人において女性に多い傾向を認めたが，他の報
告と比べその差は小さかった。エプーリスの発症
部位は，小児期では他の報告と同様上顎前歯部に
好発していた。一方，20 歳以上では下顎臼歯部
に最も多く，続いて上顎前歯部であった。エプー
リスの種類は，他の報告と同様，小児期では線維
性エプーリスが最も多く，20 歳以上では肉芽腫
性と線維性エプーリスがほぼ同率であった。以上
の小児期と成人とのエプーリスの特徴の違いは，
その発症誘因や過程における違いによるものと考
えた。
　エプーリスは反応性に増殖することから，小児
期では，機能性，審美性を考慮し，永久歯列形成
へ影響を及ぼさない適切な時期に摘出することが
望ましいと考える。また今回，小児期のエプーリ
スでは再発は認められなったが，成人には認めら
れたため，切除後も定期的な受診と診察が必要で
あると考えられた。

【会員外共同研究者】
　柳下寿郎（日歯大病院・口腔病理診断科）

【文献】
吉川文弘，他：エプーリス 102 症例の臨床統計的
検討，口科誌，48：198-201，1996．
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下顎乳切歯へのストロー様異物嵌入の除去後に
同様事故防止の啓発活動をおこなった 1 例

A case of a Plastic Straw Impacted a Tooth and Accident Prevention Activities on Social Media 

○佐々木明彦
Akihiko Sasaki

（エンゼル歯科（平塚市））
Angel Dental Clinic（Hiratsuka-shi Kanagawa prefecture）

【目的】
　ストローやそれに類する円筒状の異物が低年齢
児の乳前歯に嵌入する事故は過去に多数の報告例
があり，長期間放置されると歯槽骨吸収等の健康
被害を引き起こす 1）ことが日本小児歯科学会員
には以前からよく知られている。
　小児歯科専門医のグループによる事故防止活動
がなされ，飲料メーカーに要請してストローに模
様を入れる対策を実現したという啓発の好例があ
るが 2）一般の歯科医師や保育者，保護者のこの
種の事故に関する認知度はまだ低いと思われる。
　今回，複数の歯科医師の診査機会があったにも
かかわらず，演者が 3 歳児健診時に発見するまで
の間，異物が嵌入したまま 2 年近くが経過した症
例に遭遇した。後日診療所で異物除去と暫間固定
処置をおこない，加えて SNS 等を通じて啓発活
動を試みて一定の成果を得たので報告し，同様事
象の早期対応，防止に役立てることを目的とする。

【対象と方法】
　初診時年齢 3 歳 2 か月の女児。1 歳 6 か月児健
診より前に保護者が下顎前歯部の異常に気づき，
歯科医院を受診も経過観察となった。その後，1
歳 6 か月児健診を受診したが記録には「下顎右側
乳中切歯については歯科医院で経過観察中」と
あったが看過された。さらに別の歯科医院も受診
したが診断には至らず令和元年 10 月 10 日に演者
が担当した 3 歳児健診において初めてストロー様
異物が下顎右側乳中切歯に嵌入していることが判
明した。
　10 月 16 日，演者の診療所を受診したのでエッ
クス線診査を実施した結果，下顎右側乳中切歯部
に限局した高度の歯槽骨吸収を認めた。
　歯の動揺度は 2 度で，歯頚部付近にわずかに見
える程度までプラスティックストローと思われる
白色円筒状異物が歯肉縁下まで深く嵌入（写真）
していた。

　異物を切断して除去後，TWISTED WIRE 及
び G-フィックスにて暫間固定を実施。同時に保
護者の同意を得て処置中の写真，動画撮影をおこ
なった。この際得られた画像，映像を事故防止活
動に使用することにも保護者の了解を得た。

 嵌入したストロー様異物
【結果】
　暫間固定後は概ね 2 週間ごとに経過観察をおこ
ない，令和 2 年 1 月 7 日には再度エックス線撮影
を実施した。歯槽骨の回復はわずかにみられる程
度であった。
　1 月 21 日来院時に暫間固定が外れていたが歯
の動揺度は 1 度となっており，そのまま除去とし
た。
　初診時に撮影した写真，映像は Twitter，You-
Tube，ブログで公開した。Twitter の動画は 3
か月間で 6 万回以上再生され，医療者以外にも多
くの閲覧を得て社会への啓発の一助となった。

【考察】
　歯科医師全体から見れば小さなグループである
学会の中でよく知られた事象であっても一般の歯
科医師には情報は届かない。SNSには功罪あるが，
事故防止の啓発には有効であると思われる。

【文献】
 1） 水谷智宏，他：下顎乳中切歯歯頚部にストロー

様異物を認めた 1 例，小児歯誌，45：639-
644，2007．

 2） 佐々木洋，他：今日からできるアドボカシー，
小児歯科臨床，第 10 巻第 10 号，2005．
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口蓋へのマダニの刺咬が疑われた１例
A case of tick bite at the palate

〇黒厚子璃佳，岩田こころ，北村尚正，岩本　勉
Rika Kurogoushi, Kokoro Iwata, Takamasa Kitamura, Tsutomu Iwamoto

（徳島大・院・小児歯）
Tokushima Univ. Dept. Pediatric Dent. 
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【緒言】
　マダニ類は，主に山野に生息し，卵から孵化し
た幼虫は若虫・成虫へと変態して発育する。幼虫
から成虫期の虫体は，通常は野生の脊椎動物の体
表に咬着寄生して吸血するが，稀にヒト皮膚にも
咬着する。しかしながら，現在までにマダニに口
腔内を刺咬された報告はない。
　今回われわれは，マダニが口蓋に刺咬した可能
性が疑われた症例を経験したのでその概要を報告
する。なお，本症例の公表に際し保護者の承諾を
得ている。

【症例】
患児：初診時年齢１歳０か月　男児 
主訴：上のあごに赤いできものができている
現病歴：当科初診の前日に母親が患児と遊んでい
るときに，患児の口腔内の口蓋部腫瘤の存在に気
が付いた。同日近医歯科を受診したところ，当科
を紹介された。
既往歴，家族歴：特記事項なし 
現症：
全身所見：熱発なく，腹部，背部，上肢，下肢に
所見は認めなかった。
口腔内所見：右口蓋中央部に小豆大の境界明瞭な
類円形のドーム状で，表面性状は滑沢，色調は母
親が見た赤色ではなく，基本黒色だが中央部がま
だらでクリーム色の不整の色を呈した弾性硬，不
動性の腫瘤を認めた。これまでに明らかな外傷の
既往はなかった。
臨床診断：右上顎腫瘤

【処置および経過】
　初診当日，これまでに経験のない滑沢な性状を
した弾性硬の不動性の腫瘤であった。当院口腔外
科に対診を行ったが，所見より腫瘍の可能性は低
くまずは経過観察の指示を受けた。患児帰宅後，
再度初診時口腔内写真を基に腫瘤について検討

し，その特徴からマダニの吸着を疑った。そこで
当院皮膚科に口腔内写真を持参し相談をしたとこ
ろ，通常マダニが人体に吸着している場合はマダ
ニの胴体の他，頭部や脚部が見られるが本症例で
は見られないこと，マダニが自発的にヒトの口腔
内に侵入することは考えにくいことよりマダニの
可能性は低く，仮にマダニであっても自然脱落す
るので経過観察で問題はないと指示を受けた。当
科初診の 10 日後に再診した際には腫瘤は消失し，
腫瘤が存在していた部位に 1～2 mm 程度の圧痕
が数か所とその周囲に水疱性変化を認めた。この
間，初診の夕方より 39℃台の熱発と，臀部，手掌，
足底に発疹が出現し，6 日後に解熱したとのこと
であった。マダニ等の刺咬の可能性について母親
に説明をしたところ，腫瘤を認めた数日前に体が
非常に汚れた野良猫が自宅内へ侵入し屋内を走り
回ったとのことで，室内を掃除したエピソードが
母親より聴取された。そこで，ダニ専門の研究施
設である馬原アカリ医学研究所に相談をしたとこ
ろ，初診時の口腔内の写真からドーム状の物体は，
種類の特定は難しいが，若虫か成虫のマダニの飽
血状態の可能性があるとのことであった。飽血後
は自発的に離脱し，少なくとも 4，5 日間は吸血
をしていたものと推察され，離脱部位には痕跡と
して，水疱または潰瘍が出現するとのことであっ
た。3 か月後，水疱性変化は治癒し，症状の再燃
なく，良好に経過している。
経過後診断：口蓋部マダニ刺咬症

【考察】
　マダニは媒介感染症が多くあり，本症例は幸い
一過性の発熱で回復をしたものの，場合によって
は死に至る重症感染症を引き起こすこともある。
本症例は，マダニが付着したものを口に入れ刺咬
された可能性が考えられた。何でも口に物を運ぶ
時期にはこのような事案にも注意が必要である。



170 58th JSPD

萌出中の永久歯歯肉溝にシャープペンシルの芯が迷入した 1 例
A case of the fractured mechanical pencil leads stuck in the gingival sulcus of 

erupting central incisor

○北村尚正，黒厚子璃佳，岩田こころ，岩本　勉
Takamasa Kitamura, Rika Kurogoushi, Kokoro Iwata, Tsutomu Iwamoto

（徳大・院・小児歯）
Tokushima Univ. Dept. Pediatric Dent. 

【緒言】
　小児の発達において，周囲の物を自分の手で掴
み始める生後 5 か月くらいからは，口腔内への異
物迷入について生活の中で配慮する必要があり，
啓発活動も広く行われてきている。一般的に口腔
内への異物の迷入を認めたという報告は患児が若
齢，特に乳幼児であることが多い。しかしながら，
就学後の児童においても文房具など生活品を興味
本位で口腔内へ迷入させることがある。
　今回われわれは，複数本のシャープペンシルの
芯が上顎左側中切歯の口蓋側歯肉溝に迷入した症
例を経験したため報告する。なお，本症例の公表
に際し保護者および患児の承諾を得ている。

【症例】
　患児：発見時年齢 8 歳 4 か月　男児　
　（初診時年齢 8 歳 2 か月）
　主訴（初診時）：左上の前歯が生えかわらない 
　現病歴：初診時，上顎左側乳中切歯の晩期残存
を主訴に当科を受診した。上顎左側中切歯の萌出
を先行乳歯が障害していたため，同日，上顎左側
乳中切歯の抜去を行った。2 か月後，口腔内管理
および後継永久歯の萌出状況の経過観察のため当
科を再診した際，同部歯肉溝に異物を認めた。
　既往歴，家族歴：特記事項なし
　現症：口腔内所見（発見時）：萌出中の上顎左
側中切歯口蓋側歯肉溝に黒色で，可動性の硬固物
を複数個認めた。中切歯の動揺は生理的範囲内で
あり，口蓋側歯肉縁に軽度の発赤を認めた。
　臨床診断：口腔内異物

【処置および経過】
　初診時，上顎左側中切歯の萌出障害に対する処
置として晩期残存している乳中切歯を局所麻酔下
にて抜去した。初診から 2 か月後，中切歯萌出観
察のため当科を受診した際，上顎左側中切歯口蓋

側の歯肉溝に黒色の硬固物を認めた。デンタル
エックス線写真検査を行ったが，明確な不透過像
は認めなかった。表面麻酔下にて歯肉溝から異物
を除去したところ，5 ～ 7 mm の破折したシャー
プペンシルの芯を 4 本摘出することができた

（図）。その後，患児に対して口腔清掃指導と異物
挿入の危険性について指導した。
　初診から 5 か月後，上顎左側中切歯は反対側と
同程度まで萌出しており，予後良好であり，指導
後に，異物の再迷入はない。

〈図〉迷入していたシャープペンシルの芯
【考察】
　患児は，萌出中の歯の口蓋側に嵌入した食物残
渣が気になり，手近にあった細長く固い物として
シャープペンシルでの清掃を試みた。その際，折
れたシャープペンシルの芯が歯肉溝に迷入したこ
とに気づき，再度シャープペンシルを用いて除去
を試みたという。この繰り返しから複数本が緊密
に歯肉溝に迷入するに至ったとのことであり，保
護者への相談はしなかったとのことであった。
　口腔内に迷入する異物については，口腔内に自
覚症状なく，かつ保護者が気づくことなく長期に
わたり放置されることが度々ある。歯周組織に異
物が迷入したまま長期に放置された場合，周囲の
歯周組織に障害を与えることがある。乳幼児期だ
けでなく，どの年代においても口腔内への異物迷
入について留意する必要があり，永久歯への交換
期では，萌出中の歯に対する清掃方法の指導につ
いても徹底する必要がある。
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開咬に対しバイオファンクショナルセラピー（BFT）により改善した 1 例
Effect of biofunctional therapy （BFT） for Open Bite

○横田成一，花田真也＊，樋田秀一＊，西田栄昭＊，中野真紀＊，藤井秀紀＊，米崎美桜＊，岡崎好秀＊＊

Seiichi Yokota, Shinya Hanada＊, Shuichi Hida＊, Hideaki Nishida＊, Maki Nakano＊, Hidenori Fujii＊, 
Miou Yonezaki＊, Yoshihide Okazaki＊＊

（よこた歯科医院（福岡市），＊日本床矯正研究会（東京都），＊＊国立モンゴル医学科学大学歯学部）
Yokota Dental Clinic,＊Japan Society of Removable Orthodontic,

＊＊Mongolian National Medical-Science Univ. Dept. Pediatric Dent.
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【緒言】
　「開咬を引き起こす口腔習癖」「開咬」とは，上
下の歯の間に異物を挟み込むことにより歯軸が唇
側に傾斜し，部分的に上下の歯の接触が妨げられ
ている状態を指す。 挟み込む異物の種類によっ
て，指しゃぶり，物しゃぶり（おしゃぶり，タオ
ルなど），舌癖（異常嚥下癖，弄舌癖，舌突出癖），
咬唇癖などさまざまな口腔習癖に分けられる。日
本床矯正研究会では，装置によるメカニカルな治
療だけでなく態癖などの歯列不正の原因を改善
し，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，矯正治療には不可欠であ
ると考えている 1）2）。
　今回，歯列拡大治療が終わったのちに異常嚥下
癖による舌突出癖が認められ，BFT にて管理し
良好な経過を得た 1 症例を報告する。

【症例】
　初診時年齢　8 歳 8 ヶ月の女児。下顎前歯の叢
生によるブラッシングのし辛さを主訴に来院し
た。口腔内所見は，上下顎前歯ともに叢生を認め
る。右側 1 番は逆被害を呈していた。

【治療方針】
　上下顎ともに床矯正装置にて側方拡大と右上の
1 番の前方移動を行った。床矯正装置は 1 ヶ月に
1 mm ずつ約 6 mm の拡大を行い，2 回装置を作
製し拡大を行った。その間も BFT としてあいう
べ体操 3）の指導を行い舌位の安定を図った。そ
の後保定装置を装着し，側方歯群の交換を待って
いたが顕著な舌突出癖が認められるようになり，

特に左側前歯・小臼歯部での開咬が認められた。
　そこで，正しい嚥下機能獲得のためガムトレー
ニング 4）の指導を行った。

【結果】
　現在 15 歳 8 ヶ月。主訴である下顎の叢生およ
び上顎の叢生は改善し逆被害も改善。舌癖も消失
し開咬も改善し緊密な咬合を維持できている。

【考察】
　今回の症例では可撤式床矯正装置を使用するこ
とで早期のうちに叢生の改善はできた。しかしそ
の後の舌癖により緊密な咬合を改善するまでには
至らなかった。健全な歯列と咬合の獲得のために
はメカニカルな治療だけではなく BFT の指導・
改善が必要と考える。

【文献】
 1） 花田真也ら：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），小児歯
科誌，57：321-321，2019.

 2） 鈴木設矢：口腔機能をはぐくむバイオセラ
ピープロモ―ション，2016.

 3） 今井一彰：免疫を高めて病気を治す口の体操，
「あいうべ」，2008.

 4） 近藤悦子：Muscle Wins! の矯正歯科臨床，
2007.
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骨格性開咬の発生機序とバイオファンクショナルセラピー（BFT）的アプローチ
Mechanism of skeletal open bite and biofunctional therapy （BFT） approach

○花田真也，中野真紀＊，西田栄昭＊，樋田秀一＊，藤井秀紀＊，横田成一＊，米崎美桜＊，岡崎好秀＊＊

Shinya Hanada, Maki Nakano＊, Hideaki Nishida＊, Shuichi Hida＊, Hidenori Fujii＊, Seiichi Yokota＊, 
Miou Yonezaki＊, Yoshihide Okazaki＊＊

（はなだ歯科クリニック・福岡県 ，＊日本床矯正研究会，＊＊国立モンゴル医学科学大学歯学部）
Hanada dental clinic, ＊Japan Society of Removable Orthodontic, 

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

【目的】
　開咬は口腔内のアプローチのみでは，改善しな
いばかりか，病態が骨格性に移行することも少な
くない。上顎の後方回転は頸椎の傾きに現れ，下
顎の後方回転は下顎平面角の拡大に現れる。これ
は気道を確保するために上下顎が後方回転する生
態反応であると考えている。①舌の沈下，アデノ
イド肥大や扁桃肥大により気道が狭窄する②狭窄
した気道を拡げるために上顎は後方回転する 1）。
③呼吸を維持するため中枢が咬筋を抑制し，下顎
が後方回転する 2）。（図 1）

　骨格性開咬傾向のある症例にバイオセラピー
（以下 BFT）的アプローチを行うことで，どのよ
うに骨格が変化するのかを検討した。

【対象と方法】
　症例は初診時 11 歳 1 ヵ月で Hellman Ⅲ C の叢
生を伴う前歯部開咬の女子。下顎平面角 42°アデ
ノイド肥大はないが，扁桃肥大は認められた。舌
圧は 21.2 kpa と低く，舌沈下により気道を圧迫
しているため，「あげろーくん」（図 2）での舌圧
訓練と舌の機能と姿勢の改善のためのガムトレー
ニング 4）を指示した（図 3）。頸椎の傾きを整え
正しい呼吸を獲得するために，ストレッチ板上（図
4）での鼻による深い胸式呼吸の練習を 1 日 2 分
間行うように指示。抑制された咬筋を活性化する
ためにチューブを用いた咀嚼訓練を指示した（図
5）。
　メカニカルな治療は，左上 6 を後方移動後，上
下マルチブラケットと顎間ゴムを使用した。

【結果】
　初診から 1 年 4 か月後，舌の姿勢位と機能は改
善し，舌圧は 21.2 kpa から 40.2 kpa へ増大。扁
桃肥大は減少した。前歯部の被蓋も改善した。下
顎平面角は 42 度から 32 度へ減少した。（図 6）

【考察】
　骨格性開咬傾向のある症例に BFT 的アプロー
チを行うことで狭窄していた気道が拡大し，後方
回転していた下顎が前方回転したと考えられる。
また頸椎の傾きも改善し，上顎の後方回転も改善
したと考えられる。骨格性開咬への BFT は有効
であることが示唆された。

【文献】
 1） 舘村卓著：口蓋帆・咽頭閉鎖不全，2012.
 2） Tongue Movements-Brainstem Mechanisms 

and Clinical Postulates：Alan A. Lowe. 1984.
 3） 矯正Year Book 2017 成長期の開咬を考える，

2017.
 4） 近藤悦子著：Muscle Wins! の矯正歯科臨床，

2007.

〈図 1〉骨格性開咬のイメージ 3）

〈図 2〉あげろーくん

〈図 4〉ストレッチ板

〈図 3〉ガムトレーニング

〈図 5〉チューブ咀嚼訓練
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【緒言】
　近年，乳児期から多くみられるようになった過
蓋咬合。その原因は吸啜不足，咀嚼不足，舌筋力
不足，舌小帯異常，口呼吸，乳臼歯部の歯冠崩壊
や早期喪失，咬唇癖などの悪習癖，顎肘などの態
癖などが関連しあっていること言われている 1）。
過蓋咬合の多くは下顎の叢生を招く要因となって
いる。日本床矯正研究会では，装置によるメカニ
カルな治療だけではなく，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。以下 BFT と記載）2）

と呼び，メカニカルな矯正開始前からその子に見
合った BFT 指導を試みている。今回，下顎の側
方拡大装置と BFT で過蓋咬合の改善がみられた
1 症例を報告する。

【症例】
　初診時 9 歳 7 ヵ月 Hellman ⅢA の女子。上顎
の前突感と下顎の叢生を主訴に来院。口腔内所見
としては，著しい過蓋咬合と左下 2 番の若干の叢
生を認めた。

〈図 1〉下顎拡大，BFT 開始時
【治療方針】
　下顎側方拡大と同時に BFT を行った。下顎の
拡大は月に 0.6～0.8 mm ほどのゆっくりした拡大
量で，BFT は食育のみ。食育については①正し
い姿勢で食事をする，②よく噛む食材を選ぶ，③
食卓に飲み物を出さない，④ 15 分以上かけてリ
ズミカルに噛む，⑤前歯でかぶりつかせる，の 5
項目を指導 3）。こうすることで，上顎ともしっか
り咬合させながら，顎位の安定を図ることを期待

した。
【結果】
　治療開始から 7 ヶ月。床装置の拡大量が 5.0 
mm となったところで，拡大終了。

〈図 2〉下顎拡大終了時
　この時点で，下顎の叢生と過蓋咬合は改善。上
下顎の咬合も維持されている。模型上の計測では
左右下顎 6 番中央窩間距離が 40.4 mm から 44.1 
mm まで拡大され , 左右上顎 6 番の近心中央窩間
距離は 43.6 mm から 46.0 mm と拡大された。

【考察】
　本症例では，咬合関係を悪化させないように，
食育の①～⑤をしっかり指導しながら，下顎拡大
装置の 1 ヶ月の拡大量を通常より少なくし，緩や
かに拡大を行った，拡大装置は下顎のみの使用に
もかかわらず，上顎の臼歯間距離も増大し，咬合
状態が悪化せず，緊密な咬合を維持した。これは
BFT により上顎歯列の育成がなされた結果だと
考えられる。よって，下顎拡大装置を併用しなが
ら BFT の有効性が示唆された。
　混合歯列期であるため，今後は BFT の食育指
導を徹底し，習慣付けられるよう見守りながら，
経過を追っていくことが必要である。

【文献】
 1） 小佐々晴夫著：GP だからできる不正咬合予

防のための診療，2013.
 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.
 3） 花田真也ら：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）小児歯
科学雑誌 57（2）：321-321，2019.
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床矯正治療後のバイオファンクショナルセラピー（BFT）による咬合の安定化
Occlusal Stabilization by Biofunctional therapy （BFT） 

after orthodontic treatment by removable appliance

○藤井秀紀，花田真也＊，樋田秀一＊，中野真紀＊，西田栄昭＊，横田成一＊，米崎美桜＊，岡崎好秀＊＊
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Seiichi Yokota＊, Miou Yonezaki＊, Yoshihide Okazaki＊＊

（しんくら歯科医院・岡山県，＊日本床矯正研究会，＊＊国立モンゴル医学科学大学歯学部）
Sinkura dental clinic, ＊Japan Society of Removable Orthodontic,

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

【目的】
　近年，Hellman Ⅱ C からⅢ B までの小児の叢
生治療では床装置による側方拡大がよく行われて
いる。しかし，床装置による拡大は，歯牙の傾斜
移動となり歯軸の対咬関係がずれて咬合が不安定
となる。その防止のため日本床矯正研究会では，1）

装置によるメカニカルな拡大と併せて，歯列不正
の原因を改め，自然治癒力を高める生物学的機能
療法（バイオファンクショナルセラピー Biofunc-
tionaltherapy 以下 BFT と記載）を推奨している。

〈表 1〉バイオファンクショナルセラピーの要素
　BFT は効果がゆっくり発現するので動的矯正
治療終了後も継続することによって咬合関係がど
う変化していくか検討した。

【対象と方法】
　2 症例とも矯正開始時 Hellman Ⅲ A で叢生と
永久歯萌出スペースの不足が認められた。症例 1
は矯正開始時 7 歳 9 ヵ月の男子。側方拡大と
BFT を行った。症例 2 は矯正開始時 7 歳 7 ヵ月
の女子。同じく側方拡大と BFT を行った。2 症
例とも床矯正後の 2 期治療は行っておらず動的治
療後は BFT を継続し咬合安定化の効果を観察し
た。2 症例とも BFT の 3 要素すべてを指導した。

【結果】
　動的治療終了後は 2 症例とも緊密な咬合が得ら
れず歯間離開，被蓋の過多または過少，歯軸の傾
斜等咬合不安定が認められるが，BFT の継続に
より咬合の緊密化，歯間離開の解消，被蓋の改善，
歯軸の整直等により咬合の安定化の効果が認めら
れる。

〈図 1〉上：治療前 中：BFT 開始時 下：終了時
【考察】
　咬合が不安定になった原因は歯牙の傾斜移動で
あるが，その後 BFT により複合移動が起きて咬
合が安定したと考えられる。2）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。

〈図 2〉複合移動
　本検討においても継続的な BFT によって複合
移動が起き咬合の安定化が認められた。

【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） 花田真也ら：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）小児歯
科学雑誌 57（2）：321-321，2019.
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【諸言】
　一般的に現代の日本人の子供達は食生活の欧米
化の影響を受けて，ファーストフードを代表とす
る柔らかく高カロリーの食事が増えている。その
ため，顎が小さく歯が大きいことにより歯列不正
を発生する頻度が多く認められる。また，1）小児
期の指しゃぶり，口唇の噛み癖，爪噛みなどの悪
習癖も歯列不正の誘因となり，不正咬合の発生頻
度が高まっている。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療法に主眼をお
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（図 1），混合歯列前期治療
には不可欠であると考える。

〈図 1〉床矯正治療のイメージ図
【症例】
　初診時年齢 7 歳 11 ヶ月　女児 Hellman Ⅲ A 左
上 1 番の交叉咬合と上下叢生。左上乳中切歯の交
換期の遅れ，スペース不足により左上中切歯の舌
側転移，爪噛みと口唇噛み癖などの悪習癖による
交叉咬合。

【治療】
　①メカニカル治療：床矯正装置による上顎歯列
の側方拡大と左上中切歯の前方誘導，交叉咬合の
改善後下顎の側方拡大，上顎歯列を前方誘導しつ
つ平行拡大，下顎歯列も交叉咬合改善後に側方拡
大，上下ともに 1 ヶ月に約 1 mm ずつ 6 ヶ月間
拡大した。
　② BFT：2）爪噛みや割り箸噛みなどの悪習癖

の改善，交叉咬合の改善後，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，ポカン口改善のための口唇閉鎖訓練，
口腔周囲筋の活性化のためのトレーニング指導。

【結果】
　治療開始から 6 ヶ月，年齢 8 歳 5 ヶ月　メカニ
カル治療の結果，交叉咬合を改善し上下歯列は約
5 mm 側方拡大，前歯の萌出スペースを確保でき
た（図 2）。BFT 結果，悪習癖は改善し，口腔周
囲筋のトレーニングであるリットレメーターも基
準値 2.5 kg をクリアした。交叉咬合の改善によ
り機能障害が解消され，前咬みができるように
なったことで，上顎 1 番の発育葉の咬耗を認めら
れるようになった。前咬みをすることで顎が発育
し永久歯列の萌出スペースをより確保しやすくな
る。本症例のように交差咬合などの前咬みを阻害
する歯列の場合は早期に改善することで本来の顎
の成長を促進することができる。

〈図 2〉初診時と交叉咬合改善後の比較
【考察】
　床矯正と BFT により，6 ヶ月という短期間で
交叉咬合が改善することができた。早期に不正咬
合を改善することで，骨格性の開咬や反対咬合の
発生を未然に防ぎ，外科矯正や抜歯矯正のリスク
を回避することができると考えられる。同時期の
治療はメカニカルな歯列拡大だけではなく，
BFT（生物学的機能療法）に対する親子教育が
大切と考える。

【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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床矯正装置とバイオファンクショナルセラピー（BFT）による上顎の前方成長
Removable orthodontic and Biofunctional therapy for maxillary anterior growth
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【緒言】
　切歯骨の成長は，永久前歯の萌出前にほぼ終了
する 1）とされており，健全な永久前歯の排列の
ためには，乳児期から哺乳・咀嚼・嚥下にアプロー
チし，口腔機能を発達させることで V 型，△型
の口蓋でなく，○型口蓋に育成することが重要で
ある 2）。しかし，臨床上では 7.8 歳の前歯交換期
に前歯部叢生を主訴に受診されるケースが多い。
上顎骨の発育は 6 歳までに 8 割ピークを迎えるこ
とと顔面頭蓋の 7 割を占める上顎骨の発育は患者
の顔貌に大きく影響することを鑑みると，早期で
の治療介入が大切である 3）。今回，上顎の劣成長
に対し床矯正治療を行うことで良好な経過を得た
症例について報告する。

【症例】
　初診時 8 才 10 ヶ月の女児。上顎前歯部に叢生
があり，低位舌による高口蓋（△型口蓋）。（図 1）

【治療方針および経過】
　床矯正装置を用いて側方拡大を行い，拡大後は
歯列を整えるために閉鎖型装置を用いた。（図 2，
3）BFT4）として，低位舌に対しては，舌のスポッ
トを意識させ，ポッピング，あいうべ体操により
舌位の安定をはかった。咀嚼訓練は，食事時の姿
勢，前歯の発育葉を指摘し，前噛みの重要性を指
導した。

　〈図 1〉初診時△型口蓋　〈図 2〉側方拡大

 〈図 3〉閉鎖型 〈図 4〉終了時〇型口蓋
【結果】
　12 才 7 ヶ月。歯列を整え，正しい舌機能を得

たことで，口蓋の形態は○型に変化した。（図 4）
【考察】
　床矯正装置の作用は側方への拡大のみと捉えら
れがちである。しかし，成長が期待できる時期に
閉鎖型装置による緩やかな前方拡大を行い，咬断
運動や舌の訓練などの BFT を行うことで，側方
だけでなく，前方への成長も促すことができる。

（図 5）

〈図 5〉上顎骨基底部の前方成長
　拡大後に用いる閉鎖型装置は，舌側弾線が適正
な舌圧を加え，唇側線が口唇圧を適切にコント
ロールする，まさに「生体模倣的装置」と言える。

〈図 6〉
　成長期に BFT と併せて行う床矯正治療は，生
体の機能を阻害せず，歯列を整えながら，正しい
発育刺激を与える事で健全な歯列，顎および顔貌
を育成することができる。

【文献】
 1） 歯科基礎医学会 祐川励起ら・日本頭蓋にお

ける口蓋の成長変化について，1988．
 2） 増田純一・フレイル予防は口にあり，2017．
 3） 鈴木設矢編著・GP のための床矯正・矯正の

すすめ，2008．
 4） 小児歯科学雑誌　花田真也・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，
2019．
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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
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＊＊＊J.A.C.G.
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【緒言】
　当院では John Mew が提唱したオーソトロピ
クスの概念を基に，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。簡便に顔面の成
長方向を評価する目的で考案された有田らによる
側面顔貌写真を用いた分析法 1）はエックス線の
被爆をさせずに顔面の成長方向を評価することに
有効であることを第一報にて報告した 2）。
　今回は，Biobloc Therapy における Stage Ⅲ装
置が顔面の成長にどのような変化をもたらすのか
を PRA 分析にて評価し，若干の知見を得たため
報告する。

【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。鼻閉疾患を有し専門医院にて睡
眠時無呼吸症候群の診断を受ける（扁桃腺摘出術
の適応ではなく経過観察中）。

【治療経過】
　通法（三谷法）3）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 Stage Ⅲ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 Stage Ⅲ装置装着時と直近（装
着後 1 年 4 か月時）の側面顔貌写真を用いて
PRA 分析 1）を行った。
　角度分析の結果，∠ A が 2.1°，∠ B が 0.9°，
∠ D が 2.7°減少し，∠ C が 6.6°増加した。

　線分析の結果，Line A/ Line K，Line B/ Line 
K，Line C/ Line K の値に大きな変化はなかった
が Line D/ Line K の値は 5.3 増加した。

【考察】
　Biobloc Therapy の Stage Ⅲ装置はオーラルポ
スチャー（リップシール，上下歯牙のわずかな接
触，正しい舌位）の獲得により鼻呼吸を促すため
の装置であり，これにより顔面の成長方向を前方
に誘導するとされている。本症例では Stage Ⅲ装
置の効果を確認する目的で PRA 分析を行った。
　角度分析の結果，∠ A の角度が減少している
ことから顔面高に対する顔面深の割合が増加して
いることが示唆された。線分析の結果，Line D/ 
Line K の値が大きく増加していた。このことか
ら下顔面が前方へ強く成長していることが示唆さ
れた。

【結論】
　Biobloc Therapy における Stage Ⅲ装置を用い
てオーラルポスチャーを獲得させることで，患者
の顔面の成長方向を前方方向へ誘導できることが
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） 田島　格，他：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，小児歯誌，
57-2：311，2019．

 3） 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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床矯正による叢生改善後の歯列と咬合の管理
Management of dentition and occlusion after improving crowding by removable orthodontic

○西田栄昭 ，花田真也＊，樋田秀一＊，中野真紀＊，藤井秀紀＊，横田成一＊，米崎美桜＊，岡崎好秀＊＊

 Hideaki Nishida, Shinya Hanada＊, Shuichi Hida＊, Maki Nakano＊, Hidenori Fujii＊, Seiichi Yokota＊ 
Miou Yonezaki＊, Yoshihide Okazaki＊＊

（西田歯科・泉佐野市，＊日本床矯正研究会，＊＊国立モンゴル医学科学大学歯学部）
Nishida dental Clinic, ＊Japan Society of Removable Orthodontic, 

＊＊Mongolian National Medical-Science Univ. Dept. Pediatric Dent
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【諸言】
　近年，歯列不正に対する早期治療の有効性につ
いては様々な議論がある。早期に前歯部の歯列不
正を改善しても，犬歯など側方歯群の萌出時期に
歯列不正が再発することがその理由の一つであろ
う。永久歯列が完成するまでの前歯部の保定は必
要であり，保定しながら永久歯の萌出と口腔機能
の管理を行うことで歯列不正の再発は防げると考
えている。早期治療により前歯部歯列の改善した
後，犬歯の萌出開始位置が悪く歯列不正を再発し
かねない状態から，ブラケットを用いず，床装置
と BFT により良好な結果を得ることができたの
で報告する。※日本床矯正研究会では床装置によ
るメカニカルな治療は補助的なもので，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 と記載）が重要と考えている。1）

【症例】
　初診時 6 歳 4 ヶ月の女児。上下前歯部に叢生が
あり，右上 1 は捻転している。開咬傾向あり

【治療計画】
　メカニカルな治療：前歯の萌出スペース確保の
ため上下歯列の側方拡大を行い，歯列を整えるた
めに閉鎖型装置を使用し，そのまま保定。（図 1
～2）

〈図 1〉上下顎の側方拡大装置

〈図 2〉上下顎の閉鎖型

　BFT：側方拡大と同時に，咬断運動を主とし
た食育指導とチューブを用いた咀嚼トレーニング
を行った。

【結果】
　上下顎歯列の側方拡大を行うことで上顎歯列は
約 4 mm，下顎歯列は 3 mm 拡大し，右上 1 の捻
転歯と前歯の咬合は改善した（図 3，4）。その後，
上顎犬歯は萌出時に位置が若干前方に出そうで
あったが，メカニカルな治療は行わずに正常な位
置に萌出させることができた（図 5，6）。

　〈図 3〉初診時　　　〈図 4〉前歯部歯列は改善

 〈図 5〉上顎犬歯の萌出 〈図 6〉永久歯列完成時
【考察】
　前歯の歯列不正を改善しても，それで治療は終
了ではない。その後，前歯部を保定することで犬
歯の萌出による悪影響を回避する必要がある。上
顎犬歯が正常な位置に移動したことはメカニカル
な治療によるものではなく，BFT の効果である
と考えられる。床装置と BFT による治療を早期
治療に行うことで，ブラケットによる治療を回避
できる事が示唆された。

【文献】
 1） 花田真也ら：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）小児歯
科学雑誌 57（2）：321-321，2019．

 2） 鈴木設矢編著：GP のための床矯正・矯正の
すすめ，2008．
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矯正歯科医院で MFT を併用しながら口腔機能にも配慮した小児矯正歯科治療
Pediatric orthodontic treatment considering oral function with MFT in orthodontic clinic

○坂本紗有見
Sayumi Sakamoto

（銀座並木通りさゆみ矯正歯科デンタルクリニック 81）
Ginza Namiki Street Sayumi Orthodontic Dental Clinic 81

【目的】
　一般的に小児矯正歯科治療中に患者に行う
MFT は，永久歯列期矯正治療（以下 Phase Ⅱ）
での非抜歯の可能性，または，移行をのがれる可
能性を得ることも目標の一つとして考えられる。
　“せっかく子どもの頃に矯正治療をしたのに，
またマルチブラテット装置を装着したくない，歯
を抜きたくない，部活もあるし通いにくい，歯磨
きが大変だ…”という患者からの声も少なくない
だろう。
　そこで当院では，小児矯正歯科治療患者に機能
的矯正歯科装置と拡大型リンガルアーチやハイ
ラックス型固定式拡大装置を併用し，MFT を行
うことにより，Phase Ⅱに移行せず，良好な口腔
内形態・口唇閉鎖や鼻呼吸等の口腔機能を獲得し，
維持することを考慮した矯正歯科治療を行なって
いるので報告する。

【対象と方法】
　対象は，初診時年齢 6y11m の女児。下顎前歯
叢生を主訴に来院。低位舌，習慣性の口呼吸が認
められた。全身的要因では軽度のアレルギー等症
状が認められた。口腔内所見は，下顎前歯叢生・
上顎永久切歯未萌出・大臼歯関係左右 Angle 
class Ⅱ級であった。上顎永久切歯未萌出， 低年
齢ということもあり診断は，MFT を先行し，そ
の進行具合から矯正歯科治療を開始する最適なタ
イミングを見計らい再診断を行うこととした。再
診断後，矯正歯科治療は，上顎側方拡大をハイラッ
クスタイプ型固定式拡大装置にて行い，上下顎前
方拡大を前方拡大型リンガルアーチにて行った。
前方拡大型リンガルアーチ使用時 には，簡易型
マウスピース矯正歯科装置を併用し，歯列の改善
を行った。MFT では，食べ方，飲み方，話し方
等のビデオ撮影診断を行い，咀嚼・嚥下機能指導
に加え，生活習慣や食事・姿勢・呼吸指導を行っ

た。
【結果】
　小児矯正歯科治療患者に簡易型マウスピース矯
正歯科装置と前方拡大型リンガルアーチやハイ
ラックスタイプ型固定式拡大装置を併用し，
MFT を行うことにより，Phase Ⅱに移行せず，
良好な口腔内形態・口唇閉鎖や鼻呼吸等の口腔機
能を獲得し，維持することを考慮した矯正歯科治
療を行うことができた。

【考察】
　固定式拡大矯正歯科装置による上下顎歯列の側
方及び前方拡大ができたことに加え，簡易型マウ
スピース型矯正歯科装置で，歯列弓の形態や前後
的改善を行ったことより，叢生の改善及び，大臼
歯関係が Angle class2 級から，Angle class 1 級
に改善されたと考えられる。
　また，日中の 1 ～ 2 時間と就寝時に使用する簡
易型マウスピース矯正歯科装置に付与されている
Tongue tag の作用により，舌位が安定し，口唇
閉鎖，呼吸の確立が獲得できたと考えられる。
　そしてさらに，舌位・咀嚼・嚥下機能を正しく
行えるような MFT を併用することで，装置装着
使用時間外の時間も同等の機能を確立獲得できた
結果から MFT は，大変重要であり必要不可欠で
あることがわかった。 

P-68
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インハウス型アライナー装置の作製と混合歯列期への活用について
About the manufacture of the in-house type aligner 

and the application to a mixed dentition

〇髙木淳史＊，白髪寛子＊，森岡加奈＊，金尾　晃＊, ＊＊

Atsushi Takagi＊, Hiroko Shiraga＊, Kana Morioka＊，Akira Kanao＊, ＊＊

（＊かなお矯正・小児歯科クリニック（岡山市），＊＊日大・松戸歯・矯正歯科）
＊Kanao Orthodontic and Pediatric Office ＊＊Department of Orthodontics, Nihon University School of 

Dentistry at Matsudo
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【目的】
　近年，デジタル機器を使用し PC 上で矯正治療
後の歯列を予測設計することが可能となってき
た。また，矯正治療前後の歯列を設計し 3D プリ
ンタで連続的な予測模型を出力，その後 Pet-G
などの熱可塑性シートを加圧型熱成形器により成
形するアライナー矯正装置（以下アライナーと記
す）を作製することも可能となってきた。しかし
アライナーでの治療法は，乳歯から永久歯への交
換，成長発育などの観点から，混合歯列期での矯
正治療には向かないと考えられてきた。そこで当
院では口腔内スキャナと 3D プリンタを利用して
インハウス型アライナーを作製し，臨床応用する
ことを考えた。その 1 例について報告する。

【方法および対象】
　初診時年齢 7 歳 10 カ月の女児。上下顎前歯の
叢生を主訴に来院。Hellman dental age Ⅲ A 期。
上下顎歯列は乳犬歯間が狭い V 字型歯列弓で
あった。

【アライナー作製と使用方法】
① 口腔内スキャン：デジタルモデル作製のため
「Trios3，Model Scanner」（3shape 社）を使用，
光学印象採得を行い PC へ取り込む。

② スキャンデータの加工，出力：スキャンデータ
（STL データ）を CAD 処理する際に，Ortho 
Analyzer（3Shape 社）を用いて PC 上で上下
顎歯列の歯牙を個歯に分割，矯正治療後の予測
位置へ移動させる。歯列弓形態は模型分析によ
り個々の歯列を設計する。

③  3D モデルの作製からアライナーの作製：治療
後の歯列弓形態まで一歯当たりの歯牙移動の
最大量は 0.2 mm と設定，連続した予測模型の
データを出力する。予測模型のデータを 3D プ
リンタにて出力しステージごとの予測模型を

作製。Pet-G などのシートを使い，加圧型熱
成形器にてステージごとのアライナーを作製
する。

④ 治療開始：アライナーは 1 日 20 時間使用，10
日ごとの交換を行うよう指導した。

【結果】
　治療期間 9 カ月，アライナー上顎 16 枚，下顎
16 枚，再作製 1 回で動的治療を終了。上下顎前
歯部の叢生は歯列拡大と前歯部の配列により解消
した。

【考察】
　本症例においてはアライナーにて設計通りに歯
牙の移動を達成できたが，他の患児ではアライ
ナーの取り扱いによるトラブルも見られた。不適
切な使用によるアライナーの破損，予定外の臼歯
の圧下による咬合高径の変化，アライナーの歯肉
への食い込みによる口内炎の惹起，保定について
など課題も見つかった。今後は使用方法や適合の
確認や使用時間の記録，モチベーションの維持な
ど，様々な対応をしていく必要があるだろう。
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アライナー型矯正装置の使用患児に対するエアーアブレージョンの活用について
About the inflection of the air abrasion for the child 

who uses an aliner type correction device

〇森岡加奈＊，金尾彩納＊，田上めぐみ＊＊，金尾　晃＊, ＊＊＊

Kana Morioka＊, Ayana Kanao＊, Megumi Tagami＊＊, Akira Kanao＊, ＊＊＊

（＊かなお矯正・小児歯科クリニック（岡山市），＊＊株式会社 Himmel，
＊＊＊日大・松戸歯・矯正歯科）

＊Kanao Orthodontic and Pediatric Office, ＊＊Himmel CO., LTD., ＊＊＊Department of Orthodontics, Nihon 
University School of Dentistry at Matsudo

【目的】
　混合歯列期における矯正治療法は多種多様であ
るが，使用する矯正装置のカリエスリスクについ
ても考慮しなければならない。特にアライナー型
矯正装置（以下，アライナー）は他の可撤式矯正
装置であるプレート型矯正装置やモノブロックタ
イプの可撤式矯正装置に比べ，唾液の交通を阻害
し，結果的にカリエスリスクが上がるのではない
かと考えた。実際にアライナーで治療している患
児の口腔内では，特定部位におけるプラークの付
着やアライナー自体の汚れが多いように感じた。
そこで今回は，アライナー使用の有無とカリエス
リスクの関係について調べたため，報告する。

【方法および対象】
　7 歳から 10 歳までの男女，アライナー治療患
児（A 群）5 名と対照群（B 群）5 名の計 10 名に
ついて，PCR および CAT 値を記録するとともに，
PCR の部位別の割合を算出し，比較，検討を行っ
た。

【結果】
　A 群，B 群共に，隣接面および歯頚部にプラー
クの付着が多く認められ，叢生量の多い部位は顕
著であった。2 色染タイプの歯垢染色剤を使用す
ると，A 群は B 群に比べ上記部位のプラークは
濃染する傾向にあったが，咬合面および平滑面に
おけるプラークの付着は両群ともに少なかった。
PCR および CAT 値では大きな差は認めなかっ
た。

【考察】
　A 群と B 群はいずれも隣接面および歯頚部に
プラークの付着傾向が見られた。同部位はブラッ
シングの困難な部位でもあり，患児の技量による

ところが大きいと考えられる。A 群において濃
染した原因として，歯頚部はアライナーの辺縁に
あたり，アライナー装着により唾液の交通が阻害
され，自浄作用が低下したと推測される。これに
はアライナー洗浄の徹底や TBI，フッ化物の使用，
予防填塞に加え，診察ごとの徹底したバイオフィ
ルムの除去などの対策が重要となる。当院では，
主に成人患者へ使用されるエアーアブレージョン

（EMS 社：エアフロー，プラスパウダー）を用い
バイオフィルムの除去を行った。エアーアブレー
ジョンを行うことで，PMTC よりも短時間で同
等以上のバイオフィルムの除去を行うことがで
き，食事指導や TBI，MFT の時間も確保できた。
とくにバイオフィルムの除去においては診療毎に
容易になっていると感じた。これは PCR や CAT
値に大きな変化はないものの，歯面へのプラーク
の付着能の低下からバイオフィルムの成熟阻害に
つながっている可能性がある。
　唾液の交通阻害による自浄作用の低下，カリエ
スリスク上昇の可能性，そのマネジメントも踏ま
えたうえで，アライナーを治療法として選択する
ことが重要であると考えられる。

P-70
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3 歳児の前歯交叉咬合を切歯斜面板で改善した 1 例
A case of anterior scissor bite correction in 3-years old children using an inclined plane

○松村誠士，重見恭博
Seishi Matsumura, Takahiro Shigemi 

（アリスデンタルクリニック・姫路市）
Aris Dental Clinic
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【目的】
　乳歯列完成期の前歯の交叉咬合は上顎の前方へ
の発育を抑制するとともに，臼歯部の側方運動が
制限させる。また，後継永久歯の配列と咀嚼の運
動に悪影響を与えると思われる。今回，保護者と
の信頼関係を得たうえで短期間で 3 歳児の前歯の
交叉咬合の改善を行った。（この発表に同意を得
た。）

【症例】
　患者　3 歳 0 か月　男児
　主訴　齲蝕の予防管理
　診断　齲蝕はなく咬合時，上顎前歯に交叉咬合
を認めた。3 兄弟の 3 番目で年長 2 人は正常な被
蓋関係で母親も骨格性の反対咬合はない。構成咬
合をとると切端咬合である。歯性の不正咬合と思
われた。下顎を前方に突き出し，審美的にも良く
ないので早期に改善することにした。

【治療経過】
　口腔内を触ることをいやがるためマネージメン
ト改善を行うべくトレーニング期間を置いた。
　3 歳 2 か月　印象して診断用模型とする。
　3 歳 3 か月　切歯斜面板を模型上で即時重合レ
ジンを用いて作製した。就寝前に母親に装着して
もらい朝に取り外すよう指導した。しかし患者が
装着を嫌がり長時間入れさせなかったのでしばら
く中止する。
　3 歳 4 か月　切歯斜面板を 1 週間 HY-BOND 
グラスアイオノマーセメント（松風）で接着する
ことを母親に了解してもらう。

【結果】
　切歯斜面板の接着後 1 週間で取り外すと臼歯咬
合時，前歯はわずか被蓋が改善した。その後，斜
面板を使用することなく 3 週間で前歯部被蓋が改
善した（図 1，図 2）。母親によると，患児は装置
の接着期間中，食事を上顎前歯で食べていたとの

ことである。臼歯部咬合は今後徐々に安定してく
ると思われる。

〈図 1〉治療前と 3 週間後

〈図 2〉切歯斜面板
【考察】
　乳歯列完成期（ⅡA 期）は咬合が安定する時
期であるがⅠC 期の乳幼児の姿勢が乳歯列の下顎
位，不正咬合に大きな影響を与え，この悪習癖を
早期に取り除くことで咬合が改善するという報告
がある 1）。また前歯反対咬合は永久前歯交換期に
自然に治癒するという意見もある 2）。本症例は遺
伝的要素はなく，ⅠC 期に何らかの悪習癖が咬合
に異常をもたらしたと考えた。下顎がまだ自由に
動くと思われる早期に，短期間，切歯斜面板をセ
メント接着して効果を得た。

【文献】
 1） 中原弘美，平場宣子 , 鎌倉尚文，他：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，小児歯誌，57（2）：265， 
2019（抄）．

 2） 坂井正彦：咬合誘導―いつ，なにを，なぜす
るか―11．切歯部の不正咬合の処置を考える，
小児歯科臨床，8：89-94，2003.



18358thJSPD

58th Annual Conference of the Japanese Society of Pediatric Dentistry

第 58 回日本小児歯科学会大会 

吸指癖に起因する前歯部開咬を認めた自閉症スペクトラム症児に
矯正治療を行った 1 例

A case of orthodontic treatment for a patient with history of ADS and open bite

○森山敬太，青木紗衣佳，紀田晃生，水島秀元，加藤那奈＊，後藤恵理奈＊，正村正仁，大須賀直人
Keita Moriyama, Saeka Aoki, Akio Kida, Hidemoto Mizusima, Nana Kato＊, Erina Goto＊, 

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】
　口腔習癖には吸指癖，咬爪癖，舌突出癖などさ
まざまなものがあり歯列に影響を与えている。胎
児でも拇指を口に入れているような様子がみられ
ており，生理的な行動とも考えられている。吸引
する指は拇指が最も多く，上顎前突や開咬の原因
となることが多い。吸指癖は 2 歳あるいは 3 歳で
中止すると，上顎前突や開咬は減少するため，吸
指癖を 3 歳ころまでに中止できれば咬合への影響
は少ないと考えられる。対応法は，本人によく言
い聞かせて，納得させたうえで辛抱強く治してい
かなければならない 1）。我々は自閉症スペクトラ
ム症児における吸指癖に起因する開咬症の矯正治
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 12 歳 3 か月，男児
　主　訴：指しゃぶりが続いている
　既往歴：自閉症スペクトラム症（ASD）のた
め信濃医療福祉センターにて加療中とのこと。小
学校は特別支援学級に通学中。
　現病歴：吸指癖は幼児期から認められており，
近院にて機能的矯正装置にて加療を試みるも，装
置を咬んで壊してしまい使用できなかったため当
科を紹介され受診となった。
　顔貌所見：ほぼ左右対称
　側貌：コンベックスタイプ
　口腔内所見：前歯部開咬
　模型所見：大臼歯関係；angle ClassⅠ，Over-
jet；＋5.0 mm，Overbite；－3.0 mm，上顎歯列
弓形態は小臼歯部で狭窄し鞍状型，下顎前歯部叢
生，A.L.D.；上顎が－2.0 mm，下顎が－1.5 mm。
　頭部 X 線規格写真所見：骨格系：側貌）前後
的には SNA（77.0），SNB（74.0），と上下顎骨と
も に 小 さ い 値 を 示 し ANB（＋3.0），skeletal 

Class Ⅰである。垂直的には NF to FH（0）と平
均より小さい値を示し上顎骨の反時計方向の回転
が認められる。正貌）顔面正中に対してオトガイ
棘が 1.5 mm 左側偏位している。歯系：U1 to FH

（112.0）であり上顎前歯歯軸は標準的な値を示し
たが，L1 to Mand（90.0），FMIA（62.5）であり
下顎前歯歯軸は舌側傾斜してる。顔面正中に対し
ては上顎歯列正中は 1.0 mm 右側偏位，下顎歯列
正 中 は 1.0 mm 左 側 偏 位 し て い た， 軟 組 織：
E-line に 対 し， 上 唇 は＋3.5 mm， 下 唇 は＋1.0 
mm を示した。
　診　断：自閉症スペクトラム症を伴う吸指癖に
起因する前歯部開咬症例
　治療方針：吸指癖に起因する前歯部開咬の改善
を行うため，初めに悪習癖の改善を行った。
ASD であり可徹式装置を使用できなかった既往
があるため，吸指癖改善のため上顎に固定式のタ
ングクリブを装着するとともに，行動療法も平行
して行った。悪習癖改善後クワドヘリックスにて
上顎骨狭窄歯列の側方拡大を行い，マルチブラ
ケット装置にて上下顎歯列を再配列することとし
た。

【考察】
　本症例は ASD 患児における吸指癖に起因する
前歯部開咬症例であった。タングクリブを使用す
る目的や吸指癖除去のため方法を辛抱強く繰り返
すことにより，患児との信頼関係を構築すること
ができ，吸指癖を完全に除去することができた。
信頼関係の構築は，その後の顎間ゴムや保定装置
の使用にも大きく反映された。発達に障害を持つ
患児の矯正治療は困難が多いが，術者が矯正治療
の適応を見極めることが重要と考えられる。 

【文献】
 1） 朝田芳信，他：小児の口腔科学第 5 版，学建

書院，東京：p301，2019．
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成長期に於ける下顎後方回転の修正ポイント―異なるアプローチの 2 例から―
Treatment points in the case of mandibular backward rotation during growth period

-From two cases of different approaches-

○村田起一，村田格一
Kiichi Murata, Kakuichi Murata

（医療法人 村田小児歯科）
Med. Corp. Murata Pediatric Dental Clinic.
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【目的】
　近年，成長期の矯正治療の目標が，上下歯列形
態修正と上下位置関係のみに置かれ，顎顔面頭蓋
の成長と変化が考慮されていない治療が散見され
る。現在本院では，成長期矯正治療の治療目標を

“正常な下顎位の獲得”としている。ここでは混
合歯列期の 2 症例から，正常な下顎位を獲得する
為に考慮すべきポイントを検証する。

【対象と方法】
　混合歯列期で下顎後方回転を示した 2 症例に対
し，異なるアプローチで修正を試みた。症例 1 は
筋機能療法中心 1），症例 2 は上下一体型機能的装
置（ビムラー）を利用した。各症例の顎顔面頭蓋
の変化を高田式プロフィログラム 1）を用い分析
した。高田式プロフィログラム（以下プロフィロ）
は，浅井 2），大西 3）が報告した，“全身所見に異
常が無く，前歯部被蓋関係に著しい不正を認めな
い者の頭部 X 線規格側貌写真計測平均値” を元
に作成されている。プロフィロ分析により各年齢
間の顎顔面頭蓋変化・部位毎の縦断的変化・正常
咬合者との比較，が可能である。下顎位の診断は
∠ GZN を計測し，下顎骨の回転として判断した。
尚，本発表に際し保護者からは同意を得ている。

【結果】
　症例 1 では下顎後方回転が修正されたが，症例
2 では逆に悪化した。
　1）症例 1, 2 共に前脳頭蓋底（S-N），並びに上
顎骨の前方成長（Ptm’-ANS）が確認された。そ
の一方で，2）症例 1 では咬合平面が前上方回転
したのに対し，症例 2 では変化が無かった。3）
症例 1 では上顎歯列の前・側方への拡大により，
上顎前歯の内方傾斜が改善しアンロックしたのに
対し，症例 2 ではビムラーの結果，上顎前歯が内
方傾斜した。

〈Changes on profilogram of each case〉
【考察】
　両者のプロフィロ上の違いは，咬合平面と上顎
前歯の傾斜度であるが，加えて筋機能改善の有無
が違いとして存在する 4）と考えられる。

【結論】
　成長期の下顎後方回転修正の際，形態的に考慮
すべき点は，1）上顎骨前方成長，2）咬合平面前
下方傾斜を前上方回転させる 3）上顎前歯内方傾
斜は修正する事である。が，加えて顎顔面頭蓋全
体の診断，筋機能を含めた治療方針が必要である。
又，上下顎一体型の機能装置は特性を理解し，適
切な診断の元で，症例を選択する重要性が示唆さ
れた。

【文献】
 1） 高田泰著：症例から学ぶ初めての咬合育成，

クインテッセンス出版
 2） 浅井保彦著：日本人顎・顔面頭蓋の成長，日

矯歯誌 32：1973．
 3） 大西肇著 ：童期における上下顎歯槽基底部

と中切歯傾斜度との関係，日矯歯誌 28：
1969．

 4） Tylman S.D. 他著：ティルマン クラウンブ
リッジ第 7 版，医歯薬出版，1982．

※本症例発表に関連して申告すべき COI は無い
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下顎第一大臼歯萌出障害と対合歯の挺出に対し最小侵襲で対応した 1 例
A case of eruption disturbed lower first molar and extrusion of the opposite molar treated with 

minimal intervention

○一瀬智生
Toshio Ichinose 

（いちのせ小児歯科（広島市））
Ichinose Pediatric Dental Clinic

【緒言】
　萌出障害の対応は時間軸との勝負である一方，
オーバートリートメントは厳禁である。対処困難
となる前段階での早期萌出誘導が推奨されるが，
できる限り患者の負担を軽減し最大効果が得られ
る対応が望ましい。今回，右側下顎第一大臼歯が
埋伏し対合歯の挺出が生じた患者に対し，埋伏歯
の開窓と口腔機能の積極的付与により短期間で良
好な経過が得られた症例を発表する。発表等につ
いて，書面をもって患者の同意を得ている。

【症例】
　初診時年齢：8 歳 3 か月 男児　
　主訴：右側下顎第一大臼歯の萌出障害。全身的
既往に特記事項はない。
　現病歴：3 歳頃から近医を定期的に受診し，1
か月前に右側下顎第一大臼歯萌出障害のため大学
病院紹介受診。次いで大学病院から当院紹介受診。
　現症：右側下顎第一大臼歯が未萌出で，対合す
る右側上顎第一大臼歯に挺出が生じていた。右側
下顎第一大臼歯相当部歯肉は若干の膨隆とその中
央に陥凹が認められ，対合歯が接触する部位に圧
痕が生じクリアランスが消失していた。
　画像所見：右側下顎第一大臼歯は顎骨内萌出に
至っており Nolla 石灰化段階 8 度であった。また，
隣接する右側下顎第二小臼歯は正常より遠心舌側
高位に位置していた。第一大臼歯の 4 歯は，いず
れもタウロドント傾向を呈していた（図 1）。

【処置】
　紹介元からは，対合歯の固定あるいは圧下と埋
伏歯の牽引が第一選択とされ当医院を受診された
が，開窓し創傷が治癒した時点から，積極的に同
部に咀嚼圧を付与した。ガムを 1 日朝・夕最低 2
回 10 分程度咀嚼させた。齲蝕多発傾向者である
ことからフッ化物含有のガムを用いた。

〈図 1〉パノラマエックス線写真（初診時）
【結果】
　開窓と咀嚼機能の付与で効果がない場合は，対
合歯の圧下と埋伏歯の牽引を考慮したが，術後 1
か月で効果を認め，4 か月で目的を達し次のス
テップに進むことができた。開窓時に採取した組
織切片には多数の歯原上皮小塊が含まれ，肥厚し
た退縮エナメル上皮が残存することから，診断名
は Thikened dental follicle とした。

【考察】
　一般的に，挺出した大臼歯の圧下は困難とされ
るが，初期段階であれば，開窓後に積極的に口腔
機能を付与することが，挺出歯の圧下と埋伏歯の
萌出誘導に有効であることが示唆された。本症例
では，歯根が未完成であることから萌出に余力が
あると考え，萌出障害の原因を除去することによ
り，埋伏歯を牽引せず自力での萌出を期待した。
埋伏歯の萌出力の弱さと周囲軟組織の状態によ
り，右側下顎第一大臼歯および第二小臼歯の異常
が生じたものと推測された。口腔機能を付与する
方法には，適切な咀嚼圧が 10 分程度持続され，
齲蝕好発部の予防にも作用するガムを用いること
が効果的であると考えた。萌出障害に対し根拠あ
る診断により，不要な処置や大がかりな装置を回
避するのみならず，自然治癒力を引き出す最小限
の介入により，最大効果が得られる対応を模索す
るべきと考える。
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下顎前歯部叢生がリンガルアーチのみで改善された症例の
パノラマエックス線写真による 3D 解析

A case study about 3D analysis on the panoramic X-ray photographs of mandibular incisor  
crowding proved by passive lingual arch

〇木舩敏郎，成瀬敏彦＊，山座義治＊＊，福本　敏＊＊

Toshiro Kifune, Toshihiko Naruse＊, Haruyoshi Yamaza＊＊, Fukumoto Satosi＊＊

（きふね小児歯科（大分市），＊成瀬小児歯科（諫早市），＊＊九大小児歯）
Kifune Pediatric Dental Office, ＊Naruse Pediatric Dental Office, ＊＊ Kyushu-u. Ped. Dent.
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【目的】
　2 2 萌出時に C の脱落で正中が右側偏位し 3 3
の萌出余地がない症例を，パッシッブリンガル
アーチ（PLar）と乳歯抜歯で改善した症例を経
験した。トモシンセシスパノラマエックス線写真
(TPX) の 3D 座標から歯列変化を解析した。

【対象と方法】
　患児（女性）4 歳～11 歳までの 8 枚の TPX を
用いた。①．4 4 の近心辺縁隆線と 2 2 の切縁中
央を原点とした 3D 座標から作成した 4 組の矢状
面像 1）。②．TPX 上で 6 6 前方の歯列周長，歯
列幅径（3 3 間，E E 間）の 3D 計測。③．TPX
正面像，側面像から A～E A～E と 1～5 1～5 の
歯軸と下顎下縁平面のなす角度を検索した。

【結果】
　1．得られた矢状面像の一例（図 1）。2．歯列
周長と歯列幅径の経年変化（図 2）。3．歯軸と下
顎下縁平面角度の経年変化の一例（図 3）。

【考察】
　歯列周長は４歳から徐々に減少し，2 2 萌出時
に歯列周長は急激に増大した。永久前歯の唇側傾
斜と乳犬歯の幅径増加の影響が大きい。C 脱落
後，前歯部は右側と舌側に傾斜し歯列周長を減少
させた。PLar と C，D の抜歯により 123 123 が
左方へ移動した。3 3 萌出で前歯部は唇側傾斜し，
D 抜歯により 234 は遠心頬側へ向かい歯列周長
を増加させた。E 抜歯と 5 萌出により E スペー
スへ 4 が遠心移動した。犬歯間幅径増加，前歯
部の唇側傾斜と遠心移動により最終的に下顎前歯
の叢生が改善したことが示唆された。

〈図 1〉9 歳の TPX 正面像（下）と矢状面像（上）

〈図 2〉歯列周長と歯列幅径の経年変化

〈図 3〉歯軸と下顎下縁平面角度変化（側面像右側）
【文献】

1） 木舩敏郎，成瀬敏彦，他：順性から逆性に萌
出方向を変えた上顎正中伏過剰歯の３次元的
考 察， 小 児 歯 科 第 37 回 九 州 地 方 会 発 表 
2019．
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同一症例を用いたリーウェイスペースに関する再考察
Reconsideration of leeway space calculated using models of the same patients 

at different growth stages

○今井裕樹，牧口哲英＊，新谷誠康
Hiroki Imai, Tetsuhide Makiguchi＊, Seikou Shintani

（東歯大・小児歯，＊医療法人社団キャビネ・ラピヌー（浦安市））
Tokyo Dental Coll. Dept. Pediatric Dent., ＊Cabinet LAPINOU（Urayasu city）

【目的】
　小野が 1960 年に発表した論文 1）では，乳歯列
の石膏模型は当時の大学病院に来院した小児から
取得し，永久歯列の石膏模型は同時期の小学校 5，
6 年生から算出しており，ここから得られた側方
歯群の乳歯と永久歯との近遠心幅径の総和の差

（リーウェイスペース）は上顎で約 1 mm，下顎
で約 3 mm とされ，今や定説となっている。
　しかしながら，本来のリーウェイスペースは，
同一症例の乳歯と永久歯の歯冠近遠心幅径を比
し，算出されるべきであると考える。そこで，本
研究の目的は，乳歯列期から永久歯列期に至るま
で累年的に得られた同一症例の歯列石膏模型を用
い，乳歯および永久歯の側方歯歯冠近遠心幅径を
計測し，本来のリーウェイスペースを明らかにす
ることにある。
　なお，本研究は東京歯科大学倫理審査委員会の
承認を得ている（承認番号 965）。

【対象と方法】
　本研究の対象は，本講座所蔵の同一症例から得
た累年石膏模型である。これらの模型は，乳歯列
期から永久歯列期に至るまで同一個体から可及的
に 2 か月間隔で採取されており，そこから正常な
永久歯列咬合となった症例を 64 症例選んだ。そ
れらの症例から，乳犬歯，第一乳臼歯，第二乳臼
歯が計測可能な乳歯列石膏模型および犬歯，第一
小臼歯，第二小臼歯が計測可能な永久歯列石膏模
型を抽出（男児 29 症例，女児 35 症例）し，計測
に用いた。
　計測はそれぞれの歯の最大歯冠近遠心幅径をデ
ジタルノギスを用いて計測（日を異にして 3 回）
し，平均値からリーウェイスペースを算出した。

【結果および考察】
　本研究の結果と小野 1）の値を比較したものを

表 1 に示す。リーウェイスペースは，下顎はほと
んど変わらないが，上顎では約 0.5 mm 以上本研
究の方が大きい。これは，上顎の第二乳臼歯が本
研究の方がかなり大きく，永久歯は 3 歯種とも本
研究の方がやや小さいことに起因すると考えられ
る。研究対象および計測者の違いによるものと考
えられるが，同一個体で計測した本来のリーウェ
イスペースは，従来の上顎約 1 mm，下顎約 3 
mm ではなく，上顎約 1.5 mm，下顎約 3 mm で
あることが示唆された。
　今後は叢生永久歯列となった症例を同様に計測
し，今回の結果と比較検討する予定である。

〈表 1〉各歯の歯冠近遠心幅径とリーウェイスペース

【文献】
 1） 小野博志：乳歯および永久歯の歯冠近遠心幅

径と各歯列内におけるその相関について，口
病誌，27：221-234，1960．
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口すぼめ時の顔面皮膚が 3 次元的に可視化された 9 歳男児の 1 例
―ハンディタイプの 3D 画像撮影装置の活用―

A case of 9-year-old boy who visualized three dimensionally facial skin during lip pursing
―Utilization of handy type 3D image capturing device―

○橋口大輔，佐橋喜志夫＊，鷲野嘉映＊＊，齊藤桂子，森川和政
Daisuke Hashiguchi, Kishio Sabashi＊, Kaei Washino＊＊, Keiko Saito, Kazumasa Morikawa

（岩医大・歯・小児障害歯，＊さばし矯正小児歯科（岐阜県可児市），＊＊聖徳学園大学看護学部看護科）
Division of Pediatric Dentistry and Special Care Dentistry, Department of Developmental Oral Health 
Science, School of Dentistry, Iwate Medical University, ＊Orthodontics and Pedodontics Sabashi, ＊＊Gifu 

Shotoku Gakuen University Faculty of Nursing, Department of Nursing
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【目的】
　口唇運動に関わる口裂周囲の筋群などは，軟組
織に終始し筋の形や構成が複雑で他筋との錯綜も
多くサイズが小さいために，これらの運動や筋活
動を記録することは困難である 1）。口裂周囲の筋
群などは骨や筋肉から起こり顔面皮膚に繋がる皮
筋であることから，口唇運動時の顔面皮膚を調べ
ることで口裂周囲の筋群などの活動が記録できる
可能性がある。そこで，顔面の 3D 画像を用いて
口すぼめ時の顔面皮膚を解析し皮筋の活動を調べ
た。なお，本症例発表は本人および保護者の同意
を得て行った。

【対象と方法】
　被検者は歯科的疾患を認めない 9 歳 0 か月の男
児であった。顔面の 3D 画像の撮影と解析はハン
ディタイプの 3D 画像撮影装置 VECTRA H1 と
VECTRA Software（Canfield Scientific, Inc. Par-
sippany, NJ, USA）2）を用いた。被検者を足底接地，
両手膝上，正面正視の座位で安静時と口すぼめ時
のそれぞれの顔面を正面とやや下方向からの左側
45 度，右側 45 度の 3 方向を連続して撮影した。
シャッタースピードは 1/125 秒で撮影の所用時間
は 1 分以内であった。撮影された 3 枚の画像から
それぞれの 3D 画像を合成した。安静時と口すぼ
め時の 3D 画像を重ね合わせた差を体積および輪
郭のカラーマップで表示するボリューム解析とベ
クトルで表示するベクター解析を行った。

【結果】
　安静時と口すぼめ時の 3D 画像を重ね合わせた
差は，ボリューム解析により下赤唇が最突出 5.34 
mm の赤唇の突出と体積 3.55 cc 増加，オトガイ

部が最陥凹 1.57 mm の頬，オトガイ部の陥凹と
体積 3.82 cc 減少で示された。ベクター解析によ
り左右口角部から鼻下部とオトガイ部を指す下赤
唇部で最も大きい 4 方向の劣弧で示された。

【考察】
　安静時と口すぼめ時の 3D 画像の重ね合わせた
差が赤唇部の突出と体積の増加と頬，オトガイ部
の陥凹と体積の減少および左右口角部から鼻下部
とオトガイ部を指す下赤唇部で最も大きい 4 方向
の劣弧で示されたことから口すぼめ時の顔面皮膚
が 3 次元的に可視化できたと考える。これは皮筋
である口裂周囲の筋群などの活動を示していたと
推察する。
　本装置はハンディタイプで被検者の姿勢を問わ
ず非侵襲的に撮影できることで歯科臨床に高い汎
用性が期待できる。同時に，本システムは顔面皮
膚の動きから皮筋の活動を評価することで口腔機
能発達不全症，口腔機能低下症などの診断および
治療の評価にきわめて有用であると考える。今後
は，さまざまな口唇運動時およびこれらと歯列お
よび咬合との関連性について検討する予定であ
る。

【文献】
 1） 森本俊文，増田裕次：口唇・頬・顔面運動，

第 6 版基礎歯科生理学，医歯薬出版株式会社，
324-327，2016.

 2） Tzou CH, Artner NM, Pona I, Hold A, 
Placheta E, Kropatsch WG, Frey M.：Com-
parison of three-dimensional surface-imag-
ing systems, J Plast Reconstr Aesthet Surg., 
2014,（4）：489-97.
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小児歯科領域における光学スキャナの有用性と
デジタル RPE の作製および臨床応用

The usefulness of the optical scanner for the mixed dentition and how to make the Digital RPE, 
and application to clinical practice

〇白髪寛子＊，高木淳史＊，森岡加奈＊，金尾　晃＊, ＊＊

Hiroko Shiraga＊, Atsushi Takagi＊, Kana Morioka＊, Akira Kanao＊, ＊＊

（＊かなお矯正・小児歯科クリニック，＊＊日大・松戸歯・矯正歯科）
＊Kanao Orthodontic and Pediatric Office, ＊＊Department of Orthodontics, Nihon University School of 

Dentistry at Matsudo

【目的】
　不正咬合を有する子どもでは，口腔機能の異常
に加え，少ない開口量，嘔吐反射を伴うことがあ
り，印象採得することが困難な場合がある。当院
では，そのような子どもに対し口腔内で光学ス
キャンを行う Intra Oral Scanner（以下 IOS と記
す）を代替方法として利用した結果，印象時の負
担軽減だけではなく，矯正装置の作製まで想像し
ていた以上に幅広く活用できることがわかった。
そのデジタルワークフローを報告するとともに，
小児歯科領域における IOS の成果や今後の課題
について報告する。

【方法および対象】
　患児は 6 歳の女児。Hellman の Dental age Ⅱ
C 期，上下顎前歯部の叢生を主訴として来院した。
印象用トレーを口腔内に入れるだけでも強く嘔吐
反射を認めたため IOS にて光学印象を行い，使
用する装置もすべてデジタルデータを活用して作
製することとした。
　以下に，光学印象採得から装置の作製，装着ま
での流れを示す。
　①光学印象採得：IOS は，Trios3（3shape 社）
を使用し光学印象採得を行った。データ形式は
STL にて保存，そのデータを使用し Ortho Ana-
lyzer（3shape 社）や Ortho CAD（iTero 社）を
用いて平行模型の台付けを PC 上で行い STL 保
存をする。
　② 3D モデルの作製：上記 STL を 3D プリンタ
にて出力し，模型を作製する。
　③診断，治療方針の立案：顔貌写真，口腔内写
真，頭部エックス線規格写真，パノラマエックス
線写真，必要があれば CBCT，平行模型から，分

析および治療計画立案を行う。
　④上顎急速拡大装置（RPE）の作製：レーザー
シンタリング（金属用 3D プリンタ）にてバンド
とアーム部をコバルトクロムにて出力，RPE を
作製し歯列拡大を行った。上下顎の前歯部の配列
にはアライナー型矯正装置を用いた。

【結果および考察】
　矯正治療期間 11 カ月，模型分析を行うと上下
顎歯列の叢生は改善し，予測していた治療計画通
りのスムーズな治療を達成することができた。
CAD にて設計された RPE の適合は良好であっ
た。また，RPE とアライナーの併用は他のアラ
イナー治療を行っている患児らと比較しても適合
性は劣ることなく使用が可能であった。保護者か
らは，予想していたよりも楽に矯正治療を受ける
ことができた，との感想を得られた。
　本症例において，IOS の使用で嘔吐反射を誘発
することはなかった。IOS を利用した他の患児に
おいてもスキャン時に明らかな嘔吐反射を示すよ
うな者はおらず，IOS を用いることで小児の“印
象材に対する負担”を取り除くことができている
と推察できる。術者の技量を高いレベルで統一す
る必要はあるだろうが，患児にとっても術者に
とっても安全かつ簡便に使用でき，IOS は小児領
域で十分に応用できることが分かった。IOS を活
用することで，自由な装置の設計と，よりオーダー
メイドに近い矯正治療を行うことも可能となる。
最低限の CAD などのデジタルに関する知識が必
要になるが，今後症例を重ねることで，IOS の有
用性は高まっていくだろう。
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デジタル機器を小児矯正治療へ活用するコツ
How to use digital device for mixed dentition

〇金尾　晃＊, ＊＊，髙木淳史＊，白髪寛子＊，松下友香＊，豊久聖奈＊

Akira Kanao＊, ＊＊, Atsushi Takagi＊, Hiroko Shiraga＊, Yuka Matsushita＊, Seina Toyohisa＊

（＊かなお矯正・小児歯科クリニック，＊＊日本大学松戸歯学部　矯正歯科）
＊Kanao Orthodontic and Pediatric Office, ＊＊Department of Orthodontics, Nihon University School of 

Dentistry at Matsudo
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【目的】
　近年では口腔内スキャナ，モデルスキャナ，
3D プリンタ，CAD など産業や工業での開発に利
用されてきた機器やソフトウェアが医療向けに使
用され始めている。当院では，それらのデジタル
機器を利用し矯正治療の診断，治療計画，矯正装
置の設計・作製までを一連の流れとして活用して
いる 1）。また，デジタル化にしたことで見えてき
た二次元と三次元の比較や融合についての一例を
報告する。

【方法および対象】
　①矯正診断のための資料として，顔貌写真，口
腔内写真，スタディモデル，頭部エックス線規格
写真，パノラマエックス線写真，CBCT などの
デジタル資料の保存について
　②治療計画を立案するためにセファロ分析デー
タを三次元データに取り込み，反映させる方法に
ついて
　③治療計画（VTO）を達成させるための矯正
装置の製作について（アライナー型矯正装置，バ
ンドに変わるレーザーシンタリングやレーザー溶
接機の利用について，3D プリンタから製作され
た Twin Block 装置の製作事例）

【結果および考察】
　デジタル化した資料は，全てをパソコン上で閲
覧することができ，診断や治療方針，治療経過を
効率的かつ利便的に使用ができる。全てのデジタ
ル化したデータは，院内データベースに保管する
ことが推奨されるが，注意点として定期的なバッ
クアップやセキュリティ対策，保管ファイル形式，
サーバーや NAS などを利用し管理することが必
要である。治療計画を立案する点では，頭部エッ
クス線規格写真やデジタル模型から治療計画を考
え，その計画を治療方針の確認のために CBCT

を利用することで確定診断できる場合がある。例
えば，上顎犬歯の歯胚位置と側切歯の歯根の位置
関係を二次元で評価する場合には迷うことあるが
CBCT を見れば一目瞭然である。矯正治療計画

（VTO）を矯正治療後のセットアップ模型に反映
させ CAD を利用することにより個歯の最短での
移動量の確認が可能となった。当院では混合歯列
期の矯正治療に，Dr. Rikett’s の考案した Quad 
Helix，Bi Helix，Utility Arch を使用することが
多かったが，混合歯列期の治療においてアライ
ナー型矯正装置を使用することにで，予測結果を
達成させることができた。
　今回の発表内容はデジタル機器を利用すること
により，より良い治療を提供するために発展する
ことが目的であり，最も大事なことは，これらの
スキャナやプリンタが患者にとって利益をもたら
すものでないといけないことである。

【参考文献】
 1） 金尾　晃：小児矯正治療における口腔内ス

キャナー活用のコツ，歯科評論，78（9）：
104-112，2018.
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小児の印象におけるデジタルスキャンの有用性
Usefulness of digital scan in children’s impression

○道田里美，道田満代
Satomi Michida, Mitsuyo Michida

（みちだ矯正小児歯科（松山市））
MICHIDA DENTAL OFFICE

【目的】
　一般的に小児の印象をとる場合，アルジネート
印象が用いられてきた。子供は冷たく口蓋に密着
する印象が苦手であることが多く，嘔吐反射など，
まともに印象採得できないことも多々ある。
　当院は 1 年半前より口腔内スキャナーを取り入
れており，小児の患者，特に矯正の診断資料を採
得する際に，全顎のデジタルスキャナーを用いて
きた。今までのアルジネート印象との違いを感じ
るため，実際の小児患者の感じた体験をまとめて
みようと考えた。

【対象と方法】
　対象は当院に通院しており，矯正治療を行って
いる小児患者 20 人と術者 2 人を対象とした。ア
ルジネート印象とデジタルスキャン印象を両方体
験したことのある小児患者にアンケート形式によ
る情報を採得した。術者側は実際の操作性などを
ヒアリング調査した。

【結果】
　アンケートを始める前は，デジタルスキャナー
は小さくなったといってもヘッドが大きく，小児
の口腔内のように小さな空間では，怖がったり，
痛がったり，不満をいだくことを予想していた。
また，臼歯部などは採取しづらく，術者も時間が
かかると予想していた。しかし，実際は全顎を取
り切れなかった症例はほとんどなく，嘔吐反射が
強い小児でも採取することができた。また，術者
の上達もあるが，アルジネートよりも操作時間が
短くなったと回答している。

〈図〉口腔内スキャナーで撮影した様子
【考察】
　原因はヘッドが大きい分，一回の撮影範囲が大
きく，時間短縮になること。患者本人が撮影を横
目で見ることが可能であり，何をしているかがア
ルジネート印象よりも自覚しやすいことが起因し
ていると考える。
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可撤保隙装置の設計に関する研究
─ワイヤークラスプが咀嚼能力に与える影響を観察した 1 例─

The effect of wire on the chewing function for Removable Space Maintainer

○小樋香織，松村木綿子，小沼佳織，江橋美穂，宮新美智世＊

Kaori Kohi, Yuuko Matsumura, Kaori Konuma, Miho Ebashi, Michiyo Miyashin

（医科歯科大・院・小児歯）
 Department of Pediatric Dentistry/ Dentistry for Persons with Special Needs, Division of Oral 

Restitution, Graduate School, Tokyo Medical and Dental University. 

P-81

【緒言】
　一般的に可撤保隙装置（以下 RSM）の設計に
おいてレストやクラスプは用いないか，最小限と
するよう記載されてきた。その理由として成長発
育を抑制するリスクがあるとされながら，RSM
の脱離や患児が弄ぶのを防ぐため等の理由でクラ
スプが使用される例もある。一方，補綴臨床にお
いて，クラスプは部分床義歯の維持・安定に寄与
し，レストは義歯の沈下や粘膜の圧迫を阻止する
意義を持つとされている。したがって，床型装置
である RSM における設計要件を検証することを
目的として，複数乳臼歯の欠損症例において咀嚼
能力を測定し，設計の異なる 2 つの RSM を設計
して装着した場合における測定結果との比較検討
を行ったので報告する。報告に関して，保護者お
よび患児の同意は得た。

【症例】
患児：男児（初診時年齢：7 歳 5 か月）。
主訴：歯ぐきが腫れたところの治療を受けたい。
現病歴：5 歳からう蝕治療を近医で受け，下顎両
側第二乳臼歯部の歯肉腫脹のため，近医より紹介
され来院。
初診時所見（2019 年 8 月）：下顎両側第二乳臼歯
の慢性根尖性歯周炎，上顎乳臼歯部のう蝕（C2）。
治療経過：下顎乳臼歯の抜歯後，RSM を装着し，
C2 に対する CR 修復を行った。11 月にワイヤー
クラスプを設置した RSM（以下，C-RSM）を作
成して，1 週間装着し，咀嚼に問題ないことを確
認したのちに装着前，後において以下の測定を
行った。
検査方法：①咀嚼能力測定： グルコース含有グ
ミを 20 秒間咀嚼させ，10 ml の水道水を口に含
ませ，メッシュでろ過した溶液を咀嚼能力検査装
置 GLUCO SENSOR GS-Ⅱ（GC 製）を用いて溶
液中のグルコース濃度を測定した。

　②咬合接触分析：ブルーシリコン（ローフロー）
を咬頭嵌合位にて咬合させ，歯接触分析装置 Bite 
Eye BE-Ⅰ（GC 製）を用い接触面積および接触
点数を測定した 1, 2）。

【結果】
　RSM の装着後の咀嚼能力は，非装着時よりも
高く，接触面積および接触点数は多かった。さら
に，咀嚼能率は C-RSM 装着時の方が RSM 装着
時と比べ高かった。また，RSM 装着により歯接
触面積および接触点数は多くなった。接触面積は，
RSM の 方 が 接 触 面 積 は 大 き く， 接 触 点 数 は
C-RSM の方が多かった。

〈図 1〉咀嚼能力検査および接触分析
【考察】
　RSM の装着が接触面積や接触点数が多くなる
ことより咀嚼能力が高くなることが示された。ま
た，C-RSM の接触面積が RSM と比較して小さ
かったことは，クラスプを有さない RSM が
C-RSMに比べ不安定で沈下しやすいことにより，
接触面積が大きくなった推察した。ワイヤークラ
スプは RSM の沈下や回転を防止することで義歯
がより安定し，咀嚼能力や接触点数の向上に有効
であることが示唆されたため，これらを考慮した
設計や利用法を検討する必要性を提案したい。

【文献】
 1） 杉 山 慎 太 郎， 他： 日 咀 嚼 誌，25：59-65，

2015．
 2） 池田善之，他：日咀嚼誌，24：59-66，2015.
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S-PRG 含有ペーストがプラーク付着に及ぼす効果
Effect of S-PRG paste on plaque adhesion

〇長屋梨紗，中嶋恵美子，大島亜希子，片野雅久＊，飯沼光生＊

Risa Nagaya, Emiko Nakashima, Akiko Oshima, Masahisa Katano＊, Mitsuo Iinuma＊

（朝日大学医科歯科医療センター歯科衛生部，＊朝日大・歯・小児歯）
Dept Dental Hygiene, Asahi Univ Medical and Dental Center and Asahi Univ Dept Pediatric Dent  

【目的】
　小児歯科臨床において，初期齲蝕病変であるエ
ナメル質の白斑に遭遇する機会は多く，ブラッシ
ング指導やフッ化物塗布に加えたプロフェッショ
ナルケアが求められている。近年 S. mutans を
用いた in vitro の研究 1）で，バイオフィルム形成
量が S-PRG フィラーの濃度依存的に減少する 2）

ことや，in vivo でも S-PRG フィラー含有ペース
トは，プラーク付着量を減少させる効果があるこ
とが報告されている。そこで本研究は，S-PRG
含有ペーストで歯面研磨を行い一定期間放置後プ
ラーク付着量を O’Leary の PCR により評価し，
他の研磨剤での結果と比較することを目的として
行った。
　なお，本研究は朝日大学研究倫理委員会の承認

（承認番号：31026）を得て行った。
【対象と方法】
　対象は本研究の主旨を説明し，同意の得られた
朝日大学大学院歯学研究科小児歯科学専攻に在籍
する大学院生 5 名と朝日大学医科歯科医療セン
ターに在籍する歯科衛生士 5 名，計 10 名である。
被検歯は上顎前歯部唇側面とし未処置の齲蝕，修
復があるものを対象外とした。研磨剤は，（1）
S-PRG フィラー 5％含有ペースト（PRG プロケ
アジェルⓇ，松風，以下 PRG），（2）ノンフッ素
歯面研磨ペースト（プレサージュⓇ，松風，以下
ノンフッ素），（3）フッ素配合歯面研磨ペースト（メ
ルサージュⓇ，松風，以下フッ素），（4）研磨無
しの 4 群に分け比較検討した。対象部位は歯垢染
色液（メルサージュ PC ペレットⓇ松風）により
染色した。超音波ブラシ（ユリーⓇ，ヨシダ）で
2 分間清掃後に各研磨剤を用いてポリッシングブ
ラシにて 4 分間歯面研磨（回転数 1040 min）した。

対象部位のみ 48 時間口腔清掃を停止させ，歯垢
染色液で染色後 O’Leary の PCR を用い評価した。
各群の間隔は 1 週間とし，研磨剤はランダムに選
択し同様に実施した。統計処理は，分散分析後に
多重比較検定（Scheffe の方法）により行い，有
意水準は 0.05 以下とした。

【結果】
　O’Leary の PCR は，PRG が最も低値を示し，
次いでフッ素，ノンフッ素，研磨無しの順で高く
なった（図）。

〈図〉研磨剤による PCR の結果
【考察および結論】
　PRG に含まれる 6 種類のイオン（Na＋，BO3

3
-，

Al3＋，Sio2
3
－，F－，Sr2＋）のリリースにより，抗

プラーク付着の抑制，酸中和能の亢進，エナメル
質脱灰の抑制などが生じ，PRG 使用でのプラー
ク付着が少なくなったと考えられる。今回の結果
から，PRG によりプラークの付着量の減少が示
唆された。

【文献】
 1） 高島由紀子，他：小児歯誌，56：237，2018.
 2） 小野真理子，他：小児歯誌，54：56，2016.
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治療経過の異なる根尖未完成歯の 3 例
Three cases of immature apex of tooth with different treatment progress 

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

（もりぬし小児歯科医院（鹿児島市））

P-83

【目的】
　小児歯科臨床において，根未完成歯治療に遭遇
する。代表的な症例は，小臼歯の中心結節に関連
する歯髄感染である。しかし，その他，発症状況
と経過が異なる症例も多い。演者らは，先に下顎
歯槽基底相当部下口唇の外傷により，後日，根尖
病巣を発症した，症例を報告している 1）。今回，
一般的な中心結節症例に加え，経過の異なる 2 例
を報告し，最近の治療対応の変化も考察したので
報告する。

【症例の概要】
　症例 1．平成 15 年 10 月生。男子。全身的既往
はない。罹患年齢は 11 歳 5 か月，罹患歯は上顎
右側第二小臼歯。歯痛を主訴に来院。エックス線
検査にて根尖未閉鎖と 2 根管を確認。通報に従い
感根処置を行う。投薬は抗菌剤 3 日と鎮痛剤を 2
回分処方。根治 3 回後，Vitapex Ⓡにて仮根充し
CRF にて仮封し経過観察した。1 年 5 か月後，根
尖閉鎖を確認，Vitapex Ⓡ除去後，ガッタパチャー
ポイントとキャナリスで根充，CRF にて閉鎖。
経過は良好。
　症例 2．平成 18 年 5 月生，女子。罹患年齢は 9
歳 4 か月，罹患歯は上顎左側側切歯。全身的既往
はなし。自発痛を訴え来院。垂直的打診痛あり。
口蓋近心側に切歯結節様膨隆，根尖未閉鎖を確認。
感根処置を行う。4 回の根治後，Vitapex Ⓡにて遠
心部の根管を仮根充し根尖閉鎖を待った。しかし，
5 か月後，再度，疼痛を訴えたため，レントゲン
再検査により，近心に側枝（#10）を確認，感根
治療を行う。抗菌剤と鎮痛剤を処方。根治 3 回後，
近心根のみ，Vitapex Ⓡにて仮根充。1 年 1 か月後，
根尖閉鎖を確認。2 根管ともガッタパーチャーと
キャナリスで根充し CRF で封鎖。経過は良好。
　症例 3．平成 18 年 8 月生，女性。罹患歯は下
顎左側第一小臼歯で軽度な咬合痛の訴えあり。中
心結節よりの歯髄への感染による一部性歯髄炎と
診断し，カルビタール法で低位の生切を行う。抗
菌剤と鎮痛剤を処方。CRF にて窩洞封鎖し症状

なく経過。しかし，根尖閉鎖を待たず矯正で抜歯。 
【考察及び結論】
　根未完成歯に関する報告は多数ある。発生頻度
を裏付けるように，小臼歯が多い。その他，症例
は多様であり関連する 3 症例を報告する。3 症例
共，根尖閉鎖を待ち，水酸化カルシューム法と一
般的な最終的根充により良好な経過を得た。1 例，
極細い側枝の見落としを反省。仮根充材として
Vitapex Ⓡを使用した点は過去の報告に従ってい
る 2, 3, 4）。近年，治療時の封鎖性，あるいは根の未
成熟に対する配慮，そして，ガッタパーチャー＋
シールの根管成熟の弊害など指摘されている。こ
れに対し revascuralization なる根尖孔から歯周
組織の根管内への侵入で起こる創傷治癒で根管の
厚みの増加と根尖閉鎖させる方法が示され，Min-
eral Trioxude aggregate（MTA）による対応も
提示されている。しかし，両方法とも，臨床導入
は未だ性急と考えられ，多様な報告を待ち検討さ
れている 5）。

【文献】
 1） 森主宜延，他：下顎歯槽基底相当部下口唇の

外傷により，後日，右側側切歯に根尖病巣を
発症した 1 症例．小児口腔外科，28：94-，
2018．

 2） 野坂久美子，他：中心結節の破折などによる
障害-臨床所見とその処置-．岩医大歯誌，8：
176-186，1983．

 3） 八重澤貴子，他：中心結節の破折より歯内療
法を施した小臼歯 7 歯の臨床観察．小児歯誌，
33（4）：833-841，1995.

 4） 滝沢　久：膿瘍を有する幼若な上顎第二小臼
歯の根管治療で歯根感性が認められた一症
例．日歯内療誌，26（1）：23－28，2005.

 5） Marc E. Levitan and Van T. Himel：Dens 
Evaginatus：Literature Review, Pathophysi-
ology, and Comprehensive a treatent Regi-
men. JOE, 32（1）：1-9, 2006. 
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「赤ちゃん歯科」外来にて口腔内管理を行った 2 例
The Reports of Two Cases of Oral Care for Babies

○鬼頭佳子，普天間優貴＊，伊藤桃子，鬼頭秀明
Yoshiko Kito, Yuki Hutenma＊, Momoko Ito, Hideaki Kito

（瑞穂小児歯科診療所（名古屋市），＊愛知学院大・小児歯科）
Mizuho Pediatric Dentistry and Aichi Gakuin Univ. Dept. Pediatric

【緒言】
　現在母親達は核家族化，生活環境の多様化，急
激な情報社会の中で，育児を行っている。我々は，
2015 年小児歯科学会にて，「小児歯科における母
乳育児支援」として母親の授乳や卒乳に関する意
識の調査を行い，その結果，各親子の状況に寄り
添ったうえでの口腔内ケアの重要性が示唆され
た。
　さらに昨今，「オーラルフレイル予防」の重要
性が注目されており，乳幼児期における正常な口
腔機能獲得の意義が重要となってきている。育児
に密接に関与する小児歯科医として，口腔機能発
育を含めて口腔育成を行い，将来的な健全な口腔
環境を育むことが重要な役割であると考えられ
る。
　本院では「赤ちゃん歯科」として 1．母親教室，
2．妊産婦歯科健診，3．赤ちゃん教室，4．母乳
歯科，5．離乳食歯科，6．衛生士によるプロフェッ
ショナルケア，といった外来を設けており，出産
前や，低年齢時からの萌出に合わせた口腔衛生指
導，離乳食指導などを行っている。
　今回，この「赤ちゃん歯科」外来にて口腔管理
を行っている 2 症例について報告を行う。
　尚，本報告にあたり保護者の承認を得ている。

【症例 1】
　初診時月齢　1 歳 1 か月の男児。母乳によるむ
し歯を心配し，産婦人科より紹介され本院を受診。
　口腔内　　　　上下顎乳中切歯の萌出
　授乳状況　　　日中 5～6 回，　夜間 2～3 回
　離乳食　　　　一日 3 回の後期食。
1．母乳歯科
　患児，母親ともにカリオスタットにて菌数を計
測。母親の菌数がやや多く，注意を促しキシリトー
ルの摂取をすすめる。
2．上顎第一乳臼歯のシーラント
3．プロフェッショナルケア
　1 か月に一度の衛生士によるクリーニング。

4．離乳食指導　
　舌の前後の動きを認め，離乳食指導を行う。
5．赤ちゃん教室
　普段からお口を開いていることも多く，口腔周
囲を触ること，お口遊びなどの指導を行う。

【症例 2】
　初診時年齢 7 か月の女児。HP を見て興味を持
ち「赤ちゃん教室」を受講。
　口腔内　　　未萌出。原始反射は消失。
　授乳状況　　日中 5～6 回，　夜間 1～2 回
　離乳食　　　1 か月前より開始。中期食。
1．赤ちゃん教室
　母親の口腔衛生状況の重要性，歯の萌出前から
の顔面，口腔周囲や口腔内のマッサージの方法な
どの指導を行う。また，助産師より正しい授乳方
法などの指導を行う。
2．離乳食指導
　1～2 か月に一度の離乳食指導を行う。下顎乳
中切歯の萌出が 10 か月とやや遅く，萌出状況を
考慮しながら指導を行う。11 か月時に卒乳。1 歳
4 か月頃にて第一乳臼歯萌出前の状態であった
が，完了食移行が可能であった。
3．プロフェッショナルケア
　フッ素塗布などの予防処置を行っていく。

【考察】
　今回，「赤ちゃん歯科」外来にて管理した 2 例
の報告を行った。そこで，母親の意識に寄り添っ
た指導が大事であると考えられた。また，乳歯の
萌出時期など個人差があり，月齢だけではなく，
それぞれの発育状況に応じた指導が必要なことが
分かった。さらに，できるだけ早期から母親に対
して口腔育成に関する知識を与えることにより，
口腔機能獲得がスムーズに行えると考えられた。
　今後，産婦人科や保育園などと連携を取り包括
的に口腔育成に寄与する必要性があると思われ
た。

P-84
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小児歯科における定期管理の必要性についての再認識
Re-awareness of the need for periodic management in pediatric dentistry

○劉　中憲，下村優花
Chuken Ryu, Yuka Simomura

（パンダ小児歯科医院・福岡市）
Panda Pediatric dental Clinic

P-85

【目的】
　歯科疾患は，早期発見・早期治療だけでなく，
定期的な管理の中で適切な時期に処置を行うこと
も大切である。近年，齲蝕を主訴とする初診患者
は減少しており，保護者の関心度が高くなったこ
とで，乳幼児の「歯磨き方法」，「歯磨き剤の使用
時期や選び方」など口腔ケアに関する事が主訴で
来院する方が増えている。正しい知識の提供や指
導を行うだけでなく，その後の口腔機能育成にお
いて，「かかりつけ歯科医」における定期管理を
定着させることには，大きな意義がある。
　当院は，初診時から定期健診に特に力を入れて
いる。定期健診中に過剰歯，歯牙腫，移転歯，先
天性欠如歯，上顎第一大臼歯の異所萌出などの症
例を経験したので報告する。

【症例】
【過剰歯】
　症例 1）6 歳の女児。3 歳から当院にて管理。
上顎前歯の動揺を主訴に来院した。
　症例 2）4 歳の男児。詰め物の脱離を主訴に来
院した。

〈症例 1〉　　　　　　　〈症例 2〉　
【歯牙腫】
　症例 1）8 歳の男児。7 歳から当院にて管理。
右上 3 相当部粘膜の痛みを主訴に来院した。
　症例 2）9 歳の男児。3 歳から当院にて管理。
定期健診時に齲蝕のレントゲン撮影で歯牙腫を確
認された。

〈症例 1〉　　　　　  〈症例 2〉　
【移転歯】
　症例 1）9 歳の女児。5 歳時に初診来院。その後，

断続的に通院。齲蝕のレントゲン撮影時に移転歯
を確認。

【上顎第一大臼歯の異所萌出】
　症例 1）2 歳から当院にて管理。定期健診時に
上顎左側第一大臼歯の萌出遅延がきっかけに確
認。

【先天性欠損】
　症例 1）6 歳の女児。3 歳から当院にて管理。
乳歯の動揺を主訴に来院した。

【まとめ】
　健全な口腔機能を果たす永久歯列の育成のため
に，定期管理は，効果的でなくてはならない。そ
の重要性については，保護者はもちろんのこと患
児にも理解してもらう。また，口腔機能発達不全
症の保険適応に伴い，今後，定期管理を通じて乳
歯列期の咬合異常の早期形態改善を含め今後もサ
ポートしていきたい。
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小児の齲蝕と血清グルコース値との関係　―乳歯列期―
Relationship between caries and serum glucose levels in children

―Deciduous dentition―

○奥　猛志，阿多美幸，石倉万里衣，大内山晶子
Takeshi Oku, Miyuki Ata, Marie Ishikura, Shoko Ochiyama

（医療法人　おく小児矯正歯科（鹿児島市））
Oku Pediatric and Orthodontic Dental Clinic 

【緒言】
　歯周病が全身疾患の発症や重症化に関与してい
ることが取りざたされて久しい。特に糖尿病の指
標の一つである血糖値と歯周病とは強く関連する
ことが報告されている。一方，歯科 2 大疾患のも
う一つである齲蝕と全身状況との関係についての
調査報告は少ない。
　当院では全身麻酔下での齲蝕治療を行う際，血
液検査を行い全身状態の把握を行っている。第
37 回日本小児歯科学会九州地方会では，15 歳以
下の小児の全身麻酔患者の血清グルコース値と齲
蝕罹患状況との関係について報告した。今回は乳
歯列期患者に対象を絞って同様の検討を行ったの
で報告する。

【対象と方法】
　対象は，平成 28 年 3 月～令和元年 12 月までに，
当院にて日帰り全身麻酔下での歯科治療を行った
患者のうち乳歯列期の 88 名（男性 61 名，女性
27 名），平均年齢は 3 歳 11 か月（2～6 歳）である。
全身疾患等により薬剤内服を受けている患者は今
回の対象から除外した。患者（保護者）には研究
の同意を得て行った。
＜検定項目＞
1．齲蝕の状況
　齲歯数，d 歯率（未処置齲歯数／萌出歯数＋m
歯数），C3 歯数
2．齲蝕（d 歯率ならびに C3 歯数）と血清グルコー
ス値との関係
① d 歯率と血清グルコース値
　d 歯率が 50％以下の群（21 名，平均年齢 4 歳
6 か月）と 50％を超える群（67 名，平均年齢 3
歳 8 か月）との血清グルコース値を比較した。
② C3 歯数と血清グルコース値

C3 歯数 0 本群（13 名，平均年齢 4 歳 5 か月），
C3 歯数 1～4 本群（31 名，平均年齢 4 歳 1 か月），
C3 歯数 5 本以上群（44 名，平均年齢 3 歳 8 か月）
の 3 群間で血清グルコース値を比較した。有意差
の検定は t 検定を用いた。

【結果】
　平均齲歯数は 13.4 本，平均 d 歯率は 67.6％で
あった。
　d 歯率が 50％以下の群の血清グルコース値は
平均 101.5 であったのに対して，d 歯率が 50％を
超える群の血清グルコース値は平均 110.4 と高値
であったが両群間に有意差は認められなかった。
　一方，C3 歯数 0 本群の血清グルコース値は平
均 92.8 であったのに対して，C3 歯数 1～4 本群
の血清グルコース値は平均 108.0 と有意（p＜0.05：
t 検定）に大きかった。C3 歯数 5 本以上群の血
清グルコース値は平均 112.5 となり，C3 歯数 0
本群と比較してさらに大きな有意差（p＜0.01：t
検定）を認めた。これらの結果から，C3 歯数が
多いほど，血清グルコース値は大きくなる傾向が
認められた。

【考察】
　今回の調査から高 GI，高血糖食品の摂取が齲
蝕の発症や重症化に関与している 1）ばかりでな
く，齲蝕が全身の糖代謝に影響を与えている可能
性も示唆された。今後，齲蝕が歯・口腔の疾患に
留まらないことを周知することで，齲蝕予防のさ
らなる啓発に繋がる可能性が考えられた。

【文献】
 1） 花田信弘監修，武内博朗，野村義明，泉福英

信著：歯科発アクティブライフプロモーショ
ン 21　健康増進からフレイル予防まで，株
式会社デンタルダイヤモンド，東京，2017，
pp-84-89.
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低年齢児における抑制下治療中の脈拍数および
動脈血酸素飽和度の変動

Change in the pulse rates and SpO2 during dental treatment
of the young children under restraint 

〇澤口　萌，大島昇平，八若保孝
Megumi Sawaguchi, Shohei Oshima, Yasutaka Yawaka

（北大・院歯・小児障害）
Dentistry for Children and Disabled Persons, Department of Oral Functional Science, 

Hokkaido University Faculty of Dental Medicine
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【目的】
　歯科治療に対する恐怖から協力が得られない低年
齢児や障害児において，身体抑制下での治療を行っ
た場合，呼吸ならびに循環動態に大きな影響を与える
可能性がある。身体抑制中のバイタルサインのモニタ
リングについては過去にいくつかの報告があるが，幼
少な患児を対象とした報告はない。当科外来における
4 歳未満の患児における身体抑制中の脈拍数とSpO2

のモニタリングの結果をまとめた。
【対象と方法】
　北海道大学病院小児・障害者歯科外来を受診した
4 歳未満の患児のうち抑制下で歯科治療を行い，かつ
処置終了までモニタリングができた 12 名を対象とし
た。健常児の他，全身既往（水腎症，ダウン症（心
疾患あり），染色体異常）のある男児 3 名が含まれて
おり，男児 8 名，女児 4 名，平均年齢 2y3m であった。
また同一の患児で複数回計測した5 名がいるためデー
タ数は 22 症例となっている。処置については，脈拍
数とSpO2 が速やかに回復したことを確認後，終了と
した。
　Radical-7（マシモジャパン，東京）を用い，患児
の脈拍数および SpO2 を測定した。ユニット上でレス
トレイナーまたはバスタオルにて身体抑制後，直ちに
足拇指に測定プローブを装着した。波形の安定をもっ
て測定出来ていることを確認し，処置および測定開始
とした。これ以後処置終了までの間，脈拍数とSpO2

を測定した。本研究は，北海道大学病院自主臨床研
究審査会の承認を得て行った（015-0319）。

【結果】
1．脈拍数
　処置時間中の最高脈拍数（MAX）と最低脈拍数

（min），最高値と最低値の差（Δ）の結果を Table 1
に示す。なお，心疾患を有する患児は除いている。
　また，開始時の脈拍数（/min）は 114～197，終了
時の脈拍数は 96～213 であった。

2．SpO2

　処置時間中の最高 SpO2（MAX）と最低 SpO2（min），
最高値と最低値の差（Δ）の結果を Table 2 に示す。
なお，心疾患を有する患児は除いている。
　また , 開始時の SpO2（％）は 98～100，終了時の
SpO2（％）は 95～100 であった。

【考察】
　最高脈拍数に着目すると，その平均は189.5/min で
あり，比較的高い値を示していた。歯科治療や身体
抑制による恐怖心や啼泣がより高ストレス状態を誘発
し , 頻脈状態を招いたと考えられた。低年齢児の頻脈
については，歯科治療経験が少ないこと，治療への
理解度が低いこと，術者の声かけなどへの理解が不
十分なため , 治療の見通しが持てないことなどが考え
られる。さらに，幼少期の脈拍数は年少ほど頻脈で不
整になりやすいと言われている 1）ことがあげられる。
　また，SpO₂ の変動については，啼泣時には大きな
変動は見られなかった。本研究で SpO₂ の大きな変動
が見られたのは，診療中に患児が寝てしまった場合で
あった。その際にも，刺激を与えて患児が起きれば
SpO₂は回復した。
　小児歯科において，抑制下での治療をやむを得ず
行う事があるが，本研究で示されたように，低年齢児
は循環動態が大きく変動する可能性があるため，常に
モニタリングし，患児の状態を観察することが安全上
求められる。

【文献】
 1） 島村和宏，春山博貴，相澤徳久，八木幹彦，山

内旬美，鈴木康生：抑制下歯科治療中の小児の
脈拍数および動脈血酸素飽和度の変動につい
て，小児歯誌，43（5）；613-618，2005．

〈Table 2〉Change in SpO₂

MAX min Δ
SpO₂(%) 99~100 82~98 2~18

Ave 99.8 92.4 6.8

〈Table 1〉Change in pulse rates
MAX min Δ

Pulse Rates
( /min)

176
~222

86
~189

20
~122

Ave 198.8 113.6 85.2



19958thJSPD

58th Annual Conference of the Japanese Society of Pediatric Dentistry

第 58 回日本小児歯科学会大会 

小児型低ホスファターゼ症患者における酵素補充療法開始後の
歯科的所見および身体的所見の経時的変化

Dental and physical effects of enzyme replacement therapy 
in childhood type hypophosphatasia patient

○佐野祥美＊，今村基尊＊, ＊＊，奥本隆行＊＊＊

Yoshimi Sano＊, Mototaka Imamura＊, ＊＊，Takayuki Okumoto＊＊＊

（＊藤田医科大学・医学部・形成外科　小児歯科・矯正歯科，＊＊浅井小児歯科医院，
＊＊＊藤田医科大学・医学部・形成外科）

＊Fujita Health Univ. Division of Pediatric Dentistry&Orthodontics, ＊＊Asai Dental Office for Children and 
Adolescents＊＊, Department of Plastic Surgery, ＊＊＊Fujita Health Univ. 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。HPP は 6 型に病型
分類されており，発症年齢が低いほど予後不良と
されている。HPP の症状は多岐にわたり，表出
する臨床症状やその程度は個人差が非常に大き
い。しかし，HPP 患者のほぼ全例に乳歯の早期
動揺，脱落がみられることが知られている 1）。今
回われわれは，歯科的症状から小児型 HPP の診
断に至った患者における酵素補充療法開始後の身
体的所見および歯科的所見の経時的変化について
報告する。尚，本発表にあたり，保護者より文書
での同意を得ている。

【患者データ】
　初診時年齢 1 歳 4 か月の女児。重度喘息により
他院入院中に下顎乳前歯の動揺，脱落を認めた。
退院後に当院で精査した結果，ALP 低値，低身長，
歩行障害，嚥下障害等の症状がみられた。遺伝子
検査にて ALPL 遺伝子の 2 か所に変異を認めた
ため，小児型 HPP の確定診断となった。1 歳 6
か月時より Asfotase alfa 補充療法を開始するこ
ととなった。

【結果】
　歯科的所見としては，治療開始前は下顎両側乳
中切歯が脱落している状態であり，摂食障害が生
じていた。第一乳臼歯の萌出を待って，2 歳 9 か
月より小児義歯を装着開始したことで，摂食障害
は改善した。その後は新たな動揺歯および脱落歯
は出現することなく，3 歳 4 か月時には第二乳臼

歯が萌出し，乳歯列完成を迎えることができた。
また身体的所見としては，治療開始前は身長 73.2 
m（－1.9SD），体重 8.2 kg（－1.9SD）であったが，
3 歳 4 か月時には身長 91.0 cm（－1.1SD），体重
12.7 kg（－0.9SD）まで増大した。

〈図 1〉小児義歯装着（2 歳 9 か月時）
【考察・まとめ】
　本症例は HPP に特徴的な乳歯の早期脱落だけ
でなく，全身症状もみられたため，小児型 HPP
と診断された。酵素補充療法開始後は，新たに動
揺および脱落を示す歯はなく，乳歯列完成を迎え
ることができた。また小児義歯を装着することで，
審美性の回復だけでなく，摂食障害も改善するこ
とができた。加えて，低身長および低体重も次第
にキャッチアップしていることがわかった。よっ
て，早期診断・早期治療を行うことにより，身体
的症状の改善だけでなく，乳歯の早期脱落を防止
できることが示唆された。患者は現在も酵素補充
療法を継続しており，今後も長期経過について慎
重に観察を行うべきである。

【文献】
 1） Fraser D：Hypophosphatasia, AM J Med, 

22（5）：730-746, 1957．
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本院小児歯科における低ホスファターゼ症患者に関する実態調査
Survey of hypophosphatasia patients treated at Pediatric Dentistry Clinic of 

Osaka University Dental Hospital

○苅谷里奈，大川玲奈，仲野和彦
Rina Kariya, Rena Okawa, Kazuhiko Nakano

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

【目的】
　 低 ホ ス フ ァ タ ー ゼ 症（Hypophosphatasia：
HPP）は，組織非特異型アルカリホスファターゼ

（ALP）活性が低下することで引き起こされる遺
伝性代謝疾患であり，主症状としては骨の石灰化
障害が認められる。歯科症状としては，セメント
質形成不全に起因する乳歯の早期脱落が認めら
れ，脱落歯には歯根吸収を伴わないことが特徴で
ある。
　HPP は発症時期や症状により，周産期重症型，
周産期良性型，乳児型，小児型，成人型，歯限局
型の 6 型に分類される。一般的に，早期に発症す
るほど症状は重篤であり進行性の疾患であるが，
近年になって酵素補充療法が開発され，重症型の
生命予後は大幅に改善されている。
　HPP 診断基準の 1 つには乳歯の早期脱落が定
められており，HPP はこの歯科症状を機に医科
領域での診断に至る可能性がある疾患である。そ
こで今回，当科を受診している HPP 患児をカル
テ情報から抽出し，その実態をまとめたので報告
する。

【対象と方法】
　対象は，本院小児歯科を受診している HPP 患
児とした。カルテ情報をもとに，病型分類，当科
受診に至ったきっかけ，HPP 診断に至った初発
症状，酵素補充療法の有無，診断時 ALP 値を調
査した。
　本研究は，大阪大学大学院歯学研究科倫理審査
委員会の承認（H29-E15-1）のもとに行った。

【結果】
　HPP 患児は 23 人（男児 10 人，女児 13 人）が
存在し，その病型内訳は，周産期重症型 3 人，周
産期良性型 4 人，乳児型 1 人，小児型 4 人，歯限
局型 11 人であった。
　当科受診に至ったきっかけは，乳歯の早期脱落
からかかりつけ歯科を受診し，当科を紹介された
患児が 9 人であった。このうち，歯限局型は 7 人

であり，紹介の時点で既に全身症状を認めており
小児型に分類されたのは 2 人であった。また，医
科領域にて HPP と診断され，口腔内管理のため
当科を紹介された患児が14人（周産期重症型3人，
周産期良性型 4 人，乳児型 1 人，小児型 2 人，歯
限局型 4 人）であった。
　HPP 診断に至った初発症状は，歯科症状（乳
歯の早期脱落）が 14 人（歯限局型 11 人，小児型
3 人），身体症状（易骨折性，体重増加不良，骨
端線の不整など）が 9 人（周産期重症型 3 人，周
産期良性型 4 人，乳児型 1 人，小児型 1 人）であっ
た。
　酵素補充療法は 8 人（周産期重症型 3 人，周産
期良性型 2 人，乳児型 1 人，小児型 2 人）が受け
ており，このうち乳歯の早期脱落から医科領域で
HPP と診断され，治療が開始された患児が 1 人
存在した。
　診断時 ALP 値は，初発症状が歯科症状の患児
が 239±86 I/U であり，初発症状が身体症状の患
児の 90±108 I/U よりも有意に高かった（Student
の t 検定：P＜0.01）。

【考察】
　本調査より，乳歯の早期脱落といった歯科症状
を機に，歯科領域から医科への紹介を経て HPP
の診断に至った症例が半数以上存在することが明
らかになった。また，初発症状が歯科症状であっ
た患児の中には，全身症状を伴い早期に医科領域
での酵素補充療法が必要となった重症例も存在し
た。さらに，既に成長発育に異常を認めていたに
も関わらず，診断に至っていなかった症例も存在
した。
　HPP は，早期に発見し診断に繋げることで，
小児科医の管理下で成長発達を見届け，必要に応
じて適切な治療を適切な時期に受けることができ
る。そのためには，医科と歯科が連携した早期発
見システムの全国的な構築が必要であると考えら
れる。
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乳歯の早期萌出をみる ADAM17 欠損症の１例
Early eruption of primary teeth in a child with loss of ADAM17
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【緒言】
　ADAM17 欠損症は，アトピー性皮膚炎様の皮
膚病変，易感染性，難治性下痢などの症状が報告
されている常染色体潜性遺伝の疾患である。
ADAM17（A disintegrin and metalloproteinase 
17） は，TACE（Tumor necrosis factor-a-con-
verting enzyme）とも呼ばれ，TNF-a転換酵素
として働く。本遺伝子欠損についての報告はきわ
めて稀で，われわれが渉猟し得た限りでもわずか
に 3 家系のみの報告しかなく，口腔内における影
響についての詳細は不明である。この度われわれ
は，ADAM17 欠損症と診断された患児の口腔内
管理をする機会を得たので，その経過と口腔内所
見について報告をする。
　なお本報告についてはご家族の承諾を得てい
る。

【症例】
　患児：1 歳 8 か月，男児。
　主訴：齲蝕と口腔衛生管理を希望
　現病歴：当科初診の 2 週間前に母親が仕上げみ
がきをしている際に，D 遠心部が茶色くなって
いることに気がついた。齲蝕ではないかと心配し，
かかりつけ当院小児科主治医に相談したところ，
免疫不全症もあるため，当科を紹介された。
　全身的既往歴：ADAM17 欠損症，心室中隔欠損，
ビタミン D 欠乏性くる病，難治性皮膚炎。妊娠
32 週，1144 g で出生し，生後より皮膚が脆弱で，
潮紅，丘疹の出現を伴う表在性細菌感染症および
下 痢 を 繰 り 返 し た。 遺 伝 子 解 析 の 結 果 よ り
ADAM17 遺伝子のアミノ酸置換を伴うミスセン
ス変異が検出された。また，両親の ADAM17 遺
伝子内において，それぞれで変異がみられた。
　身長および体重：67.4 cm，6.72 kg
　口腔内所見：DCBA ABCD DCBA ABCD が
萌出しており，D は半萌出で，齲蝕はなく，遠
心部にプラークが蓄積し，歯肉弁に発赤・腫脹を
認めた。

【臨床診断】
　D 萌出性歯肉炎

【処置および経過】
　患児は免疫不全のため，グロブリン補充を目的
に月１回小児科に入院をしている。それに併せ，
当科にて定期的に口腔内管理を行うこととした。
僅かに口腔内粘膜の発赤は存在するが，出血傾向
は認められない。また，患児の第二乳臼歯は，上
顎は 1 歳 10 か月，下顎は 1 歳 9 か月の時点で萌
出を開始し , 平均萌出月齢の－1 〜－2S.D. に相当
した。

【考察】
　ADAM17 欠損症については，表皮における炎
症に関する報告が存在するが，現在までに口腔内
所見に関する報告はない。歯の早期萌出の原因と
しては，1）早期に歯胚が形成し，その後，歯の
形成が異常な速さで行われる　2）歯胚は正常な
時期に形成し，歯の形成が速やかに行われる　3）
歯胚が顎骨の浅層に位置し，歯根が未形成のうち
に萌出する　の 3 つが示唆されている。TNF-a
は口腔粘膜や顎骨においても発現が報告されてい
るが，歯の萌出についての関連は不明である。歯
の発生は，胎生 6 週頃に神経管周囲に発生した神
経堤細胞に由来する外胚葉性間葉細胞が上下顎突
起の近傍に移動した後，この間葉組織中に口腔粘
膜上皮細胞が分裂・増殖しながら陥入する。
ADAM は神経発生と機能に重要な役割を果たす
こ と も 明 ら か と な っ て き て い る こ と か ら，
ADAM17 の欠失により，神経系の発生時期また
は歯胚を形成する外胚葉性間葉細胞の嵌入時期に
異常が生じ，歯胚の発生時期が早められた可能性
考えられるが，その役割は不明である。
　エックス線写真検査は行っていないため，歯胚
の位置や歯根形成についての評価はできていない
が，引き続き口腔内管理および予防処置を行いな
がら，経過を追う必要があると考えられる。
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SATB2 関連症候群の患者に発生する多発性歯牙腫
Patients with SATB2-associated syndrome exhibiting multiple odontomas

○前田彩子，菊入　崇，八若保孝
Ayako Maeda, Takashi Kikuiri, Yasutaka Yawaka

（北大・院歯・小児障害）
Dentistry for Children and Disabled Persons, Department of Oral Functional Science, 

Hokkaido University Faculty of Dental Medicine

【緒言】
　遺伝子疾患を有する患者に対し，その責任遺伝
子が明らかであれば，診療をより計画的に進める
ことが可能となる。次世代シークエンサーは，従
来型とは全く異なるシークエンシング原理を採用
したことにより，ひと昔前では夢物語と考えられ
ていた個人ゲノム配列の決定を可能とした。我々
は，歯牙腫が多発するという非常に特徴的な所見
を有する患者に対して原因遺伝子を特定するた
め，全ゲノムシーケンス解析を行い，その原因遺
伝子の同定を行なった。

【症例】
　19 歳女性。両親は健常。知的発達障害あり。
歯牙腫の多発と歯の形態異常を認めた。1）

〈Figure1〉Clinical images of patient
【方法と結果】
　患者と両親に対して Illumina 社 HiSeq2500 を
用いたエクソーム解析を行い，SATB2 に新規 de 
novo ナンセンス変異を見出した。1）

　齲蝕に罹患していた第一大臼歯は，歯牙腫と共
に摘出し，組織学的解析を行なった。また，歯髄
組織から歯髄幹細胞を樹立し，解析を行なった

〈Figure2〉Family and validated mutation

〈Figure3〉Histological and stem cell analysis
　組織学的解析では，象牙細管の不規則な湾曲，
連続性の欠如と細管の同士の癒合，さらに歯質内
に細胞で裏打ちされた管状の空洞が認められ
た。1）

【考察】
　SATB2（2p33.1） の 変 異 は，1989 年 に Glass
らが，口蓋裂，大きく突き出た鼻，知的発達障害
などの特長を持つ症候群として報告がなされてい
る。しかし，今回の症例には，臨床的にも希な歯
牙腫の多発と特徴的な歯の形態異常を含むもので
あり，Glass 症候群の表現型としては未報告のも
のであった。SATB2 は，口腔組織発生期におい
て重要な役割を果たし，その変異は口腔内に特異
的な臨床所見を引き起こすことが示唆された。 

【文献】
 1） Kikuiri T, Mishima H et. al. ：Patients with 

SATB2-associated syndrome exhibiting 
multiple odontoma, Am J Med Genet A, 
176：2614-2622, 2018.
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Anderson-Fabry 病患児の歯科治療経験
Dental treatment of patient with Anderson-Fabry Disease

○八百板雅子，長谷賢知，髙森一乗，白川哲夫
Masako Yaoita, Kenchi Hase, Kazunori Takamori, Testuo Shirakawa

（日大・歯・小児歯）
Dept. Pediatric Dent. Nihon Univ. Sch. Dent.
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【緒言】
　Anderson-Fabry 病（以下 Fabry 病）はライ
ソゾーム酵素異常を原因とするライソゾーム病の
一種であり，a-ガラクトシダーゼ A（GLA）の
遺伝子変異により GLA 活性が低下し，その基質
であるグロボトリアオシルセラミド（Gb3）が血
管内皮，自律神経節，汗腺，腎，心筋，角膜など
に蓄積することにより発症する，X 連鎖遺伝形式
を示す代謝異常症である 1）。典型例では学童期よ
り四肢末端痛，発汗障害，被角血管腫で発症し，
加齢後に腎不全，左心肥大，不整脈，脳血管障害
などを発症する。治療法として 2000 年頃より点
滴による酵素補充療法が承認されている。 
　今回我々は，Fabry 病の家族歴を認めた男児の
歯科治療を経験したので，その詳細を過去の症例
検討も含めて報告する。なお，本報告の保護者へ
の同意は口頭ならびに文書にて得ている。

【症例】
　患者は 9 歳 3 か月男児。前歯が生えてこないこ
とを主訴に来院した。

【現病歴】
　7 歳時に某大学病院口腔外科にて埋伏過剰歯の
抜歯の既往を認めた。その後近歯科医院にて定期
管理されていた。

【既往ならびに家族歴】
　患児ならびに患児の母親，祖母も Fabry 病と
診断されている。患児は 5 歳頃より酵素補充療法
を開始し，現在小児科にて定期管理中である。

【処置ならびに経過】
　初診時 Hellman の歯齢は IIIA 期であり，1 が
未萌出であったが，他に口腔内粘膜の異常等は認
められなかった。初診時の口腔内ならびにエック
ス線写真を示す。萌出スペースの喪失が懸念され，
局麻後，通法に従って 1 の被覆粘膜を電気メス
にて開窓し，その後自然萌出が認められた。
　現在，軽度の低位，捻転が認められるが，保護

者も満足していることより経過観察を行ってい
る。

〈図 1〉初診時口腔内写真

〈図 2〉初診時パノラマエックス線写真
【まとめならびに考察】
　Fabry 病と歯科治療に関しては，成人での症例
報告ならびに検討が多く，小児に関する報告は渉
猟されなかった。成人期の 13 例の Fabry 病患者
の歯科的特徴を検討した報告 2）では，口腔粘膜
の毛細血管拡張や被血管角化症が高頻度に認めら
れている。自験例においてはそれらの所見は認め
られず，酵素補充療法の効果も考えられるが，定
期的な観察が必要と思われた。本疾患において不
正咬合に関する指摘 2）もあることより，今後，
咬合発育も含め詳細な症例検討を行う予定であ
る。

【文献】
 1） 小林正久：ファブリー病，週刊医学の歩み，

264：807-813，2018.
 2） Baccaglini, et al：Oral and craniofacial find-

ings in Fabry’s disease：A report of 13 pa-
tients, Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral 
Radiol Endod, 92：415-9, 2001.
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Joubert 症候群の歯科的管理の一例
A case report of dental management of a child with Joubert Syndrome

〇濱田則子，井出正道，朝田芳信
Noriko Hamada, Masamichi Ide, Yoshinobu Asada

（鶴見大・歯・小児歯科）
Tsurumi Univ. Dept. Pediatric Dent.

【緒言】
　Joubert（ジュベール）症候群は 1969 年に初め
て報告され，小脳と脳幹の形態異常（脳画像
MTS：molar tooth sign），知的障害，運動障害，
視覚障害，肝障害，腎障害，新生児期の呼吸障害
などを呈する極めて稀な疾患である。今回，脳形
成異常，知的障害，指（趾）などの臨床症状がみ
られた Joubert 症候群男児の歯科的管理を行い，
若干の知見を得たので報告をする。本発表に関し
て保護者からの同意を得ている。

【症例】
　患児：初診時（2018 年 8 月 31 日）年齢 3 歳 9
か月の男児
　主訴：検診で虫歯が 2 か所あるといわれた
　家族歴：特記事項なし
　既往歴：某大学病院にて在胎 39 週１日，出生
時体重2734 gで出生し，出生後NICUに入院した。
MRI 検査で脳室拡大・脳梁欠損・脳幹低形成・
小脳虫部低形成が認められた。両手足の多指（趾）
症が認められた。
　乳児期に呼吸障害（無呼吸）があり，酸素療法

（CPAP）を行った。その後某医療センターを紹
介され，1 歳 3 か月ころ Joubert 症候群と診断さ
れた。某大学病院形成外科にて指と下腿の形成術
を，某小児総合医療療育センターにて股関節内反
足の手術を受け，現在も作業療法士（OT）より
歩行訓練を受けている。精神遅滞がみられ，
IQ58 である。咀嚼機能に重度の障害はないが，
自宅では理学療法士（PT）と言語療法士（ST）
による摂食指導・言語訓練を受けている。
　現病歴：保育園の歯科検診で齲蝕を指摘された。
口 腔 内 所 見：Hellman の 歯 齢ⅡA 期 で あ り，
DE ，D に初期齲蝕がみられた。上顎の歯列弓
幅径が狭く，左側臼歯部の交叉咬合がみられ，高
口蓋がみられた。

【経過】
　齲蝕は軽度であったため，サホライドⓇ塗布を
行い，歯科の環境に慣れてもらうことを主として
歯科的管理を進めることとした。口腔周囲筋の緊
張が強かったため脱感作療法を行い，家でも行う
ように，また併せてうがいの訓練も指示した。

その後，誤嚥性肺炎を 5 回（2019.4 月に 4 回，5
月に 1 回）生じたため診療時および自宅での口腔
清掃方法 1）を見直し（吸引器，吸引ミニクルリー
ナブラシミニⓇ，ミニモアブラシⓇ使用），咳嗽訓
練も取り入れて行った。口腔衛生状態を良好に維
持するため，定期的に口腔衛生指導を行い。齲蝕
の発生は抑制されている。
　呼吸障害は幼児期になってから消失し，在宅酸
素療法は行っていない。摂食指導は PT から受け
ており，食形態は刻み・トロミをつけているが，
ほぼ常食と同じ内容を摂取できている。栄養士と
連携して食事内容の評価（KT バランスチャート）
を行ったところ，食事内容や栄養に問題はなかっ
た。最近は，絵本に興味を示し，絵本を通じて
ST が言語訓練に取り組んでいる。「パパ，ママ，
ねーね，か，ば，け」などの発音ができるように
なり，「テン」などの 2 音連続音も言えるように
なってきた。今後，他職種との連携をとりながら
口腔内の管理を続けて行く予定である。

【考察】
　Joubert 症候群の歯科領域に関する報告は数少
ない。Goswami ら 1）は，口唇口蓋裂がみられ，
多数歯に重度の齲蝕がみられた 7 歳の男児の症例
を報告している。本症例では，口唇・口蓋裂はみ
られなかったが，高口蓋や臼歯部交叉咬合がみら
れた。Joubert 症候群では上顎骨の発育に問題が
みられる可能性が示唆される。知的障害，呼吸障
害，摂食・嚥下障害を伴うことが通常であり，そ
れらの障害が歯科治療を困難にする可能性があ
る。本症例では知的障害がありコミニュニケー
ションがとりづらいが，3 歳という早期に歯科的
に介入でき，患児が定期的に通院してくれたこと
が，良好な口腔内環境の維持を可能にしたのでは
ないかと考えられた。この様な症例では PT，ST
や OT など多職種との連携を取り合いながら歯科
的管理をを進めていくことが肝要であると考えて
いる。

【参考文献】
 1） Goswami M et al：Int J Clin Pediatr Dent, 

2016 Oct-Dec；9（4）：379-383.
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ミトコンドリア病の 1 例―口腔内所見と 8 年間の経過―
Oral manifestations of mitochondrial disease：case report with a eight-year follow-up
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【目的】
　ミトコンドリア病とは，エネルギーを産生する
細胞内小器官ミトコンドリアの機能不全により，
多彩な臨床症状を呈する症候群の総称である。こ
のうち，ミトコンドリアの DNA 欠失を伴う Ke-
arns-Sayre 症候群（以下，KSS）は，網膜色素
変性症，外眼筋麻痺，心伝導障害を主徴とする，
ミトコンドリア病の一病型である。KSS の多く
は乳幼児に発症し 1），本邦における有病率は 100
人以下と推察されている稀な疾患であり，歯科領
域からの報告は散見するに過ぎない。
　今回著者らは KSS の 1 例を経験したので，口
腔所見と臨床経過を中心に報告する。なお，本症
例の学会発表に際して保護者の同意・承諾を得た。

【症例】
　患者：初診時年齢　1 歳 7 か月　男児
　主訴：前歯のかみ合わせと歯の白い部分が気に
なる。
　現病歴：1 歳 6 か月健診において乳前歯部反対
咬合を指摘された。また，乳前歯の色が白く見え
る部分も気になっていたので受診した。
　現症：萌出歯は上下顎左右側 A-D であり，乳
前歯部は逆被蓋であった。乳前歯（上顎左右側 A）
近心面に初期齲蝕病変（C0）を認めた。
　既往歴：特記事項なし
　家族歴：兄 Angle class Ⅲ級

【経過】
　・2 歳 5 か月時：下顎左右側 E にエナメル質形
成不全を認めた（上顎左右側 E は未萌出）。
　・5 歳 2 か月時：原発性副甲状腺機能低下症と
診断された。
　・6 歳 5 か月時：成長ホルモン分泌不全性低身
長症。構音障害を認めた　
　・7 歳 6 か月時：約 1 か月前より歯肉の発赤が
みられた。入浴後のふらつき，ろれつがまわらな
くなるなどの症状が生じたため，大学病院を受診
したところ KSS と診断され，加療のため数か月

入院。萌出した永久歯にエナメル質形成不全，経
過と共に徐々に歯肉腫脹，筋機能低下によると思
われる舌突出を認めた。
　・9 歳 7 か月時：歯肉の発赤腫脹，口唇閉鎖不
全を認める口腔内および顔貌写真を図1.2に示す。
パノラマエックス線写真検査によると，永久歯胚
数に特記事項は認めなかった。身長・体重は 119 
cm・19 ㎏であり，パーセンタイル成長曲線上で
は，身長・体重ともに 3 パーセンタイル以下であっ
た。

 〈図 1〉口腔内写真 〈図 2〉顔貌写真
【考察】
　本疾患の口腔所見として，進行性の筋力低下に
よる咀嚼力の減退，咬合力の低下，口唇閉鎖不全，
舌の前方突出による異常嚥下癖，さらに歯のエナ
メル質形成不全 2）などの報告がある。本症例も
同様に，舌突出および口唇閉鎖不全，さらにエナ
メル質形成不全は特に永久歯に認められた。
　ミトコンドリア病は，エネルギー産生障害に
よって日常生活の動作ですら困難を来たす場合が
多い。そのため，本症例も舌突出や口唇閉鎖不全
を改善するための積極的な治療は困難であった。
また日常的に転倒する頻度の増加も経験し，口腔
管理方針に外傷予防を含める必要性を感じた。

【文献】
 1） 片川吉尚他：姉妹にみられた Leigh 脳症の 2

例について，障歯誌，37：163－168，2016．
 2） 新垣真紀子他：顕著なエナメル質形成不全を

伴ったミトコンドリア脳筋症の１例，小児歯
誌，55：249，2017．
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エナメル質・腎症候群の小児に対し口腔管理を行った 1 例
A case report of oral health for a Enamel-renal syndrome child

○新崎梨乃，寺井紘子，齋藤良幸，熊坂純雄，横山三菜＊，木本茂成＊

Rino Arasaki, Hiroko Terai, Yoshiyuki Saito, Sumio Kumasaka, 
Mina Yokoyama＊, Shigenari Kimoto＊

（神歯大・歯・横浜クリニック小児歯科，神歯大・歯・小児歯科＊）
Kanagawa Dental Univ. Yokohama Clinic Div. Pediatric Dent.

Kanagawa Dental Univ. Div. Pediatric Dent.＊
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【緒言】
　エナメル質・腎症候群（ERS：Enamel - renal 
syndrome）は非常に稀な常染色体劣性の遺伝的
な疾患で，エナメル質・腎・歯肉症候群などその
他いくつかの呼び方がある。原因遺伝子として
FAM20A 遺伝子が知られており，FAM20A タン
パク質は，エナメル芽細胞，象牙芽細胞，歯肉細
胞で働くことが分かっている。稀な疾患である為，
日本での正確な発症頻度はわかっていない。今回
歯科受診がきっかけで ERS の診断に至った症例
を経験したので報告する。なお，本発表について
は患児及び保護者の同意を得ている。

【症例】
　患児：6 歳 5 か月，男児。
　主訴：かみ合わせが悪く 1 か所しか噛んでいな
い。
　現病歴：かみ合わせが悪いため近医を受診。形
成不全や歯数異常が認められると指摘され，精査・
加療のため当科を紹介され来院した。
　既往歴：易骨折性など特記事項なし。
　家族歴：特記事項なし。
　初診時口腔内所見：EDCB BCDE，EDC CDE
が萌出し，全て黄褐色を呈しているが歯質に脆弱
な部分はほとんどなく，自発痛，冷温水痛，齲蝕
もない。B B は残根状で歯肉に埋没している。
D D，E は低位で，左側上下顎 E のみ咬合して
いる。
　エックス線所見：2 2 は先天性欠如し，第二大
臼歯胚まで確認できるが，全ての歯冠の石灰化に
異常が認められる。

【処置】
　全顎的な形成不全から全身疾患を疑い，保護者
の同意を得て医科へ精査を依頼し，その結果
ERS と診断された。そして，左側上下顎 E のみ
接触で開咬状態のため，給食時，時間がかかると
いう主訴より，低位乳歯をレジン，乳歯冠で築造・
修復し咬合を回復した。また萌出開始の永久歯に
も形成不全が認められたためレジンで保護した。

初診時の口腔内写真とパノラマエックス線画像

歯冠修復後の口腔内写真とパノラマエックス線画像
【考察】
　ERS の歯科的特徴は乳歯および永久歯の低形
成性エナメル質，黄褐色の歯，短剣型の歯髄腔石
灰化，永久歯萌出遅延または不全，歯肉過形成で
ある。エナメル質形成不全，特に遺伝性のエナメ
ル質形成不全症は乳歯，永久歯のすべての歯に形
成障害があらわれるため，長期的，専門的な治療
が必要になる。今回全顎的な形成不全から全身疾
患を疑うことで，歯科から疾患の発見に重要な役
割を果たすことができた。また，本症例は非常に
稀な症候群であり，病態解明のため更なる研究が
必要と考えられている。今後，エナメル質形成不
全に対する基本方針である歯冠および咬合崩壊の
防止，知覚過敏の抑制，前歯部に対する審美的修
復を行うと共に，萌出不全に伴う不正咬合に注意
し定期管理を継続する予定である。

【文献】
 1） 疾 患 詳 細-UR-DBMS/Syndrome Finder 

http://syndromefinder.ncchd.go.jp/UR-
DBMS/SyndromeDe t a i l . p hp ? r e c i d= 
1742&winid=1　アクセス 2020.2.4

 2） 新谷誠康：歯の形成と形成障害，編集主幹：
新谷誠康，小児歯科学ベーシックテキスト第
2 版，永末書店，京都，2019，pp.87-90. 978-
4-8160-1360-7．



20758thJSPD

58th Annual Conference of the Japanese Society of Pediatric Dentistry

第 58 回日本小児歯科学会大会 

コステロ症候群の患児を長期間継続的口腔管理をした 1 例
A case of long-term continuous oral management of a child with Costello syndrome

○三輪直子，望月かおり，芳賀留美，芳賀　定
Naoko Miwa, Kaori Mochizuki, Rumi Haga, Sadamu Haga

（芳賀デンタルクリニック湘南（神奈川県））
Haga Dental Clinic Shonan（Kanagawa）

【緒言】
　コステロ症候群は 1971 年に報告があり，2005
年に原因遺伝子 HRAS が発見され，遺伝子変異
により成長・発達障害，精神運動発達遅滞，特徴
的な顔つき，緩い皮膚，巻き毛，乳頭腫，肥大型
心筋症，悪性腫瘍などの合併症がみられる遺伝性
疾患で患者数も 100 名程度と稀な疾患である。哺
乳や摂食機能障害を伴い重症度により経鼻経管栄
養や胃瘻造設術を行うこともある 1）。
　当院では，3 歳 10 ヵ月から現在まで約 11 年間
にわたり口腔管理をしたので報告する。なお，保
護者の同意は文書にて得ている。

【症例】
　・初診時年齢：3 歳 10 ヵ月・女児
　・主訴：「出生時から，物がうまく食べられない」
　・現病歴：早産（34 週）で出生・気管軟化症
による呼吸障害で出生後から 6 か月まで入院
　・全身状態：不整脈・股関節脱臼
　・発達状況：座位（＋）・ずりばい（±）・一語
発話。
　・ADL：全介助で，3 回/日注入とおやつ 2 回（経
口）・おむつ使用・歯磨きは入浴時にガーゼ清拭
　・摂食：出生後すぐから経鼻経管栄養
　・口腔内状況：咬合発育段階ⅡA・無齲蝕・過
敏と心的拒否あり・指しゃぶり（＋）

【経過および考察】
　［1］全身症状：特徴的顔貌は 92％，手足の深
いしわは 88％，相対的大頭症は 85％，カールし
ていて疎な毛髪（77％），柔らかく緩い皮膚（77％），
短頚（58％）と報告あり。本児も同様な顔貌であっ
た。また，不整脈は 30％に発現し，本児も不整
脈が認められ経過観察をしている。
　［2］発達状態：精神発達遅滞は 88％に合併し，
本児も特別支援学校へ通学しており，初診時の 3
歳 10 ヶ月で一語発話のみ，現在（15 歳 2 ヵ月）
は簡単な会話が可能となる。
　運動機能については詳細な報告はないが，重症

度分類の中に脱臼との記載がある。本児も股関節
脱臼があり，現在の移動手段は手添え歩行が可能
だが車椅子が主である。また診断基準にアキレス
腱の硬化とあるが，本児も 7 歳の時にアキレス腱
延長術を受けている。
　［3］摂食機能：出生後の哺乳障害の 88％は過
敏が原因で多くは 2 歳頃に軽快するとされてい
る。当初，本児も哺乳障害により経鼻経管栄養で，
4 歳になっても特定の食品以外食べ物を受け付け
なかった。初診時は心理的拒否による摂食機能障
害（「拒食」）と診断した。原因として過敏が適切
に除去されなかったためと考え，主な指導内容と
して愛着関係の再構築や口腔ケア，味覚刺激訓練，
感覚運動訓練等を行った。6 歳 10 ヶ月時には抜
管ができ，現在咀嚼機能訓練に至るまで経口摂取
が可能となった。保護者のかかわり方や拒食への
正しい理解と指導に対する日々の継続的な実践の
結果，摂食機能の改善につながったものと思われ
る。
　［4］口腔内状況：口腔に関する報告はないが，
本児はⅡ A からⅢ C まで無齲蝕で経過している。
これは，過敏を是正する目的で口腔ケアを継続し
たこと，低年齢の早期から歯科的介入により，歯
科診療へ適応し，PMTC やバキュームの受入が
可能となり適切な口腔健康管理につながったため
と考える。

【結語】
　今回，患児の疾患特性の追認だけでなく，低年
齢からの歯科的介入により歯科受診困難児の回避
や摂食機能障害の改善，無齲蝕のまま長期にわた
り継続的口腔管理を行うことが出来た。その背景
には保護者に寄り添い，信頼関係を構築し，継続
的な通院と指導が出来たためと考える。

【参考文献】
 1） 難病情報センターホームページ（2019 年 6

月現在）から引用
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晩期に自傷行為が出現した Lesch-Nyhan 症候群患児の１例
A Case report of Self-injury in Lesch-Nyhan Syndrome at Late stage

○小口莉代，小方清和
Riyo Oguchi, Kiyokazu Ogata

（東京都立小児総合医療センター　小児歯科（東京都府中市））
Tokyo Metropolitan Childrens Medical Center. Pediatric Dent. 

【緒言】
　Lesch-Nyhan 症候群（LNS）は X 連鎖劣性遺
伝形式を示す先天性プリン代謝異常症であり，高
尿酸血症，不随意運動，筋硬直，精神遅滞，自傷
行為などを主症状とする 1）。自傷行為は 2 歳前後
の乳歯萌出期に出現し，自らの意思に反して口唇
や手指を噛み切る行為が見られ，青年期になると
改善する 2）。
　今回われわれは乳歯列完成後の 5 歳以降に初め
て自傷行為が出現した，これまでの報告とは異な
る経過をたどった 1 例を経験したので報告する。

【症例】
　患児：5 歳 3 か月・男児
　主訴：自傷行為による下口唇の裂傷，出血
　全身疾患・既往歴：Lesch-Nyhan 症候群およ
び原疾患に伴う高尿酸血症
 現病歴：来院 10 日前の昼寝中に下口唇を咬む自
傷行為が出現した。自傷行為防止目的で下顎頤部
から頸部にかけてテープを張り様子をみていた
が，不機嫌が治らず，下口唇の腫脹が増したため，
当センター救急科を受診した。夜間の自傷行為防
止の管理は困難で，咬傷と出血が継続し，さらな
る下口唇の挫創予防のため，来院翌日に当科にて
マウスガード製作となった。

【診査および診断】
　原疾患に伴う自傷行為による下口唇咬創

【治療経過】
　初診時は暫間的なマウスガード製作のため，通
常下にてアルジネート印象材による上顎の印象採
得を試みた。厚さ 2 mm の義歯床用熱可塑性レ
ジン（バイオプラストⓇ）を用い上顎のマウスガー
ドを製作した。下口唇咬傷部にはデキサルチン口
腔用軟膏を塗布し治癒を待った。10 日後全身麻
酔下にて上下顎印象採得を行った。マウスガード
の厚みは上顎が 2 mm，下顎が 4 mm で口唇を巻
き込むことなく咬傷を防げた。マウスガードの保

持のため，義歯安定剤の使用は避けられなかった
が，月に 1 回程度マウスガードの調整を行った。
下口唇咬傷部の潰瘍も治癒経過が良好であった。
マウスガード装着から 3 か月後に上顎右側第一大
臼歯の萌出により，開閉口時に頬粘膜の巻き込み
がみられ，潰瘍形成が悪化し，新たなマウスガー
ドを製作した。その 1 か月後には下顎右側第一大
臼歯の萌出が認められ，潰瘍は徐々に治癒経過を
たどった。初診から 9 か月（5 歳 11 か月）時に
はマウスガードの装着がなくても自傷行為による
下口唇の咬傷がなくなり，マウスガードの使用を
終了した。その翌月には上顎左側第一大臼歯の萌
出が認められ，右側同様に頬粘膜の潰瘍形成が懸
念されたが，現在まで潰瘍形成は認められていな
い。

【考察】
　LNS に伴う口唇の自傷行為にはマウスガード
を製作し対症療法が施されることが多い。成長と
ともに自傷行為は制御されるとも言われている
が，口腔内の状況も変化するため，繰り返し新た
なマウスガードの製作が必要になる。5 歳以降に
自傷行為が憎悪するとの報告は多いが，本症例は
初めて自傷行為が発症したのが 5 歳以降で，マウ
スガードの新製も 1 回のみで対応でき，早期の自
傷行為の改善が認められた。しかし，当疾患は口
唇の自傷行為が主症状のひとつであるため，早期
からの歯科受診が望まれた。病態の高尿酸血症が
改善されても自傷行為は消失しないとも言われて
おり，今後，小学校入学など生活習慣の変化によ
る自傷行為の再発に注意が必要と考えている。

【文献】
 1） 三科祐美子，他：Lesch-Nyhan 症候群患児

における自傷行為の対応に苦慮した 1 例，小
歯誌，55（3）：397-402，2017．

 2） 星野廣樹，他：Lesch-Nyhan 症候群，小児
科診療，278，2016．
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小児心臓移植患者における歯科治療の一例
A case of dental treatment for a patient with pediatric heart transplantation 

○荒井清司，塚本亮一＊，熊澤海道＊＊

Kiyoshi Arai, Ryoichi Tsukamoto＊, Kaido Kumazawa＊＊

（びばなんこども歯科（東京都葛飾区），＊プラムデンタルオフィス（千葉県佐倉市），＊＊国立障害者リハビリテー
ションセンター病院　歯科（埼玉県所沢市））

Bibanan Kodomo Pediatric Dental Clinic, ＊Plum Dental Office, ＊＊Department of Dentistry, National 
Rehabilitation Center for Persons with Disabilities
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【目的】
　本邦では脳死臓器移植法が 1997 年に制定後，
2010 年に 15 歳未満の小児から臓器提供を可能に
した改正臓器移植法が施行され，小児への臓器移
植が可能となった。施行以来，2018 年までの 9
年間では本邦において 479 名の心臓移植が行われ
ている 1）。移植後は，生活指導，栄養指導，服薬
指導，リハビリテーション等，多くの患者指導が
必要であり，歯科的立場から，齲蝕や歯肉炎によ
る感染性心内膜炎予防および長期投与される免疫
抑制剤であるシクロスポリン A により誘発され
る薬物性歯肉増殖に対する口腔衛生管理が重要と
なる。
　今回，我々は心臓移植後患者の歯科治療と口腔
衛生管理を経験したのでその概要に若干の文献的
考察を加えて報告する。

【症例】
　患児：5 歳 0 か月，男児。
　主訴：歯に穴があいた。
　既往歴：出生後すぐに拡張型心筋症と診断され，
レシピエント登録された後，心臓移植を受けてい
る。
　現病歴：歯科検診などでの齲蝕などは指摘され
なかったため歯科受診経験なし
現症：身長 104.5 cm，体重 14.9 kg。やや小柄で
はあるが，栄養状態は良好で，顔貌などの異常所
見は認められない。口腔内清掃状態は不良で全顎
的に実質欠損を認め，薬物性歯肉増殖を上顎頬側
部に認めた。口腔内写真（図 1）および初診時パ
ノラマエックス線写真（図 2）を示す。

〈図 1〉初診時口腔内写真 〈図 2〉初診時パノラマ
エックス線写真

　患児は歯科治療経験もなく，両親も口腔衛生指
導などを受けた経験もないためトレーニングおよ
び口腔衛生指導を行った。また，主治医と連携を
行い，ラバーダム防湿を行う場合は感染性心内膜
炎予防のため，抗生剤の術前投与を行うよう依頼
を受けた。齲蝕治療はコンポジットレジン充填に
て行い，継続的な口腔衛生指導および管理を行っ
ている。

【考察】
　本症例では，齲蝕が広範囲に及んでいるが保存
処置で対応可能であり，歯肉切除が必要なほどの
薬物性歯肉増殖腫脹は認めなかったが，両親およ
び患児に対して心臓移植後の口腔衛生管理に対す
る注意喚起が明確になされていなかった。小野沢
ら 2）によると，心臓移植患者においては免疫抑
制剤の使用による炎症の初期症状がマスクされて
いるため経過観察において注意を要するとしてい
る。このことから，患者および保護者に感染性心
内膜炎と薬物性歯肉増殖について説明し，免疫抑
制剤により歯肉炎の初期反応が抑えられること，
歯肉増殖は免疫抑制剤の副作用であること，およ
び歯肉増殖の進行は口腔内プラークや歯石である
ことを理解させ，口腔内清掃の重要性を認識させ
ることが必要である。今後，確実に増え続ける小
児心臓移植患者に対して，口腔衛生管理による感
染予防の重要性を伝え，成長・発達への配慮や健
康に寄与する必要性がある。 加えて，明確な歯
科的治療指針の確立と普及が重要であり，地域医
療連携機関における経験の蓄積と積極的な取り組
みが今後の課題である。

【文献】
 1） 日本心臓移植研究会　心臓移植レジストリ

http://www.jsht.jp/registry/japan
 2） 小野沢基太郎，他：心臓移植患者 15 例の口

腔所見と歯科治療，日口外誌，48：475-478. 
2002.
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血液培養からグラム陽性球菌が検出された感染性心内膜炎の 1 例
A case of infectious endocarditis with gram-positive coccus detected by blood culture

○黒川真衣
Mai Kurokawa

（NHO 福山医療センター（福山市））
NHO　Fukuyama Medical Center 

【目的】
　当院は，NICU 12 床，GCU 12 床を有する地域
周産期母子医療センターであり歯科非標榜である
が，診療援助歯科医師，常勤歯科衛生士が配置さ
れている。近年，歯周病原生細菌種と循環器疾患
をはじめとする全身疾患の関係が周知されている
が，感染性心内膜炎（以下，IE）の症例におい
ては血液培養から歯周病原性細菌種がほとんど検
出されていないという報告もある。大動脈弁狭窄
症（以下 AS）の手術を施行後，IE を発症した患
児の血液培養からグラム陽性球菌が検出された症
例を経験したので報告する。

【症例】
　2 歳，男児。発熱にて緊急入院。入院約 2 カ月
前に某大学病院にて AS の手術施行後であり感染
性心内膜炎と診断。当院入院時の血液培養より
Granullcatella adiacens が検出され，主科にて全
身の精査が行われた。

【経過】
　入院 2 日目，主治医より口腔内環境の評価を目
的に歯科衛生士（以下，DH）に介入依頼あり。
同日 DH にて口腔内評価実施。右下第一乳臼歯に
小さな齲蝕様の所見あり。主治医と相談後早期の
精査が必要と判断し，かかりつけ歯科医院での精
査を依頼。主治医より早期感染源除去のため迅速
な歯科治療を希望。入院 3 日目，外出にてかかり
つけ歯科を受診。歯科受診精査の結果，右下第一
乳臼歯・右下第二乳臼歯の齲蝕と診断され，IE
治療後の歯科治療を計画された。入院 11 日目，
当該歯科医師の指示より抗生剤投与後に外出に
て，齲蝕の歯科治療を施行。歯科治療および抗菌
薬 6 週間投与により入院 40 日目に炎症反応の正
常化を認めた。当院 DH においては，日常的口腔
ケア方法の指導，低濃度フッ素配合歯磨剤の使用
を指導した。退院後も定期的なカルテ確認を行い，
定期歯科受診が実施できていなかったため，主治

医からの歯科受診促進を依頼。
【結果】
　本症例において，IE の起炎菌となった Gran-
ullcatella adiacens が口腔からの侵入の可能性が
示唆された。また，歯科非標榜の病院においても
DH にて口腔内評価を実施することで，IE の感
染源となりうる部位があることを早期に発見する
ことができ早期歯科受診へ繋げることができた。

【考察】
　乳歯の特徴により，AS 患児においては術前に
感染源となりうる部位を早期に治療しておくこ
と，かつ術後においても短期間での定期的な歯科
健診が重要と考える。さらにフッ素使用等を含め
保護者に日常的口腔ケアの指導および口腔細菌が
IE の起炎菌となることなどの教育しておくこと
も IE の予防に繋がると考える。

【結語】
　口腔内常在菌が IE 等の感染の起炎菌となるこ
とを啓発し，早期歯科受診の重要性や予防の観点
からも術後の継続的な定期歯科受診の重要性を啓
発していくことが大切であると考える。今後も歯
科非標榜の病院 DH として医科歯科連携，地域歯
科医療連携を強化していきたい。

P-99



21158thJSPD

58th Annual Conference of the Japanese Society of Pediatric Dentistry

第 58 回日本小児歯科学会大会 

線維筋痛症患児へのデクスメデトミジン併用全身麻酔下歯科治療
Dental treatment under general anesthesia in combination with dexmedetomidine for pediatric 

patient with fibromyalgia

○脇田　亮，柿野聡子＊，宮新美智世＊，深山治久
Ryo Wakita, Satoko Kakino＊, Michiyo Miyashin＊, Haruhisa Fukayama

（医科歯科大・院・麻酔生体管理，＊小児歯）
Department of Anesthesiology and Clinical Physiology, and ＊Department of Pediatric Dentistry/

Dentistry for Persons with Special Needs, Division of Oral Health Sciences, Graduate School of Medical 
and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental University
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【緒言】
　若年性線維筋痛症は全身の痛みを訴えるが，短
期間に症状は変化し，現在は心身症の一つとも考
えられている疾患である。本疾患を合併した歯科
治療に非協力な患児の多発齲蝕に対し，全身管理
下歯科治療を予定した。デクスメデトミジン

（DEX）は呼吸抑制が殆どなく自然睡眠に近い鎮
静状態を獲得できる鎮静剤で，鎮静・抗不安作用
に加え鎮痛作用やストレスによる交感神経系亢進
の緩和等，広範な薬理作用を示す 1）。今回若年性
線維筋痛症患児の全身麻酔の実施にあたり，
DEX を麻酔覚醒時の興奮と術後疼痛対策として
使用した症例を経験したので報告する。

【症例】
　症例は 9 歳の男児，身長 147 cm，体重 30 ㎏。
若年性線維筋痛症の既往があり，歯科治療に対し
非協力で，20 歯以上の齲蝕を認めた。通法下の
歯科治療は困難で，全身麻酔下に一括治療を行う
方針とした。かかりつけの大学病院小児科には診
療情報提供を行い，心身症の気質とアロディニア
に加え疼痛管理に対する助言を得た。

【経過】
　麻酔導入は酸素・笑気・セボフルランによる緩
徐導入で行い，ロクロニウムで筋弛緩を得た後経
口挿管を行った。維持は酸素・笑気・セボフルラ
ンに加え，DEX 1.0 ug/kg/分で 40 分初期負荷後，
0.2-0.4 ug/kg/分で維持した。治療はレジン充填
16 歯，抜髄 1 歯，抜歯 5 歯の計 22 歯に及び，術
中に鎮痛目的でアセトアミノフェン 300 mg を静
脈投与した。手術終了後セボフルランおよび
DEX の投与を中止し覚醒し，多少体動はあるも
のの口頭指示には従え換気量も十分なため抜管し

た。手術時間 2 時間 43 分，麻酔時間 3 時間 59 分
だった。術後も患児から疼痛の訴えはなく，傾眠
傾向を認めたが呼吸抑制は見られなかった。病棟
に帰室 3 時間後には傾眠傾向は消失し疼痛も自制
内であると判断し，帰宅を許可した。

【考察】
　全身麻酔覚醒の際の興奮体動の対策としてはプ
ロポフォールやミダゾラム，レミフェンタニルの
投与が考えられるが，呼吸抑制が問題となる。
DEX は呼吸抑制が殆どないという利点を有し，
また抜管後も一定期間効果が残存するため鎮静・
鎮痛状態が持続し，ストレス反応や体動が抑制で
きる点でも優れている 2）。投与量に関しては成人
と同等量の報告が多く，本症例では成人の指摘予
測血中濃度を指標に投与した。DEX は作用の遷
延や回復の判断に留意が必要であるが，疼痛への
耐性の低い小児や治療に非協力な患児に対する全
身麻酔覚醒時・術後回復期の鎮痛および興奮や体
動への対処法として有用であると考えた。

【文献】
 1） 合谷木徹：デクスメデトミジンの神経保護効

果，日臨麻会誌，33：392-403，2013．
 2） 左合徹平，他：ミダゾラムとデクスメデトミ

ジン塩酸塩を併用した Leigh 脳症児に対する
静脈内鎮静法下歯科治療，日歯麻誌，46：
80-82，2018．
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生後 2 か月の女児にみられた遺伝性歯肉線維腫症の一例
Hereditary gingival fibromatosis in a 2-month-old girl：a case report

○新居由紀　久保寺友子　新谷誠康
Yuki Arai, Tomoko Kubodera, Seikou Shintani

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

【目的】
　遺伝性歯肉線維腫症は稀な疾患であり，主に常
染色体優性形質として遺伝する。これまで小児に
おける歯肉線維腫症に関し，幼児期から思春期に
おいて数多くの報告がなされており，再発を伴う
症例も散見されるが，乳児期におけるものは非常
に稀である。今回，われわれは生後 2 か月の女児
の口腔内に，出生時より歯肉肥大がみられた遺伝
性歯肉線維腫症の症例に遭遇したので報告する。
なお，本症例の報告に際し，保護者の同意を得て
いる。

【症例】
患児：生後 2 か月の女児
初診：平成 29 年 12 月
主訴：出生時より歯肉全体が腫れている。
現症：全顎的に弾性硬，分葉状の歯肉肥厚が認め
られた（図 1）。歯肉の色調は正常であり，炎症
症状は欠いていた。上顎には 5 mm×10 mm 大
のくるみ状の口蓋隆起が認められた。歯肉肥厚の
ため，咬合時の顎間空隙は認められなかった（図
2）。

〈図 1〉弾性硬，分葉状の歯肉肥厚。正常歯肉と
同様の色調である。

〈図 2〉歯肉肥厚のため，咬合時の顎間空隙が認
められない。
全身的既往歴：特記事項なし。

家族歴：父親も出生時に同様の症状が認められた
が，放置していたところ，歯肉肥厚は自然に消失
し，気付いたときには乳歯が全て萌出していた。
臨床診断：遺伝性歯肉線維腫症

【治療計画】
　①乳歯未萌出期であること，②哺乳に多少時間
がかかるが体重や身長の発育は定型発達の範囲内
であること，③患児に不必要な侵襲を与えないと
いう理由から，経過観察を第一選択とした。ただ
し，乳歯の萌出遅延，摂食障害やその他の機能障
害の出現，線維腫の急激な増大などの所見が疑わ
れる場合には歯肉切除術を検討することとした。

【臨床経過】
　0 歳 9 か月：A A が萌出
　1 歳 0 か月：B⏈B が萌出
　1 歳 6 か月：B⏈C，DBA ABC が萌出
　いずれの時期においても，萌出した乳歯周囲の
歯肉肥厚は消退し，再発も認められなかった。ま
た，乳歯未萌出部位の歯肉は，肥厚しているもの
の弾性軟になり，咬合させると過形成の部位の歯
肉が頰側に突出する様子が認められた。

【結果ならびに考察】
　経過観察の結果，平均的な時期に各乳歯が萌出
し，萌出と共に歯肉過形成は退縮した。乳歯未萌
出期における遺伝性歯肉線維腫症に対し，乳歯の
萌出障害や機能障害が認められない場合は，これ
らの障害が起こったときの治療を念頭に置きなが
ら，定期的な経過の観察を行うことが有効と考え
られる。

【文献】
 1） Breen GH et al., Early onset of gingival fi-

bromatosis in a 28-month-old, Pediatr Dent 
2009 Jul-Aug；31（4）：268-8.

 2） 内橋隆志，他：同胞姉弟にみられた歯肉線維
腫症，日口外誌，25（3）：659-663，1979.
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川崎病患者の急性化膿性根尖性歯周炎に対する立効散の鎮痛効果を期待した 1 例
Effect of rikkosan for analgesic effect of acute suppurative apical periodontitis of

patients with Kawasaki disease patients

〇原山周一郎
Shuichiro Haraya

（原山歯科医院（長野市））
Harayama Dental Clinic
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【目的】
　立効散は主として口腔内の疼痛疾患に対して，
鎮痛と共に痛みの原因を清熱解毒すると考えられ
ている。本症例は，抗凝固薬であるワルファリン
及び抗血小板薬であるバイアスピリン服用川崎病
患者の急性根尖性歯周炎に対する立効散による鎮
痛効果を報告する。尚，本症例の報告について本
人の同意を得ている。

【症例】
　初診：2017 年 12 月 7 日。男性：20 才。身長：
175 cm 体重：65 kg。主訴：左側下顎第一大臼歯
の痛みで夜眠れない。現病歴：川崎病（2 歳頃）
によりワルファリン，バイアスピリンを服用。季
節の変わり目と夏の暑い時は体がだるい。2 か月
に 1 度は，県立こども病院近位小児科を受診。歯
科的所見は，14 歳来院時のパノラマエックス線
にて両側上顎第二大臼歯及び下顎第二大臼歯の埋
伏確認。ワルファリン，バイアスピリン服用によ
りプロービング時に易出血。口腔内は，プラーク
コントロール不良のため全体的に歯肉炎状態。

【結果】
　左側下顎第一大臼歯部の急性化膿性根尖性歯周
炎。血液所見：PT-INR 2.0〜3.0。東洋医学的所見：
証は実症であり口腔内は，全体的に歯肉炎状態で
あり，微出血状態であることから瘀血に近い病態
と考えた。治療経過：急性化膿性根尖性歯周炎に
対し，立効散 2.5 g を頓服として 3 回分，アモキ
シシリン 250 mg/1 カプセル 1 日 3 回毎食後に服
用（３日分）させ心臓への感染防止と疼痛コント
ロールすることで睡眠障害の改善ができた。

【考察】
　川崎病は，全身の血管炎を病態とする疾患であ
る。抗血栓症への薬物療法として，ワルファリン
及びバイアスピリンが投与される場合が多い。本
症例は，ワルファリン及バイアスピリンを内服し
ている川崎病患者に対して急性化膿性歯周炎の鎮

痛効果を期待して立効散の有効性を確認した。立
効散の構成生薬は，防風・細辛・升麻・竜胆・甘
草である。防風・細辛が温性で痛みや腫れを発散
し，升麻・竜胆が寒性で熱を冷まし，炎症をとる。
また，細辛には局所麻酔作用があるので，興味深
いことに口腔内にしばらく含むことにより歯痛や
粘膜の痛みに対して鎮痛効果が得られることが知
られている。このように立効散には，抗炎症効果，
鎮痛効果，局所麻酔効果があるとされている 1）。
立効散は，証に関係なく処方ができ，適応は抜歯
の痛み，歯痛であることから歯科に特化した漢方
薬である。最近では，骨吸収抑制薬関連顎骨壊死

（ARONJ），口腔インプラント周囲炎及び神経障
害性疼痛，歯根端切除後の疼痛緩和などに対する
鎮痛薬として立効散の有用性が報告されている。
立効散の抗炎症作用の機序は明らかではないが，
立効散にはシクロオキシゲナーゼ（COX）-2 型活
性を抑制し，胃粘膜保護のある（COX）-1 型を抑
制しないことが報告されている 2）。本症例では立
効散の局所麻酔作用によって一次神経の興奮が抑
制され中枢への情報伝達が減少し痛みが軽減した
のではないかと考えられる。今回，抗血栓症治療
としてワルファリンやバイアスピリンを投与中の
症例に，抗炎症効果のために NSAIDs やアセト
アミノフェンを使用できない場合には立効散が有
用と考えられた。尚，今回の症例は，20 歳であ
るが小児期より川崎病でワルファリンやバイアス
ピリンを服用している患児も多いと思われ参考に
していただければ幸いである。
本論文に関すべき利益相反はない。

【文献】
 1） 王宝禮：口腔疾患への漢方薬 11 種類の投与

方法．歯界展望　132：885-888 2018
 2） 堀江憲夫他：立効散鎮痛効果の仮性疼痛モデ

ルによる検討．歯薬療法 33：1-9 2014
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空気嚥下症の児に対し，口腔筋機能療法（MFT）が有効であった１例
Oral Myofunctional Therapy Improved Aerophagia in a 10-Year-Old Boy

○杉本明日菜，河原林啓太，岩本　勉
Asuna Sugimoto, Keita Kawarabayashi, Tsutomu Iwamoto

（徳大・院・小児歯）
Tokushima Univ. Dept. Pediatric Dent.

【緒言】
　空気嚥下症は空気の過剰な嚥下により，げっぷ，
悪心，腹部膨満などの症状が持続的に生じ，日常
生活に支障をきたす状態となったものである。今
回，われわれは空気嚥下症の児に対し，口腔筋機
能療法（MFT）を実施し，口腔筋機能を向上す
ることで，病状改善の一助となった 1 例を経験し
たので報告する。

【症例】
患児：10 歳 6 か月　男児
主訴：空気嚥下症に対する口腔機能の評価
現病歴：5 歳時に胃食道逆流に対する噴門形成術
を実施したところ，術後に以前よりあった空気嚥
下が悪化し腹部膨満が著明となった。胃内のガス
を脱気するため経鼻胃管を必要とし，入退院を繰
り返していた。その後も腹部膨満の改善がみられ
ないため，当科を紹介された。
既往歴：#1 低出生体重児（新生児仮死），#2 て
んかん，#3 胃食道逆流（噴門形成術術後），#4 
ASD
現症：患児は，無意識下に，異常嚥下運動を伴う
唾液の嚥下を 10 秒に 1 回のペースで行っていた。
乳児型嚥下が強く残存しており，嚥下時には口唇・
下顎の異常運動および舌突出を認め，空気を混ぜ
込みながら唾液を嚥下していた。さらに安静時の
低位舌，口唇閉鎖不全を認めた。
臨床診断：口腔機能発達不全症（異常嚥下癖によ
る過剰な空気嚥下）

【処置および経過】
　正しい口腔筋機能獲得のため，MFT を実施し
た。患児は舌を任意に動かすことが非常に不得意
であったため，Nance のホールディングアーチ
に類似した構造でスポットポジションを意識させ
る装置を作成，装着し，正しい舌位および成熟型
嚥下獲得の訓練を行った。
　また口唇閉鎖力も非常に弱く，訓練前にりっぷ
るくんⓇで口唇閉鎖力を測定したが測定不能で
あった。さらに口唇の形態をコントロールするの

も苦手であり口唇をとがらせることも上手くでき
なかった。そこでボタンプルや紙を吹き飛ばす訓
練を行ったところ，口唇閉鎖力は 8.7 N に上昇し，
口唇の形態をコントロールする力も良好となっ
た。
　訓練 2 か月後には，無意識下での頻回の異常嚥
下が 1 分間に 1 回程度に減少した。さらに訓練前
は胃管から 10 分毎に脱気を必要としており，脱
気総量が 13000 mL/日を超える日もあったが，
舌位や嚥下運動の改善に伴って，腹部膨満感は
徐々に改善した。訓練開始 5 か月後には，空気の
過剰な嚥下はみられなくなり，胃管での脱気が必
要なくなったため，胃管を抜去することができた。

（図）。
　初診より 1 年経過する現在も，当科で訓練を継
続している。訓練により獲得された口腔筋機能は
維持されており，空気の過剰な嚥下や腹部膨満も
なく，胃管も抜去したままで，良好に経過してい
る。

〈図〉症状の経過
【考察】
　患児は元々，腸管運動機能が悪いことに加え，
低出生体重児であったことや，ASD であり，粗大・
微細運動も苦手な面があったことが口腔筋機能の
発達不全に関連した可能性が推察された。
　空気嚥下症は現在，病態，病因に不明な点が多
く，治療方針も確立されていない。本症例のよう
に口腔機能発達不全を伴う空気嚥下症に対して，
MFT が病状改善に有効であると考えられた。
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ダウン症児に行った集団摂食支援の取り組み
Feeding support in group for children with Down syndrome

○大澤佳代，鈴木玲奈，近藤紗央里，杉本恵里＊，中野　崇
Kayo Osawa, Reina Suzuki, Saori Kondo, Eri Sugimoto＊, Takashi Nakano

（医療法人 Bright Beans 豊橋キッズデンタルクリニック（豊橋市），＊愛院大・歯・小児歯）
Toyohashi Kids Dental Clinic, Aichi Gakuin Univ. Dept. Pediatric Dent.
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【目的】
　ダウン症児は，特有な合併症や発達過程を有し
ており，「食べる」に関しても口唇閉鎖不全，舌
突出，丸のみ，姿勢維持困難がみられることが多
く，その要因の一つとして全身の低緊張によると
報告されている 1）。
　発達には個人差があり，月齢に合わせた離乳食
の進め方では摂食機能発達に弊害が起こる可能性
もある 2）。特に発達に遅れを伴うダウン症児の場
合では，その影響は大きいと考えられており，摂
食支援は必要不可欠である。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，全身運動発達を含めた摂食支援が必要
となる。障がい児の摂食支援は個々の発達に合わ
せた個別支援が必要となるが，孤食でありコミュ
ニケーションが育ちにくい。そこで「食べる」を
育てることを目的としたグループでの摂食支援を
始めた。今回，当院で行なっているダウン症児の
グループ摂食支援の取り組みを報告する。

【対象と方法】
　対象は，当院で摂食機能療法を行なっているダ
ウン症児 3 名。方法は，歯科医師 1 名，担当歯科
衛生士各児に 1 名。1〜2 ヶ月に 1 回の受診で評
価する。保育者に離乳食，食具等を毎回持参して
頂き，食形態を写真記録，食動作を動画記録して
いる。摂食相談調査票と摂食・嚥下機能診断評価
票をもとに評価している。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】
　摂食相談調査票と摂食・嚥下機能診断評価票よ
り， 月齢に合わせた離乳食開始であった。食べる
機能が十分に理解されないまま処理のむずかしい
食形態であった。発達のつまずきや保育者の悩み
は同じであった。
　グループ支援の様子より，個別では食事拒否児
が，グループでは食べることができた。保育者の

情報交換の場となり，食の問題だけでなく口腔機
能への関心が増えた。家庭での日常的背景だけで
なく，療育での過し方など情報収集ができ，保護
者に混乱をきたさない支援ができる。個別では指
導になりがちだが，グループになることで支援的
要素が増えた。

【考察】
　離乳期は患児の運動発達のレベルと無関係に，
月齢で食を進めてしまう傾向があり，食べる機能
が十分に理解されないまま処理の難しい形態での
食事になりやすい。これは，保育者は何がどのよ
うに機能して成り立っているという実感がなく，
原因のわかりづらさを感じていることがわかっ
た。しかし，他児と一緒に「食べる」をみること
で，保育者が同じ悩みであること，正しい情報や
発達の予測を知ることができ，保育者の摂食支援
での関心や受容に変化がみられた。患児において
は，拒否行動がなくなりコミュニケーションが育
つ環境となった。また，他児を摸倣することで発
達を促す効果に繋がった。ダウン症児はおおよそ
の発達目安があり，それを医療従事者が十分理解
し現状の問題把握ができれば，グループでの対応
ができることがわかった。個別支援は，個々に適
切な指導ができる利点があるが孤食で一方的にな
ることもあり，患児の特性や保育者の受容にあっ
た支援選択も必要だと感じた。
　ダウン症児の「食べる」支援は，乳幼児期だけ
でなくその後の時期まで続く課題である。今後も，
子どものたちの育ちをみながら「食べる」支援を
大切にしていきたい。

【文献】
 1） 水上美樹，他：ダウン症候群児の粗大運動と

摂食にかかわる口腔異常習癖との関連，障歯
誌，36：17-24，2015.

 2） 田中英一，他：子どもの食の育て方，医歯薬
出版，2011.
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7 歳児における骨年齢と歯胚形成度の関連性
The relationship between bone age and dental stage in the 7-year-old-children

○加藤まゆこ＊, ＊＊，岩寺環司＊＊，岩寺信喜＊, ＊＊，前田彩子＊，西見光彦＊，吉原俊博＊，八若保孝＊

Mayuko Kato＊, ＊＊, Kanji Iwadera＊＊, Nobuki Iwadera＊, ＊＊, Ayako Maeda＊,
Mituhiko Nishimi＊, Toshihiro Yoshihara＊, Yasutaka Yawaka＊

（＊北大・院歯・小児障害，＊＊岩寺小児歯科医院（札幌市））
＊Dentistry for Children and Disabled Persons, Department of Oral Functional Science,

Hokkaido Universuty Faculty of Dental Medicine,
＊＊Iwadera Dental Clinic for Childlen

【目的】
　小児歯科臨床において，個人の成長状態を知り，
歯列や顎・顔面の成長方向や量を把握し評価する
ことは治療方針の決定，経過観察を正しく行う上
で重要である。成長発育の評価法には暦年齢，歯
年齢，骨年齢，身長体重の変化量などによるもの
があり，若年者の咬合誘導，矯正治療において，
個人の骨成熟の程度を知り，成長の評価や今後の
予測をすることは，治療計画の立案に不可欠であ
る。我が国では骨年齢の評価には日本人小児に標
準化されたRUS法1）が主に用いられてきた。また，
口腔の成長の診査において，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。
　今回，我々は手部エックス線撮影による骨年齢
と，パノラマエックス線写真の永久歯の発育段階
を調べ，それらの関係性を検索したので報告する。

【対象と方法】
　2017 年 12 月から 2019 年 9 月に，咬合誘導，
矯正治療のために岩寺小児歯科医院（札幌市）を
受診した 7 歳の小児 44 名（男児 18 名，女児 26 名）
を対象とし，その手部エックス線写真およびパノ
ラマエックス線写真を用いた。その際，全身疾患
を有する者，多数歯齲蝕，歯数の異常（過剰歯，
先天性欠如）を有する患児は除外した。
　手部エックス線写真を用いて，RUS 法により
13 の骨の成熟段階を評価したのち，段階毎の点
数を総計し，日本人小児に標準化された骨成熟ス
コア－骨年齢表から骨年齢を決定した。
　パノラマエックス線写真を用いて，Nolla2）の
歯の発育段階の分類により，上顎右側犬歯，下顎
右側第一大臼歯，下顎右側第二大臼歯に対し，11
ステージ（0 骨包なし，1 骨包の出現，2 石灰化
開始，3 歯冠 1/3 完成，4 歯冠 2/3 完成，5 歯冠

ほぼ完成，6 歯冠完成，7 歯根 1/3 完成，8 歯根
2/3 完成，9 歯根ほぼ完成・根尖未閉鎖，10 歯根
完成・根尖閉鎖）に分類しステージを測定した。
得られた各ステージのデータを暦年齢，RUS 法
に関連付けて検索を行った。
　本研究は北海道大学歯学研究院・歯学部の承認
を得て実施した（承認番号 2018 第 1 号）。

【結果】

　下顎右側第一大臼歯と下顎右側第二大臼歯は暦
年齢が上がるにつれ骨年齢も上がる傾向が見られ
たが，上顎右側犬歯についてはそのような傾向は
見られなかった。

【考察】
　骨年齢と暦年齢の関連性は歯種によって異なる
事が示唆された。

【文献】
 1） Tanner JM, Whitehouse RH, Marshall WA 

et al.：Assessment of skeletal maturity and 
prediction of adult height（TW2 method）, 
1sted., AcademicPress, London, 1975.

 2） Nolla, C.：The development of the perma-
nent teeth, J. Dent. Child, 27：254-266, 1960.
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舌小帯異常を有する患者の医療連携の実態
Survey of medical cooperation for patients with lingual frenulum abnormalities

○會田桃子＊，外山敬久＊，普天間優貴＊，平山美衣＊, ＊＊，小野俊朗＊, ＊＊＊，會田栄一＊, ＊＊＊＊，福田　理＊

Momoko Aida＊, Takahisa Toyama＊, Yuki Futemma＊, Mie Hirayama＊,＊＊, 
Toshiaki Ono＊,＊＊＊, Eiichi Aida＊,＊＊＊＊, Osamu Fukuta＊

（＊愛院大・歯・小児歯，＊＊衣浦歯科医院（碧南市），＊＊＊おのこども歯科医院（名古屋市），
＊＊＊＊あいだ小児・矯正歯科（名古屋市））

＊Aichi Gakuin Univ. Dept. Pediatric Dent., ＊＊Kinuura Dental Clinic, 
＊＊＊Ono Pediatric Dentistry, ＊＊＊＊Aida Pedodontic Orthodontic Clinic
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【目的】
　舌はその運動により，摂食・嚥下，構音，また
授乳に重要な役割を果たす。その舌が舌強直症と
いった異常を呈すると，舌運動に障害をもたらす。
舌強直症の対応の多くは病態に対する術者の主観
的評価，診断によって処置が行われており，患者
の主訴との関連性に関しては不明な点が多い。
　今回我々は，舌小帯異常を主訴として初診で来
院した患者の訴えと来院までの経過を分析し，舌
小帯異常を有する患者の医療連携の実態を明らか
にすることを目的として分析を行った。

【対象と方法】
　対象は本学附属病院小児歯科外来に舌小帯異常
を主訴として来院した患児 63 名とした。資料は
初診来院時に保護者に記載を依頼した問診用紙
と，紹介状を持参した患者はその紹介状を用いた。
　調査内容は，問診用紙より年齢，主訴および来
院動機，舌小帯について指摘された経験，舌小帯
を気にしているかどうか，日常生活で気になるこ
ととした。また，紹介状持参の割合，紹介状より
依頼内容，紹介元での診察内容の記載の有無と診
療事項，所見内容，紹介元での患者の訴えの記載
の有無と記載内容について調査した。
　なお，本研究は愛知学院大学歯学部倫理委員会

（承認番号 565）の承認を得て行った。
【結果】
1．問診用紙の分析
　患者の平均年齢は 7.4 歳であった。患者の主訴，
来院動機は，「歯科の受診を勧められた」が最も
多く，「構音障害」，「摂食障害」，「形態異常」が
続いた。舌小帯について指摘された経験は，ほと
んどが医療関係者からの指摘であり，中でも「歯
科で指摘」が 64％を占めた。舌小帯に対する意
識について，半数を超える 52％が「特に誰も気

にしていない」と回答した。日常の生活で気にな
る内容は，「構音」，「摂食」が多かった。しかし
特に何も気にしていないものが 20％を示した。
2．紹介状の分析
　来院した患者のうち 83％が紹介状を持参し，
中でも歯科は 81％を占めていた。依頼内容は，「診
察，処置」依頼が 74％であり，「処置のみ」の依
頼は 26％であった。紹介元での診察内容は，簡
潔ではあるが 94％に記載されていた。その記載
事項は，所見，診断，治療方針がほぼ等分に記載
されていた。紹介元での患者の訴えの記載は
35％であり，その内容は，ほとんど「構音」であっ
た。

【考察】
　舌小帯に関連して当院小児歯科を受診する患者
は他の医療機関からの紹介が多い。患者は舌小帯
の付着状態と構音，摂食等の機能障害とは関連付
けにくいため，患者と紹介元，紹介先の共通の認
識を持つことが重要であり，医療連携による正確
な情報の伝達が必要である。
　今回の結果より，患者と紹介元の医療機関，さ
らに紹介を受けた我々専門医療機関との医療連携
には，共通した医療情報が共有できていないこと
が伺える。これは一つの要因として，舌強直症を
診断する臨床的評価基準がなく 1），共通の認識を
持った記載ができないことがある。以上より，共
有できる臨床的評価基準を構築し，医療連携に取
り入れる必要性があることが示唆された。

【文献】
 1） Segal LM, et al. Prevalence, diagnosis, and 

treatment of ankyloglossia：methodologic 
review. Can Fam Physician. 2007；53（6）：
1027-33. Review.
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当科での舌小帯短縮症患者に対する MFT について
Oral Myofunctional Therapy for Ankyloglossia Patient in Our Clinical Department

○志村菜摘＊, ＊＊，浅里　仁＊＊，茂木智子＊, ＊＊，木本茂成＊＊

Natsumi Shimura， Jin Asari，Tomoko Mogi， 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（Oral Myofunctional Therapy 
；以下 MFT）は歯列を取り巻く口腔周囲筋の機
能を改善する訓練法である。MFT による機能改
善は歯列の正常な形態を維持するための環境づく
りであり，筋圧の不均衡に起因する問題の解決策
である。舌小帯切除術前後の MFT は，舌の機能
の改善および切除後の瘢痕による後戻り防止には
欠かせないものとなっている。一般的に舌小帯切
除前は舌のコントロール，舌小帯の伸展，舌の筋
力強化を目的とした MFT を行い，術後には瘢痕
化の防止，舌のコントロール，舌小帯の伸展，舌
の筋力強化，安静時の舌位，正しい嚥下パターン
の習得を目的とした MFT を行うこととされてい
る。今回，当科で行っている舌小帯短縮症患者に
対しての MFT について報告する。

【対象と方法】
　当科では舌小帯切除術の術前最低 1 か月間，術
後に最低 3 か月間の MFT を行っている。初回は
検査と 1 回目の MFT を行う。検査項目は，保護
者へのアンケート，例文の音読，舌の随意運動機
能評価，嚥下とうがい（ぶくぶく・ガラガラ）の
観察，舌圧・口唇閉鎖力測定，顔面・口腔内の写
真撮影，鼻通気の観察，印象採得である。術前の
MFT は原則 2 回行い，その後舌小帯切除を行う。
抜糸までは MFT を中止するが，抜糸当日に 3 回
目の MFT を行い，その後 3 か月間続けて月 1 回
の MFT を行う。3 か月経過時に検査を行い，
MFT の効果について判定し，リコールにて経過
観察を行う。嚥下や構音の異常が改善していない
場合はその後 3 か月間程 MFT を継続する。検査
中および MFT 指導中はビデオ撮影を行い，機能
の評価を行っている。術後の評価項目として舌全
体を挙上した状態で小帯の伸展量を計測し，最大
開口時と比較している。患児と保護者に対しては

訓練の必要性や練習方法を十分に説明し，目標を
設定することでモチベーションの維持を図ってい
る。MFT の項目としては術前に舌挙上力，舌後
方部の筋力，必要に応じて口輪筋を強化するト
レーニングを行っている。術後には達成度に応じ，
レッスンに変化をつけるなどして，舌の機能が向
上していることを自覚させ，モチベーションの維
持につなげている。術後の MFT では，手術をし
たことによる痛みや不安などから練習を中断する
ことが懸念されるため，患児には創部が順調に治
癒に向かっていること，練習をしないと再手術に
なることなどを患児にわかりやすく説明し十分に
理解させた上で練習を再開させる。

【結果および考察】
　患児に合わせた MFT の項目，次回までの課題
や目標を設定することで自宅での練習に協力的に
なり，良好な結果につながっている。また，ビデ
オ撮影をすることで，指導の際に見落とした舌の
動きの変化や，患者の無意識の癖などを後から見
直すことができ，指導に生かすことができる。し
かし，舌小帯切除後の MFT を行った再評価の結
果では，舌突出癖等の残存により無意識化の嚥下
や構音に問題が残ってしまうことが少なからずみ
られる。その場合，嚥下指導を含めた MFT に移
行するが，嚥下，構音時の舌突出癖の評価が
MFT 指導者の経験値に頼るところが大きいた
め，経験の浅い指導者でも評価に差の出ない評価
方法が必要となる。今後は，設定した目標や検査
の数値等の結果および変化，舌の機能評価，
MFT 計画をスタッフ間や患児自身と共有できる
ような体制を整え，MFT の効果をさらに向上さ
せることを目指している。
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乳歯列期における上唇小帯の形態と付着位置の経時的変化に関する研究
―1 年間の追跡調査―

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

○稲永詠子，鈴木冴沙，下田孝義，鈴木伸江，菊池元宏，朝田芳信
Eiko Inenaga＊, Saesa Suzuki＊, Takayoshi Shimoda＊, Nobue Suzuki＊, Motohiro Kikuchi＊, ＊＊ 

and Yoshinobu Asada＊

（＊鶴見大・歯・小児歯，＊＊埼玉医大・医・口腔外科）
＊Tsurumi Univ. Dept Pediatric Dent. and ＊＊Saitama Medial Univ. Dept. Oral & Maxillofacial Surgery
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【目的】
　演者らは，上唇小帯の切除に対する治療方針決
定の一助とすることを目的に，3 歳から 5 歳まで
の幼児を対象に上唇小帯の形態と付着位置に関す
る横断的研究について報告した 1）。今回は，3 歳
から5歳の幼児を対象に1年間の追跡調査を行い，
上唇小帯の形態と付着位置の経時的変化について
若干の知見を得たので報告する。
　なお，本研究は鶴見大学歯学部倫理審査委員会
の規定に従って行われた（許諾番号 1228　2014
年）。

【研究方法】
1．被験者
　被験者は，東京都，神奈川県および茨城県の幼
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，かつ測定に支障のある疾患
等を有さない 3〜5 歳（測定開始時）の定型発達
児 197 名とした。
2．観察方法
　まず，各被験者における上唇小帯の形態と付着
位置を，演者らの過去の報告 1）（図 1）に従い記
録した。次に，この 1 年後の同月に，再度上唇小
帯の形態と付着位置を記録し，比較ならびに推移
の観察を行った。

【結果】
1．正常型の出現率
　正常型の出現率について，3 歳児は 62.1％，4
歳児は 53.4％，5 歳児は 55.8％であり，すべての
年齢において，正常型の出現率が異常型と比較し
て高かった。
2．正常型から異常型への推移
　正常型から異常型に推移したケースについて，

【正常型→Ⅰ型】の占める割合は 73.3％，【正常型
→Ⅱ型】は 20.0％，【正常型→Ⅲ型】は 6.7％であっ
た。

3．異常型から正常型への推移
　異常型から正常型に推移したケースについて，

【Ⅰ型→正常型】の占める割合は 37.5％，【Ⅱ型→
正常型】は 41.7％，【Ⅲ型→正常型】は 8.3％，【Ⅳ
型→正常型】は 12.5％であった。
　また，5 歳児において，【異常型→正常型】に
推移した割合は他の年齢と比較して有意に多かっ
た（p＜0.01）。

〈図 1〉上唇小帯の分類
【考察および結論】
　上唇小帯の形態と付着位置は，加齢により異常
型から正常型に推移する割合が多くなることが明
らかになった。また，型別の変化については，正
常型からⅠ型あるいはⅡ型に推移した割合が約
93％認められ，一方で，Ⅰ型あるいはⅡ型から正
常型に推移した割合が約 80％認められた。すな
わち，正常型とⅠ型あるいはⅡ型との間での移行
は比較的容易に起こり得ることが推察された。
　また，Ⅰ型・Ⅱ型以外は変動しにくい型である
と考えられ，Ⅲ型・Ⅳ型およびⅤ型に代表される
高位付着肥厚型（図 1）が認められた場合は，永
久前歯交換機に認められる正中離開の原因や唇閉
鎖機能に影響を及ぼすことを念頭に置いた，より
慎重な対応が必要であることが示唆された。

【文献】
 1） 鈴木冴沙，髙原　梢，酒井暢世，鈴木伸江，

稲永詠子，菊池元宏，朝田芳信：乳歯列期に
おける上唇小帯の形態と付着位置に関する調
査研究―幼児における実態調査―，小児歯誌，
57：444-450，2019.
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アデノイドによる鼻咽腔通気障害の流体力学的研究
Computational fluid dynamics study of nasopharyngeal airway obstruction caused by adenoid

○與倉杏奈，岩﨑智憲，奥　陽一郎，石丸紘子＊，佐藤秀夫，嘉ノ海龍三＊，山﨑要一
Anna Yokura, Tomonori Iwasaki, Yoichiro Oku, Hiroko Ishimaru＊, 

Hideo Sato, Ryuzo Kanomi＊, Youichi Yamasaki

（鹿大・院医歯・小児歯， ＊カノミ矯正小児歯科クリニック（姫路市））
Kagoshima Univ. Dept. Pediatric Dent and Kanomi Dental Clinic
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【目的】
　小児期の咽頭扁桃肥大はアデノイドと呼ばれ，
鼻呼吸が困難なため口呼吸が優位になるだけでな
く，顎顔面発育に影響を生じることが知られてい
る。これまで側面頭部エックス線規格写真を用い
てアデノイドの広がりを評価した研究はあるもの
の，どの程度の肥大が通気障害を生じるかは医科
領域を含めて明らかにされていない。
　本研究は流体力学解析を併用して，側面頭部
エックス線規格写真を用いて鼻咽腔気道長径によ
る通気状態の予測の可能性について検討した。

【対象と方法】
　対象は歯列咬合管理を主訴に来院し，精査の為
に CBCT 撮影を行った小児 60 名（男児 26 名 , 女
児 34 名 , 平均年齢 9.1±1.3 歳）で，アデノイド
の程度により 3 群（肥大無；G1, 中等度肥大；G2,
高度肥大；G3）に分類した。CBCT データから
側面頭部エックス線規格写真様画像を再現し，鼻
咽腔狭窄部の気道長径と断面積を計測した。更に
3 次元鼻咽腔気道モデルを構築して熱流体解析ソ
フトにて吸気時における最大陰圧を算出した（図
1）。

〈図１〉A：鼻咽腔の計測部位（点線；鼻咽腔断面，
実線；鼻咽腔抽出部位，D；長径），B：鼻咽腔断
面の計測部位（CSA；断面積，D；長径），C：鼻
咽腔気道の流体力学解析
　統計処理について，3 群の気道断面に関する比
較は ANOVA，最大圧力は Kruskal-Wallis を用
い，post-hoc は Bonfferoni の多重比較を行った。
有意水準は P＜0.05 とした。

【結果と考察】
　気道長径は G1 群 13.3 mm，G2 群 7.7 mm，G3
群 3.1 mm， 断 面 積 も G1 群 297.8 mm2，G2 群
174.6 mm2，G3 群 56.9 mm2 とそれぞれ 3 群間に

有意差を認めた（図 2）。
　鼻咽腔気道の最大陰圧は G1 群－0.4 Pa，G2 群
－2.1 Pa に対し，G3 群は－56.0 Pa と有意に大き
かった（図 3）。

〈図 2〉鼻咽腔の側面（上段）ならびに断面画像（下
段）
G3 はアデノイド（点線）による著しい鼻咽腔狭
窄を認める。

〈図 3〉鼻咽腔気道流体力学解析の結果　G3 はア
デノイド（黒矢印）のため大きな陰圧（白矢印）
が生じている。

〈図 4〉鼻咽腔気道長径と最大陰圧の関係　長径
が 5 mm 以下（点線）では大きな陰圧が生じ，
通気障害が疑われる。
　本研究からアデノイドを認める小児では鼻咽腔
気道長径が短く断面積も小さくなり，最大陰圧は
長径が 5 mm 以下で著しく大きくなり（図 4），
通気障害が生じる可能性が高いことが示された。
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小児における顔面軟組織成長変化の長期縦断研究
Morphological growth changes of facial soft tissue of children ：a long-term longitudinal study

○ 村上大輔，稲田絵美，齊藤一誠＊，海原康孝＊＊，野上有紀子＊，櫻井　薫＊＊＊，山﨑要一
Daisuke Murakami, Emi Inada, Issei Saitoh＊, Yasutaka Kaihara＊＊, 

Yukiko Nogami＊, Kaoru Sakurai＊＊＊, 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 , ＊＊＊広大・小児歯）
Kagoshima Univ. Dept. Pediatric Dent., ＊ Niigata Univ. Dept. Pediatric Dent.,

 ＊＊Ogaki Woman's College, ＊＊＊ Hiroshima Univ. Dept. Pediatric Dent.

【目的】
　顔面の形態は歯科だけではなく，様々な研究領
域で注目されている。これまで，小児の顔面軟組
織の 3 次元成長評価に関する報告は，主に横断研
究としてなされており，長期的かつ縦断的に定量
評価を行った研究はほとんどない。
　元来ヒトが視覚的に認識する顔面形態が，種々
の組織によって構成された総合的な表面形状であ
ることを考慮すると，顔面軟組織上の成長変化を
評価することは大変意義深いと考える。
　本研究では学童期小児の集団について，顔面軟
組織成長を長期的に経年評価したので報告する。
　尚，本研究に関しては鹿児島大学疫学研究等倫
理委員会の承認（190206（669）疫－改 1）を得
ており，開示すべき COI 関係にある企業はない。

【対象と方法】
1）対象
　広島県内で 6 歳から 12 歳まで経年計測が可能
であった健康な小児 57 名（男児 30 名，女児 27 名）。
2）計測
　顔面形状の計測は，非接触型 3 次元デジタイザ
VIVID910（（株）コニカミノルタセンシング，大
阪）（以下 VIVID）を用いて行った。対象児をフ
ランクフルト平面が床面と平行になるように椅子
に座らせ，視線を VIVID のカメラと同じ高さに
し，VIVID と被験者間の距離が 1.5m になるよう
に設定した。
3）解析
　VIVID に よ る
計測により得られ
た顔面軟組織の形
態データから，3
次元形状解析プロ
グ ラ ム 3D-Rugle

（（株）メディック
エ ン ジ ニ ア リ ン

グ，京都）を用いて，下図に示した 16 点の顔面
計測基準点をコンピュータ上でプロットし，距離
や角度の計測項目について成長変化を経年評価し
た。

【結果】
①距離に関する項目の解析
＜顔の幅径＞
　6〜12 歳を通して継続成長を認めたが，上顔面
については低学年において，下顔面については高
学年において成長が加速する傾向を認めた。
＜顔の長径＞
　上顔面では低学年において成長の加速を認めた
一方で，下顔面では 6〜12 歳を通して大きな成長
変化の差は認めなかった。
＜鼻の高さ＞
　6〜12 歳を通して継続成長を認めたが，特に高
学年において加速し，女児が男児に比べ先行して
成長する傾向を認めた。
②角度に関する項目の解析
＜側貌の凹凸＞
　高学年において増大し，女児が男児に比べ先行
して加速する傾向を認めた。
＜鼻の尖度＞
　6〜12 歳を通して継続増加を認めたが，特に高
学年において増加し，女児が男児に比べ先行して
加速する傾向を認めた。

【考察】
　本研究の結果から，これまで明らかとされてい
なかった顔面軟組織形態における 6〜12 歳の成長
変化を経年評価し，明確に示すことができた。
　今後はさらに解析の年齢層を広げるとともに，
3 次元座標系での評価を加え，各部位の成長の
ピークを把握していく。このことは，小児歯科臨
床において口腔筋機能療法や咬合治療を行う際
の，適切な介入時期を決定する一助になると考え
る。
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睡眠時の鼻閉塞は可徹式装置の着用を困難にする
―日本版小学生睡眠質問票を用いた評価―

Nasal Obstruction during sleep causes difficulty in wearing a removable orthodontic appliance
－ Evaluation using the Japanese Sleep Questionnaire for Elementary School Student －

○齊藤桂子，佐橋喜志夫＊，鷲野嘉映＊＊，橋口大輔，森川和政
Keiko Saito, Kishio Sabashi＊, Kaei Washino＊＊, Daisuke Hashiguchi, Kazumasa Morikawa

（岩医大・歯・小児障害歯，＊さばし矯正小児歯科，＊＊聖徳学園大学看護学部看護科）
Division of Pediatric and Special Care Dentistry, Department of Developmental Oral Health Science, 
School of Dentistry, Iwate Medical University and Orthodontics and Pedodontics Sabashi  and Gifu 

Shotoku Gakuen University Faculty of Nursing, Deptartment of Nursing
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【目的】
　可徹式装置の着用には，このコンプライアンス
を阻む生理学的な問題がある。そのひとつに睡眠
時の鼻閉塞がある。鼻閉塞による口呼吸が口腔乾
燥を惹起することで装置の着用に嫌悪感が生じる
からである。従って，装置の着用前には必ず鼻閉
塞の有無を確認しておく必要がある。
　睡眠時の鼻閉塞は鼻腔抵抗によって客観的に評
価できるが，これ以外の指標を用いて装置の着用
との関連性を調べた報告はない。そこで，睡眠時
のアンケートを指標に用いた調査を行った。なお，
本研究は岩手医科大学の倫理委員会の承認（承認
番号 01297）を得て行った。

【対象，方法】
　被検者は咬合誘導を必要とした 7 歳 1 か月から
12 歳 6 か月までの 80 人であった。使用した装置
はプレートタイプの可撤式装置であった。鼻腔抵
抗はマルチファンクショナルスパイロメーター
HI-801（チェスト社製，東京）を用いて座位と
仰臥位で測定した。睡眠時のアンケートは日本版
小学生睡眠質問票の閉塞性睡眠時無呼吸症候群の
5 項目を採用した。これは被検者と同室で就寝す
る保護者に実施した。装置の着用の調査は，日曜
祝祭日または特別な機会に中断することなく連続
した 1 週間にわたって実施した。装置を 1 週間す
べて着用した着用群と少なくとも 1 日以上を着用
しなかった非着用群に分類した。
　統計分析は装置の着用群と非着用群の鼻腔抵抗
値の差の検定を行った。鼻腔抵抗値とアンケート
の回答の合計点の相関分析を行った。装置の着用

群と非着用群のアンケートの合計点の差の検定を
行った。なお，P 値＜.05 を統計的に有意とした。

【結果】
　仰臥位の鼻腔抵抗値は非着用群 0.66±0.20 Pa/
cm3/s が着用群 0.56±0.18 Pa/cm3/s より有意に
大きかった（p＜.05）。仰臥位の鼻腔抵抗値とア
ンケートの回答の合計点との間に有意な正の相関
関係があった（c＝0.2995，p＜.01）。アンケート
の回答の合計点は非着用群 12.8±4.4 が着用群
10.4±3.4 点より有意に大きかった（p＜.05）。

【考察】
　仰臥位の鼻腔抵抗値は非着用群が着用群より有
意に大きかったことから，鼻腔抵抗の測定により
睡眠時の鼻閉塞は装置の着用を困難にすることが
確認できた。仰臥位の鼻腔抵抗値とアンケートの
回答の合計点との間に有意な正の相関関係があっ
たことから，アンケートは鼻腔抵抗の測定と同様
に睡眠時の鼻閉塞の評価が有用であったことが示
された。アンケートの回答の合計点は非着用群が
着用群より有意に大きかったことから，睡眠時の
鼻閉塞は装置の着用を困難にすることがアンケー
トにより評価できたと考える。

【文献】
 1） 三星喬史ほか：日本版小学生睡眠質問票の開

発，72（6），小児保健研究，2013，789-798.
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側面頭部エックス線規格写真と流体解析から口蓋扁桃肥大による通気障害を評価する
Evaluations of obstruction of hyperplasia tonsils by lateral cephalogram

―using computer fluid dynamics study―

○奥　陽一郎，岩﨑智憲，與倉杏奈，石丸紘子＊，佐藤秀夫，嘉ノ海龍三＊，山﨑要一
Yoichiro Oku, Tomonori Iwasaki, Anna Yokura, Hiroko Ishimaru＊, 

Hideo Sato, Ryuzo Kanomi＊, Youichi Yamasaki

（鹿大・院医歯・小児歯， ＊カノミ矯正小児歯科クリニック（姫路市））
Kagoshima Univ. Dept. Pediatric Dent and Kanomi Dental Clinic

【目的】
　小児歯科では，口呼吸や開口を主訴に来院する
場合があるが，これらの原因の 1 つと考えられる
口蓋扁桃肥大について，口蓋扁桃摘出術の適応と
なる通気障害の有無の判断は難しく，医科領域で
も確立されていない。そこで本研究では側面頭部
エックス線規格写真の咽頭気道長径から同部の通
気障害の有無の判断指標とするため，流体解析を
用いて咽頭気道長径と同部の通気状態との関連性
を検討した。

【対象と方法】
　対象は歯列咬合管理を主訴に来院し，精査の為
に CBCT 撮影を行った小児 60 名（男児 28 名，
女児 32 名，平均年齢 9.4±1.3 歳）で，口蓋扁桃
の肥大度から 3 群（肥大無；G1，中等度肥大；
G2，高度肥大；G3）に分類した。CBCT データ
から側面頭部エックス線規格写真様画像を再現し
て咽頭気道断面の長径と断面積を計測し，更に 3
次元気道モデルを構築して熱流体解析ソフトにて
吸気時における最大陰圧を算出した（図 1）。

〈図 1〉A：咽頭気道の計測部位（実線；咽頭気
道断面，点線；咽頭気道抽出部位，D；長径），B：
咽頭気道断面の計測部位（CSA；断面積，D；長
径），C：流体解析結果
　統計処理について，3 群の咽頭気道形態に関す
る 比 較 に は ANOVA， 最 大 圧 力 に は Krus-
kal-Wallis を用い，post-hoc は Bonfferoni の多重
比較を行った。有意水準は P＜0.05 とした。

【結果と考察】
　咽頭気道長径において G1 群が 9.0 mm，G2 群
が 12.3 mm，G3 群が 16.1 mm と 3 群間で有意差
を認め，断面積でも G1 群が 157.7 mm2，G2 群が
144.4 mm2，G3 群が 54.5 mm2 と有意差を認めた。
G3 群において，長径は最も長かったにもかかわ

らず，断面積は最小となる逆の傾向を示した（図
2）。また，咽頭気道の最大陰圧では，G1 群は－0.82 
Pa，G2 群は－2.12 Pa に対し，G3 群は－65.81 Pa
と有意に陰圧が大きかった（図 3）。

〈図 2〉咽頭気道の側面（上段）ならびに断面（下
段）
G3 では口蓋扁桃（点線）の高度肥大により，咽
頭気道の長径は長くなるが，断面積は小さくなっ
ている。

〈図 3〉咽腔気道流体解析の結果
G3 では高度の扁桃肥大による咽頭狭窄（黒矢印）
のため，大きな陰圧（白矢印）が生じている。

〈図４〉咽頭気道長径と最大陰圧の関係　長径 14 
mm 以上（点線）では大きな陰圧が生じ，通気障
害が疑われる。
　本研究から，口蓋扁桃肥大を認める場合，咽頭
気道長径は長くなるが断面積は小さくなり，特に
長径が 14mm を超える場合，最大陰圧が著しく
大きくなり，通気障害が生じることが示唆された

（図 4）。
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齲蝕を主訴に当科初診来院した未就学児の実態調査
―2008 年度・2013 年度・2018 年度の比較―

Survey of New Preschool Patients with Dental Caries
at Pediatric Dental Clinic of University Hospital in 2008, 2013, and 2018

○秋友達哉，浅尾友里愛，岩本優子，光畑智恵子，香西克之
Tatsuya Akitomo, Yuria Asao, Yuko Iwamoto, Chieko Mitsuhata, Katsuyuki Kozai

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

P-113

【目的】
　小児期の齲蝕は年々減少傾向にあるが，重症齲
蝕を有する小児が局在しており，「子どもの口腔
崩壊」や「健康格差」が社会問題となっている。
今回経年的な齲蝕患児の実態を把握するために，
2008 年度，2013 年度および 2018 年度に齲蝕を主
訴に当科へ初診で来院した未就学児の実態を調査
し，比較・検討を行ったので報告する。

【対象と方法】
　対象は 2008 年度，2013 年度および 2018 年度
に齲蝕を主訴に当科へ初診で来院した未就学児

（以後：未就学齲蝕患児）とした。診療録より患
児の性別・年齢，歯種別状態，居住地，紹介元を
調査するとともに，「乳歯齲蝕の重症度分類」1）を
用いて 6 段階に分類し，比較・検討を行った。
　本調査は広島大学疫学研究倫理審査委員会の承
認を得て行った（承認番号 第 E-1787 号）。

【結果】
　対象患児数は 2008 年度 96 名，2013 年度 87 名，
2018 年度 118 名であり，各年度男女比は約 1：1
と著変はなかった。各年度の当科の全初診患児に
占める未就学齲蝕患児の割合を比較すると，2008
年度 15.0％，2013 年度 18.9％，2018 年度 23.2％
と経年的に増加していた。
　年齢別で比較すると，2008 年度では 3 歳が 27
名と最も多く，4 歳，5 歳と続いた。2013 年度お
よび 2018 年度ではともに 5 歳が最も多く，4 歳，
3 歳の順であった。経年的に 5 歳の割合が増加し
ており，初診時年齢の高齢化傾向が示された。
　歯種別状態では，2008 年度と比較し，2013 年
度および 2018 年度で上顎乳前歯部により高い齲
蝕罹患率を示した。1 人あたりの dmf 歯数は
2008 年度 7.5 本，2013 年度 9.1 本，2018 年度 8.8
本であった。
　「乳歯齲蝕の重症度分類」1）にて分類した結果，
2008 年度ではⅠ度【CO〜C2 を有する】が最も多

かったのに対し，2013 年度および 2018 年度では
Ⅲ度【C3 を有しており，3 ブロック以上に C2 以
上の齲蝕を認める】が最多であり，2008 年度か
ら 2013 年度にかけて齲蝕の重症度が特に増悪し
ていた。Ⅴ度【C4 または齲蝕による早期喪失歯
を有する】以上の割合は 9〜10％と著変はなかっ
たが，Ⅴ（B）度【上下顎ともに C4 または齲蝕
による早期喪失歯を有する】は 2013 年度以降に
みられるようになった。
　居住地別の比較では，「広島市外」の割合が増
加し，「広島市内」においても当院が位置する南
区は減少し，遠方から来院する未就学齲蝕患児の
割合が増加していた。紹介元では全年度で「歯科
開業医」が最多であった。

【考察】
　全国的な小児期の齲蝕の減少とは対照的に，当
科における患者動態調査では 10 年間で未就学齲
蝕患児が増加した。「乳歯齲蝕の重症度分類」に
おいても増悪傾向を示すなど，小児齲蝕の二極化
を再認識する結果となった。患児の多くが歯科開
業医より紹介されているが，低年齢時より適切な
口腔清掃および食生活指導が行われず，齲蝕が進
行した結果紹介となったケースも増加していた。
年齢に応じた口腔清掃および食生活指導を通じた
口腔内管理は小児歯科の基本となる。残念ながら
齲蝕罹患児となった場合には，齲蝕の状態・患児
の協力度等を考慮しつつ，重症齲蝕となる前に治
療を検討していくことが重要である。歯科開業医
と専門機関が緊密に連携して，必要に応じた齲蝕
治療を含めた口腔内管理を行うことで，すべての
小児が健全な口腔育成できるよう尽力していきた
い。

【文献】
 1） 秋友達哉，他：未就学児の齲蝕重症度に関す

る研究，小児歯誌，58（1）：1-8，2020．
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小児歯科外来における初診患者の実態調査　―2008 年と 2018 年の比較―
The Fact-Findings of New Patients at Pediatric Dentistry of

Kanagawa Dental University Hospital in 2008 and 2018

〇亀倉ともみ，藤田茉衣子，浅里　仁，青木嵯由里，中村州臣，中村朋美，横山三菜，井上吉登，木本茂成
Tomomi Kamekura, Maiko Fujita, Jin Asari, Sayuri Aoki, Kuniomi Nakamura, 

 Tomomi Nakamura, Mina Yokoyama, Yoshinori Inoue, Shigenari Kimoto

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

【目的】
　近年，小児の齲蝕の軽症化と罹患率の低下に伴
い，齲蝕予防や健全な歯列・咬合育成に関する保
護者の意識も高まってきている。一方で，多数歯
齲蝕をもつ小児は少なくない。このような二極化
の背景には，小児を取り巻く環境，生活習慣等が
多様化していることがあると推測される。過去に
は多数の初診患者の実態調査が報告されてい
る 1）。本調査は，地域の医療機関と連携する大学
病院として小児歯科の役割やあり方を検討する目
的で実施した。なお，本研究は神奈川歯科大学倫
理委員会の承認（第 634 番）を得て行った。

【対象と方法】
　対象は，2008 年 1 月から 12 月までの 1 年間と
2018 年 1 月から 12 月までの 1 年間に当科を受診
した初診患者とした。初診時に保護者が記入した
小児歯科問診票と診査記録を資料として調査を実
施した。患者数，性別，初診時年齢，居住地，主
訴，紹介元の有無，祖父母の同居の有無等を調査
項目として集計および分析を行った。

【結果】
　初診患者数は，2008 年 645 名（男児 350 名，
女児 295 名）に対し 2018 年 522 名（男児 278 名，
女児 244 名）であり，19.1％の減少を示した。男
女別では，両年とも男児が多かった。
　初診時年齢は，2008 年では 2 歳が多く，次い
で 3 歳，4 歳の順であった。2018 年では，2 歳が
最も多く，次いで 6 歳，5 歳の順であった。
　居住地は，2008 年は神奈川県横須賀市が 449
名（69.6％）で最も多く，次いで葉山町が 50 名

（7.8％），横浜市 49 名（7.6％）の順であった。
2018 年は神奈川県横須賀市が 354 名（67.8％）で
最も多く，次いで横浜市が 94 名（18.0％），逗子

市 20 名（3.8％）の順であった。
　主訴は，2008 年では齲蝕関連が 40.2％と最も
多く，次いで健診や予防関連が 19.8％であった。
2018 年では，齲蝕関連が 44.3％と最も多く，次
いで健診や齲蝕予防関連が 15.7％であった。
　紹介元の有無については，2008 年では 164 名

（25.4％），2018 年では 195 名（37.4％）と，2008
年に比べ，2018 年では人数，割合ともに増加を
示した。
　祖父母の同居の有無については，有と回答した
者が 2008 年では 131 名（20.3％），2018 年では
59 名（11.3％）であり，大きく減少していた。

【考察】
　初診患者数は 2008 年から 10 年間で大きく減少
していた。初診時の年齢は 2008 年，2018 年とも
に 2 歳が最も多かった。これは，横須賀市が独自
に行っている 2 歳 6 か月児健診のためと考えられ
た。居住地は横須賀市が最も多かったが，これは
横須賀三浦地区に当院以外に小児歯科専門医の在
籍する病院がないためと推測された。近年，小児
の齲蝕歯数は減少しているが，両年ともに齲蝕を
主訴に来院する患児が最も多かった。紹介患者数
は増加傾向にあるが，当院が地域医療機関との連
携を推進していることによるものと考えられた。
また祖父母の同居の有無の変化は，核家族化の傾
向が顕著に示されていた。今後は小児の口腔内の
健全な発育に寄与するためには，小児歯科の専門
性を地域に発信し続けることが大切と考えられ
た。

【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，小児歯科学雑誌，55：
37-43，2017．
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当院における初診患者の実態調査〜新規開業後 5 年間の初診患者の記録より〜
Survey of the actual condition of patients’ at the first visit in our clinic.

From the records of the first visit patients for five years after the opening 
of the new dental office

○宮内康範＊, ＊＊，山﨑由美香＊，芝山隼平＊，石原季奈＊，佐藤可奈子＊

Yasunori Miyauchi＊, ＊＊, Yumika Yamazaki＊, Syunpei Shibayama＊, Kina Ishihara＊, Kanako Sato＊

（＊みやうちこどもデンタルクリニック（金沢市），＊＊小児歯科臨床研究会 MIOS（小牧市））
＊Miyauchi Pediatric Dental Office.  ＊＊MIOS clinical society for Pediatric dentistry.
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【目的】
　近年，少子高齢化が進み，小児の齲蝕は減少し
ている 1）。小児がおかれている環境は核家族化・
一人親世帯の増加・経済的格差など，大きく変化
している。
　歯科大がなく小児歯科専門医も少ない北陸地区
の石川県金沢市で 2013 年に小児歯科を主とした
歯科医院を新規開業してから 5 年間の診療録より
初診患者を対象に実態調査を行なうことで，齲蝕
という観点から地方における小児歯科専門医の役
割を考察した。

【対象と方法】
　対象は 2013 年度 7 月から 2017 年 12 月までに
当院を受診した全ての初診患者を対象とした。
　診療録，問診票，エックス線写真より得られた
情報を基に，年齢・性別・主訴・他医院からの紹
介の有無などの患者情報と初診時の齲蝕歯数・齲
蝕罹患型の状況などについて調べた。

【結果】
　初診患者数は全期間で 3850 人，初診時の平均
年齢は 2013 年度で 5 歳 4 カ月であったのが 2017
年度で 3 歳 8 カ月と年度を経過するごとに低下し
ていた。性別は年度によって男児が多い年，女児
が多い年と別れていたが 5 年間でみると男女比は
ほぼ 1：1 であった。
　主訴は各年度で検診希望，フッ素塗布希望の 2
つの項目の合計が 50％以上の割合を占めており，
次いで齲蝕が多かった。
　他医院からの紹介は平均で 22.2 件，2016 年度
が 42 件（5.6％）で最も多かった。
　齲蝕のある者の割合は各年度とも 5 歳代をピー
クにして年齢とともに増加傾向を認めた。年度，
年齢によって齲蝕のある者の割合が 50％を超え

ている場合も認められた。（図 1）
　3 歳代の齲蝕罹患型は 2013 年から 2019 年の 5
年間の平均で O 型は 60％，A 型と C1 型の合計
で 23.1％，B 型と C2 型の合計で 16.9％であった。

〈図 1〉齲蝕のある者の割合
【考察】
　小児の齲蝕は減少しているにも関わらず，当院
では齲蝕に罹患している患児の割合は多く，3 歳
代の齲蝕罹患型において，行政のデータ 2）（O 型
は 84.5％，A 型と C1 型の合計で 11.2％，B 型と
C2 型の合計で 4.3％）と比較して重症齲蝕に罹患
している者の割合は乖離しており，このことから
顕在化していない小児の存在が示唆される。また，
歯科大がない地方であっても歯科医院数は増加し
ている。そのような状況でこそ，小児歯科専門医
の認知を今以上に高める必要性があると同時に，
小児歯科専門医と一般開業医を含めた他の医療機
関との連携強化が求められる。

【参考文献】
 1） 厚生労働省：歯科疾患実態調査（平成 28 年度）
 2） 石川県：第 2 次いしかわ歯と口腔の健康づく

り推進計画（平成 30 年 4 月）
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当大学病院小児・障害者歯科外来における最近 5 年間の初診患者の実態調査
A survey of actual condition of new patients visiting the dental clinic for children and disabled 

persons of the university hospital in early 5 years 

○趙　継美，高木康多，高橋静香，中村光一，八若保孝
Keimi Chou, Kota Takagi, Shizuka Takahashi, Koichi Nakamura, Yasutaka Yawaka

（北大・院歯・小児障害）
Dentistry for Children and Disabled Persons, Department of Oral Functional Science, 

Hokkaido University Faculty of Dental Medicine

【目的】
　北海道大学病院は北海道という地域の特性上，
遠方から受診される方が多く存在する。一方で，
時代の変化とともに高次医療機関に求められる役
割は変化する。そこで，北海道における特定機能
病院としての意義を検討するため，2015 年から
2019 年までの 5 年間に北海道大学病院小児・障
害者歯科外来を受診した初診患者の実態調査を
行った。

【材料と方法】
　対象は，2015 年から 2019 年までの 5 年間に北
海道大学病院小児・障害者歯科外来を受診した初
診患者 1811 名である。患者の性別，初診時年齢，
主訴，居住地区，障害の有無，治療実施方法につ
いて，初診時の問診票と診療録をもとに集計を
行った。北海道大学病院自主臨床研究審査委員会
の承諾を得て行った。

【結果】
　初診患者の数は合計 1811 人で，年間平均 362.2
人であり，男女比は男性 1039 名（57.4％），女性
772 名（42.6％）であった。初診時年齢は 0 歳か
ら 66 歳で平均 7.3 歳であった。主訴はう蝕が 783
名（43.2％）で最も多く，次いで予防・精査希望
が 222 名（12.3％），歯数異常が 174 名（9.6％）
の 順 で あ っ た。 居 住 地 区 は 札 幌 市 が 1309 名

（72.3％），千歳市が 69 名（3.8％），江別市が 60
名（3.3％）の順であった。札幌周辺の都市以外に，
札幌市から 300km 以上離れた稚内市や北見市か
らもそれぞれ 21 名（1.2％），8 名（0.4％）の来
院があった。障害を有する割合は全体の39.4％で，
自閉スペクトラム症 194 名（10.7％）が最も多く，
次いで知的発達症 67 名（3.7％），Down 症候群
37 名（2.0％）の順であった。治療実施方法はレ

ストレーナーが 253 名（14.0％），徒手抑制が 152
名（8.4％），全身麻酔が 85 名（4.7％）であった。

（　）内は全体に対する割合を示す。
【考察】
　初診患者数は 2018 年が 296 名と最も少なく，
最も多かった 2015 年の 435 名と比較して 100 人
以上減少した。これは胆振東部地震による影響が
あったと考えられる。病院は休診にならなかった
が，長期間にわたる停電により，縮小診療となっ
た。また，交通機関が動かず，通院する手段が無
かったことも影響した。主訴について，う蝕が一
番多い傾向は他の報告と同様であるが，その割合
は相対的に高く，北海道が全国平均よりう蝕が多
いことを反映している可能性があり 1），大学とし
て地域全体へのう蝕予防を啓蒙する必要性が示唆
された。予防・精査希望が二番目に多かったが，
背景として周術期管理の症例数が多くなっている
ことが考えられた。周術期の口腔内管理のニーズ
は年々高まっており，今後も増加すると予想され
る。居住地域はほとんどが札幌市だったが，周辺
都市だけでなく，300 キロ以上離れた地域からも
通っており，北海道の広域性が示された。障害を
有する患者では自閉スペクトラム症が最も多く，
他大学の報告と同様の傾向が認められた。また，
身体抑制や全身麻酔が必要な患者も一定数存在し
た。本研究から，特定機能病院として求められて
いる事項について再考し，今後の診療体制見直し
の必要性が示唆された。

【文献】
 1） 厚生労働省：平成 28 年歯科疾患実態調査結

果の概要　https://www.mhlw.go.jp/toukei/
list/dl/62-28-02.pdf 
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最近の大学病院における低年齢児の齲蝕罹患状況
The recent caries incidence condition of younger children in a dental college hospital

○田村梨恵，富永早紀，根本研吾，棚瀬稔貴，田中亜生
辻野啓一郎，櫻井敦朗，新谷誠康

Rie Tamura, Saki Tominaga, Kengo Nemoto, Toshiki Tanase, Aoi Tanaka,
Keiichiro Tsujino, Atsuo Sakurai, Seikou Shintani

（東歯大・歯・小児歯）
Tokyo Dental College. Dept. Pediatric Dent.
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【目的】
　最近の歯科疾患実態調査によると，小児の齲蝕
は大きく減少している。しかし，近年の大学病院
小児歯科の受診患者来院動機は，齲蝕処置希望の
小児が増加傾向にあると報告されている。特に低
年齢児の齲蝕治療は，地域開業医では困難であり，
大学病院に紹介されることが多い。当病院の来院
患者の実態調査によると，乳歯列期にあたる幼児
期では齲蝕治療を来院動機にするものが多く，中
でも乳歯萌出期から乳歯列期初期に相当する 3 歳
以下の患者が 3 割を占めていた。萌出間もない乳
歯が齲蝕に罹患するのは大きな問題である。
　そこで我々は，低年齢児の齲蝕状況を把握する
目的で，2016 年から 2018 年までの 3 年間に齲蝕
を来院動機に本院小児歯科を受診した 3 歳以下の
患児を対象に，齲蝕罹患歯数及び齲蝕進行度の調
査を行ったので報告する。

【対象と方法】
　対象は 2016 年から 2018 年までの 3 年間に齲蝕
を来院動機とし本学水道橋病院小児歯科を受診し
た 3 歳以下の初診患児 340 名（男児 194 名 女児
142 名）である。
　これらに対して齲蝕罹患歯数および齲蝕進行度
について診療録を参考に調査を行った。齲蝕進行
度は診療録を参考に歯髄除去療法を行わずに歯冠
修復を行っているものを C2，生活歯髄切断ある
いは抜髄を行っているものを C3-A，感染根管治
療，抜歯を行っているものを C3-B とした。

【結果】
　1 人平均齲蝕歯数は 1 歳（54 名）3.7 歯，2 歳（135
名）4.9 歯，3 歳（151 名）6.6 歯であり対象者全
体では 5.4 歯であった。1 歳では上顎切歯部に多
く，上顎Aで75歯（44.6％），上顎Bで65歯（38.7％）

であった。2 歳も上顎切歯部に多かったが，上下
顎共に臼歯部の齲蝕の増加がみられた。3 歳の上
顎切歯及び上下顎臼歯では，全ての歯種に 100 歯
以上の齲蝕が認められた。
　齲蝕進行度を歯種別にみると上顎乳切歯では年
齢が上がるにつれ C3 の割合が増加していた。乳
臼歯でも同様であるが，上顎と下顎で進行度に違
いがみられた。E では 2 歳で C3 が上顎 43 歯中 4
歯（9.3％），下顎 52 歯中 8 歯（15.4％）であった
のが，3 歳では上顎 124 歯中 24 歯（19.4％）下顎
が 176 歯中 62 歯（35.2％）と下顎で進行度の強
いものが増加していた。D についても同様に，2
歳から 3 歳では下顎で C3 の割合が多くなってい
た。

【考察】
　最近の歯科疾患実態調査では 3 歳以下の小児に
は，ほとんど齲蝕がみられない。しかし，3 歳以
下の初診患者のうち齲蝕を来院動機とした患児は
50％を占め，齲蝕罹患児が未だに一定数存在して
いた。
　齲蝕罹患の多い歯種については従来の傾向と同
様であったが，萌出間もない乳歯が早期に齲蝕に
罹患していた。齲蝕感受性が低い下顎の切歯部に
も齲蝕があり，齲蝕重症度が強い患児が一定数認
められた。
　齲蝕進行度をみると年齢が上がるにつれて C3
の歯が多くなり，齲蝕罹患後に早期に進行する歯
が多く認められた。また，臼歯部では，上顎より
も下顎の方が C3 の歯がより多くなる傾向がみら
れた。上顎に比較し下顎で齲蝕進行度がより強く
なる原因は明確ではないが，上顎乳臼歯部は耳下
腺開口部に近いために自浄作用が働くことが齲蝕
の進行抑制に関与している可能性が考えられる。
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小学生のネット利用の実態と口腔衛生行動および齲蝕との関連要因について
Prevalence and associated oral health of Internet use among Japanese elementary school 

children：the Toyama Safety Internet Use Survey

○浅香有希子＊, ＊＊, ＊＊＊，佐野正之＊，星野倫範＊＊

Yukiko Asaka, Sano Masayuki, Hoshino Tomonori

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

Epidemiology and Health Policy

【目的】
　2019 年，世界保健機関（WHO）はゲームの長
時間使用で日常生活が困難になる「ゲーム障害」
を国際疾病として正式に認定した。近年，問題と
されているのは，一般的にオンラインゲームであ
る。昼夜逆転による学業不振・体力・視力低下・
睡眠障害・抑うつ・攻撃性の強化による友人関係
の悪化・万引き・窃盗など他の依存症と類似した
特徴も見られるが，患者が若年者に多いことが特
徴である。こうした健康被害の実態が明らかに
なってきたが，歯科領域での研究は未だ少ない。
そこで本研究では，小学生におけるネット使用の
実態と齲蝕に関する分析を行い，関連要因を明ら
かにすることを目的とした。

【対象と方法】
　対象は 2018 年富山安心ネット事業に参加した
富山県 110 の小学校全児童 13,413 人を対象とし
た。調査時期は平成 29 年 7 月，4〜6 年生を対象に，
自己記入式用紙を用い，児童の生活習慣・インター
ネットの使い方・口腔衛生行動・齲蝕罹患状態に
ついて回答を得た。分析対象は回答の得られた
13,092 名（回収率 97.6％），そのうち未記入のな
い 12,709 名（94.8％）とした。目的変数は調査時
に，「治療歯が 3 歯以上の者」とし，説明変数は
児童の性別・学年・生活習慣・ブラッシング回数・
ネット使用時間とした。統計分析はχ2 検定，ロ
ジスティック回帰分析を行い，SPSS 20.0 を使用
した。有意水準は 0.05 未満とした。ネット依存
はYoungのスクリーニングテスト（YDQ）を用い，
判定した 1）。

【結果】
　全児童のうち，平日のネット利用が 4 時間以上
の者は，男児 14.2％（917 人），女児 8.3％（519 人）
であった。本調査でネット依存と判定された児童
は対象児のうち，男児 4.2％（269 人），女児 1.6％

（100 人）であった。いずれも男児の方が有意に
ネット利用時間・依存率が多かった（p＜0.001）。
齲蝕治療本数と関連がみられたのは，男児では 6
年生・1 日のネット利用時間が 4 時間以上・ブラッ
シングが 1 日 1 回以下であった。女児では遅い起
床就寝時刻・ネット利用時間が 1 日 4 時間以上・
運動をあまりしないと答えた児童で関連がみられ
た（図 1）。

〈図 1〉治療歯が 3 歯以上に対するオッズ比（＊：
p＜0.05，＊＊：p＜0.01，＊＊＊：p＜0.001）
性別・学年・起床就寝時刻・運動習慣・ネット利
用時間を調整した多変量モデル

【考察】
　齲蝕治療本数と高学年，遅い起床就寝時刻，運
動不足，ブラッシング回数など従来から齲蝕の関
連要因といわれている生活習慣との間に関連がみ
られた。さらに，長時間のネット利用は，独立し
た要因として齲蝕治療本数と有意に関連が認めら
れた。従来の生活習慣に加えて，われわれ小児歯
科に携わる者もネット社会の子供たちに対する現
状を知り，対応していく必要があることを痛感し
た。

【文献】
 1） Young K. Internet addiction：The emer-

gence of a new clinical disorder. Published 
in CyberPsychology and Behavior, 1988；1：
237-244.
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当院におけるリコール患者の中断の要因について
 Factors of interruption of recalled patients in our clinic

○田迎さゆり，岩男好恵，西　めぐみ，義村晴菜，柏木伸一郎
Sayuri Tamukae, Yoshie Iwao, Megumi Nishi, Haruna Yoshimura, Shinichiro Kashiwagi

（小児歯科　柏木医院（福岡市））
Kashiwagi Pediatric Dental Office
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【目的】
　小児歯科の目的を達成するためには，リコール
の継続が必要不可欠である。そのためには，中断
者を極力減らすことが重要となる。以前リコール
継続群と中断群に分けて調査したところ，リコー
ル開始から 1 年以内の中断が多かった。それらの
結果を基に，オリエンテーション等を工夫し中断
者を減らす努力をしてきた。
　今回の調査の目的は，よりリコールの来院率を
高めるため，何年かリコールを継続しているにも
拘らず中断に至った要因を調査することである。

【対象と方法】
　対象は，初診時の必要な処置終了後 1 年以上リ
コールを継続している患者の内，平成 29 年 8 月
31 日から平成 30 年 9 月 1 日の間に来院し，その
後 1 年以上来院していない患者である。尚，18
歳以上はリコール卒業とみなし，最終来院時の年
齢が 18 歳未満の患者，男 62 名女 59 名計 121 名
を対象とした。
　調査項目は，初診時年齢，主訴，リコール希望
の有無，来院地域，受診の経緯及び中断理由であ
る。中断理由は，カルテ記載や保護者への聞き取
り等で判断した。

【結果】
　121 名の内，17 名は転居及び他院紹介であり，
止むを得ない中断であった。そこで 17 名を除い
た，残り 104 名の最終来院時の年齢分布を図 1 に
示す。中断の年齢を見ると小学校と中学校の卒業
の時期である，12 歳と 15 歳で中断する割合が高
かった。
　中断理由の分布を図 2 に示す。理由としては，
環境「子どもの出産・離婚」，忙しい「塾・部活・
保護者の仕事」，拒否「本人の意志」，矯正「紹介
を機に」である。忙しいや進学を機に，来院が難
しくなるという結果が多かった。また，離婚や新

たに子どもが生まれた等生活環境が変化したこと
や，少数ではあるが医療券の期限が切れたという
理由もあった。

〈図 1〉最終来院時の年齢分布

〈図 2〉中断理由の分布
【考察】
　今回，リコールの来院率を高めるため，リコー
ル継続者を対象に中断の要因を調査した。年齢的
には，進学の時期である 12 歳，15 歳が多かったが，
入学前のオリエンテーションやリコール間隔を再
検討する必要がある。中断理由として「忙しい」
が最も多かったが，対応としては口腔の大切さや
リコールの必要性の再確認と共に学校の長期の休
みを利用したリコール時期の提案等が必要と思わ
れる。
　今回の調査結果を踏まえ，リコール来院率の更
なる向上を目指したい。
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当大学病院小児・障害者歯科外来において来院回数が一回のみである
初診患者の実態調査

A survey of actual condition of new patients visiting the dental clinic for children and disabled 
persons of the university hospital only once

○高木康多，趙　継美，高橋静香，中村光一，八若保孝
Kota Takagi, Keimi Cho, Shizuka Takahashi, Koichi Nakamura, Yasutaka Yawaka

（北大・院歯・小児障害）
Dentistry for Children and Disabled Persons, Department of Oral Functional Science, 

Hokkaido University Faculty of Dental Medicine

【目的】
　北海道大学病院は特定機能病院として指定され
ており，遠方から受診する方が多く存在する。そ
の中に 1 回のみで当科の受診を終了する患者がお
り，必要性を感じて特定機能病院を訪れたにも関
わらず，通院の継続をされなかった理由は不明で
ある。今回我々は 1 回のみの受診で終了した症例
について調査を行ったので報告する。

【材料と方法】
　対象は，2015 年から 2019 年までの 5 年間に北
海道大学病院小児・障害者歯科外来を受診した初
診患者 1811 名のうち，初診 1 回のみの受診となっ
た 190 名である。患者の性別，初診時年齢，主訴，
居住地区，障害の有無について初診時の問診票と
診療録をもとに集計を行った。北海道大学病院自
主臨床研究審査委員会の承諾を得て行った。

【結果】
　初診 1 回のみの受診となった患者の数は 190 名
で，初診患者の 10.5％であり，男女比は男性 93
名（49％），女性 97 名（51％）であった。初診時
年齢は 0 歳から 66 歳で平均 7.2 歳であった。主
訴はう蝕が 64 名（33.7％）で最も多く，次いで
不正咬合が 17 名（8.9％），外傷が 16 名（8.4％）
の 順 で あ っ た。 居 住 地 区 は 札 幌 市 が 116 名

（61.1％），千歳市が 17 名（8.9％），江別市が 12
名（6.3％）であった。障害を有する割合は全体
の 18.9％で，自閉スペクトラム症 14 名（7.4％）
が最も多く，次いで知的発達症 7 名（3.7％），て
んかん 4 名（2.1％）の順であった。

【考察】
　特定機能病院を受診する経緯は様々であるが，
多くの場合大きな理由がある。それにも関わらず，

初診 1 回のみの受診で終了する症例が初診患者の
10.5％に認められた。その理由を調査項目ごとに
検討した。男女比としては，全体が 57：42 であっ
たのに対して初診のみで終了した患者は 49：51
でやや女性に多い傾向を認めた。平均年齢は，全
体が 7.3 歳に対して初診のみで終了した患者は 7.2
歳と違いは認められなかった。居住地区は，全体
では札幌市が 72.3％を占めたが，初診のみで終了
した患者では札幌市在住者は 61.1％と減少してお
り，遠方在住が通院の継続に障害となっているこ
とが示唆された。障害を有する割合は，全体が
39.4％であったのに対して初診のみで終了した患
者は 18.9％と大きく減少しており，当科に対して
障害を有する患者のニーズが高いことが伺えた。
また，医療面接時に既に近医を紹介してほしいと
いう患者も存在し，遠方で通院が難しいが，どこ
を受診するのが良いかわからないため，当科を訪
れたとのことだった。そのような場合には当科と
してできる限り近医を紹介させていただくが，わ
ざわざ遠方の当科まで受診しなくても案内できる
システムがあれば解決する。そのようなシステム
を構築していくことが必要だと考えられた。
　また，初診時に体動抑制を行なって来院が途絶
えた症例も存在した。当然身体抑制に対する同意，
承諾書を得た上で行なっているが，それでも耐え
られないという患者が存在したと考えられた。
　本研究より，北海道大学病院は，特定機能病院
の条件である高度な医療の提供のみでなく，一次
医療機関や行政など地域医療に関わる全ての機関
と連携して，患者にとって有益となる医療システ
ムを構築していく必要性が確認された。

P-120
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ソーシャルネットワーキングのメッセージ導入により
リコールシステムを向上させる取り組み

Improving recallsystem by adopting SNS messages

○屋敷　徹，内上堀信作
Toru Yashiki, Shinsaku Uchikanbori 

（ ドレミ歯科こども歯科）
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【はじめに】
　近年，スマートフォンの普及などによりイン
ターネット利用者は増加している。それに伴い
ソーシャルネットワーキングサービス（以下
SNS と略す）の利用者も増加している。子育て
世代は SNS 利用者も多く，従来は電話やメール
で行われていた連絡も SNS 経由で行われるよう
に変化しつつある。
　これまでリコールの連絡は郵便で行っていた。
これに加え SNS を試験的に導入することになっ
た。希望者のみ従来の郵便に代わって SNS を利
用した連絡をすることになった。利用した SNS
は LINE 株式会社の LINE であり，その運用はパ
ソコンで行った。
　2018 年 7 月より開始して 1 年以上経過した。
この間のリコール受診動向や SNS を利用したリ
コールシステムの問題点などについて考察したの
で報告する。

【対象】
　リコール受診動向については従来の郵便による
リコールの案内にかわり SNS でのリコールの案
内を希望した患者 86 人（以下 S 群と略す）を対
象とした。また，現在も郵便によるリコール案内
を行っている患者のうちの 86 人（以下 C 群と略
す）を対照とし，比較した。C 群は S 群のそれぞ
れの患者の患者番号以降直近の 12 歳未満の患者
を抽出した。

【結果】
　まずリコール連絡後の受診状況について連絡後
2 か月以内の受診，3 か月以降 6 か月以内の受診，
7 か月受診なしの割合を連絡数ベースで比較し
た。連絡後 2 か月以内の受診が S 群では 74.5％，
3 か月以降 6 か月以内の受診が 12.4％，7 か月受
診なしが 13.1％。C 群では連絡後 2 か月以内の受

診 が 63.3 ％，3 か 月 以 降 6 か 月 以 内 の 受 診 が
12.2％，7 か月受診なしが 24.5％であった。
　次に期間内にリコール連絡以後概ねどれくらい
の時間で受診したかを人数ベースで比較した。S
群では 2 か月以内が 44.2％，3 か月以降 6 か月以
内が 24.4％，7 か月以上が 31.4％であった。C 群
では 2 か月以内が 25.6％，3 か月以降 6 か月以内
が 17.4％，7 か月以上が 57.0％であった。

【考察】
　S 群のほうがリコール連絡が受診につながって
いる傾向がみられた。ただ，S 群は SNS での連
絡を希望し，SNSで連絡をとってきた患者であり，
C 群と比較してリコール受診に積極的だと考えら
れる。そのためリコール連絡を完全に SNS メッ
セージに切り替えた場合，S 群ほどにはリコール
連絡が受診につながらない可能性も考えられる。
　SNS を利用したリコールシステムの問題点の
ひとつとして実際にリコールの連絡をとるのには
いくつかの過程を経る必要があることが挙げられ
る。リコールの連絡をとるまでに，まず QR コー
ド等で登録してもらう。次にこちらから ID と氏
名を紐付けるための情報の送るよう依頼する。そ
れに対する返信を受けて SNS の ID と患者を紐付
ける。その後リコールの時期にメッセージを送信
するといういくつかのステップが必要になる。ま
た，患者が SNS の ID を変更して連絡が取れなく
なることもあった。
　リコールの連絡を全面的に SNS のメッセージ
に切り替えるのは現時点では難しいと考える。当
面は現在の郵便を主に，希望者に対しては SNS
のメッセージを使うのを継続する予定である。
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小児歯科オンライン診療の試みとその評価
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【緒言】
　歯学部附属病院小児歯科外来は学内学外への往
診や症例相談に応じている。今後，限られたマン
パワーの中できめ細かいサービスを可能にするた
めには，オンライン診療システムの応用が有用で
ある。これにより小児の口腔所見を良質な画像情
報として小児歯科への安全に送信し，速やかな応
答が可能になる。そこで，口腔病変への速やかに
対応することをめざして，オンライン診療システ
ムを試行し，その意義について検討することを目
的として，実施担当者から得られたシステム運用
に対する評価を資料とした質的研究を行ったので
報告する。

【方法】
　撮影方法とオンラインシステム：歯科用口腔内
カメラ（Dental X MirrorTM，以下 DM）やスマー
トフォン（以下 SP）で小児の口腔内動画を撮影
した。DM はコードレスで先端部は 10×10 mm，
感染防護用カバーを付けた。オンラインシステム
は，YaDoc（（株）インテグリティ・ヘルスケア）
を用い，撮影した画像を小児歯科外来へ送信した。
受信側では画像と症状などを確認後，応急対応や
ケア法に関する情報を返信した。システム利用に
先立ち，保護者や看護者が口腔所見を撮影して歯
科へ送信するためのフローやマニュアルをコンパ
クトな A4 サイズに作成し，DM に添えた。
　オンライン診療活動を試行後に，実施担当者に
感想を自由記載させ，SCAT1）法を用いた質的分
析を行った。

【結果】
　DM での撮影は容易で，動画は最適な静止画部
分を切り取り送信できた。また，SP で口腔内外

を大まかにとらえ，DM で高倍率の画像を補うこ
とができた。
　試行後における実施担当者からの評価を分析し
たところ，SCAT 分析の理論記述において，保
険収載が行われている医科オンライン診療におけ
る問題点と課題を歯科医療の視点から検証するこ
とや，小児歯科から速やかに十分な内容を返信す
るための資料を整える必要性が指摘された。また
将来課題としては，オンライン歯科診療によるモ
ニタリング手法の開発なども提示された。

【考察】
　オンライン歯科診療は，全世界を対象にして医
療者間の情報共有やカンファランスや会議，なら
びに教育機関，行政，解剖・虐待・犯罪の現場な
どの交信が安全，容易に行えることが確認できた。
医療者数の不足，多忙さの改善，より高品質の医
療を広く届けるためにもこの診療システムを多職
種で速やかに活用する意義は大きい。また，医科
のオンライン診療を参考にした費用対効果の検証
結果を参考にすべきで，小児歯科側から発信した
歯科衛生教育や，口腔ケア指導用ビデオやファイ
ルを改善して e-learning を開始することで，看
護者だけでなく全ての人に良質な健康教育の提供
が可能になる。近く動画送信も可能になると予想
されることから，遠隔臨床教育や遠隔医療へのさ
らなる応用が期待できた。

【文献】
 1） 大谷尚：4 ステップコーディングによる質的

データ分析手法 SCAT の提案，名古屋大学
大学院教育発達科学研究科紀要（教育科），
54：27-44，2007.
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障害者歯科医療を地域で支えるための取り組みについて
Ways to receive dentistry for persons with disabilities in local communities
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【目的】
　食べることが大きな喜びである障害者にとって
日常的な口腔ケアとともに，歯科医療機関での定
期的な歯科検診や予防処置を行うことは歯科に対
する警戒心を軽減する大変重要な機会と考える。
東京都では，対応が難しい症例は専門的な医療機
関に紹介し，一方で，障害のある方が身近な地域
で定期的，継続的に口腔衛生管理が受けられるよ
うな体制づくりを課題としている。このたび本学
障害者歯科では「地域で支える障害者歯科医療」
を推進し，障害者が通い易い地域の歯科診療所を
かかりつけとし，治療が困難な場合は高次医療機
関にかかることができるような体制づくり，連携
の構築を目的として地域の現状を把握するためア
ンケート調査を行ったので報告する。
　なお，令和元年度「障害者歯科医療推進モデル
事業」を東京都より受託し，その中でアンケート
調査を行った。

【対象と方法】
　本学の所在地は東京都大田区であるため，医療
圏内の大田区品川区にて障害者歯科医療に関わる
関係団体を対象とし，歯科医療機関および利用者
の双方向からアンケート調査を実施した。歯科医
療機関として地域の歯科診療所，障害者歯科に関
し専門性の高い医療機関へ「障害者歯科診療に関
するアンケート調査」を依頼した。調査内容は，
所在地，スタッフ数，バリアフリーの状態，車い
すの通院の可否，障害者の受診状況，各障害に対
し対応している診療内容，障害者歯科診療が困難
となる要因等を調査した。
　利用者として，障害福祉サービス事業者，自治
体等の関係団体へ「歯科受診に関するアンケート
調査」を依頼した。調査内容は，障害の種類，移
動方法，介助者などの情報，かかりつけ歯科医が
有りの場合の探した手段，通院している理由，通

院頻度，通院時の内容について，無しの場合の理
由について，家や施設の近くに通える歯科診療所
があれば通院すると回答した場合の通える地域，
治療時に困ること，歯科医療機関に望むこと等，
通院しない場合の理由等を調査した。

【結果】
　歯科医療機関からの回答数は 140 件であり，車
いすの通院可能が 96 件，各障害の受診状況は，
知的能力障害について，受診したことがあるは
58 件，定期的に受診しているは 34 件であった。
自閉スペクトラム症について，受診したことがあ
るは 32 件，定期的に受診しているは 19 件であっ
た。また障害別の受け入れ可否については，どの
障害であっても，歯科相談，歯科検診，歯磨き指
導については約半数の歯科医院が受け入れ可能と
回答していた。
　利用者からの回答数は 146 件であった。記入者
は保護者が 94 件，施設職員が 30 件，本人が 9 件，
補助の元本人が 8 件であった。患者の性別は男性
80 件，女性 63 件，患者の年齢は 2〜71 歳であった。
障害は複数選択とし，知的能力障害が最も多く
108 例であった。歯や口に関して困っていること
は，検診をしてほしいが最も多く 18 件であった。
かかりつけ歯科医に通っている理由は，家や職場
から近いが最も多く 20 件であった。

【考察】
　今回のアンケート調査の結果から，多くの障害
者はかかりつけ歯科医があり，家や職場から近い
ところを選択していることがわかった。障害者が
近くの歯科診療所で歯科検診や口腔衛生管理を受
け，治療が困難な場合は高次医療機関へ紹介する
連携構築のため，ツールとして障害者歯科診療に
特化した診療情報提供書等の作成を進め，関係団
体と情報共有を行っていく必要があると考える。
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本学小児歯科における全身麻酔下歯科治療の実態調査
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【目的】
　近年，時代の変化とともに多様なニーズへの対
応が求められており，本学小児歯科の外来患者数
や主訴にも変化が認められた 1）。当科では，以前
より歯科治療の際に特別な対応が必要な心身障害
児や不協力児に対して，全身麻酔下での歯科治療
を行っているが，外来患者同様に，対象患者や治
療内容等に変化が生じていると推察される。そこ
で今回我々は最近 5 年間の全身麻酔下治療の現状
を把握し，大学病院小児歯科が担うべき役割につ
いて再考する目的で実態調査を行った。

【対象と方法】
　2015 年 1 月から 2019 年 12 月までの 5 年間に，
本学歯科病院小児歯科にて全身麻酔下で治療を実
施した症例を対象に，性別，年齢，居住地，既往
歴，処置歯数，処置内容，処置時間等の調査を行っ
た。既往歴についてはⅰ：非協力や歯科治療恐怖
症で明らかな疾患のない群，ⅱ：発達障害群，ⅲ：
精神障害群，ⅳ：身体障害群，ⅴ：内科的疾患群，
ⅵ：症候群や染色体異常群の 6 群に分類した。な
お本研究は，昭和大学臨床試験審査委員会の承認
を得ている（承認番号：DH2017-022）。

【結果】
　調査対象期間内に全身麻酔下にて行われた歯科
治療は 5 年間で計 512 例であり，年々増加傾向に
あった。内訳としては外科処置が 377 例，齲蝕処
置が 135 例であり，どちらも年々増加していた。
性別は男児 317 例，女児 195 例で，男児の方が多
かった。患児の居住地は当病院が位置する大田区
が 105 例（20.5％）と最も多く，次いで隣接する
世田谷区，神奈川県川崎市の順であった。東京
23 区からの来院は全体の 67.0％を占めた。
　外科処置を行った症例のうち，障害や疾患を有

する症例（ⅱ〜ⅵ群）は殆ど認められなかった。
処置内容は過剰歯抜去が 203 例（53.8％）と最も
多く，次いで顎骨嚢胞摘出 129 例（34.2％），歯
牙腫摘出 28 例（7.4％）の順であった。外科処置
を行った患児の平均年齢は 9 歳 0 か月で，麻酔時
間は平均 103.7 分，手術時間は平均 55.9 分であっ
た。
　齲蝕処置を行った症例のうち，疾患を有しない
治療困難児（ⅰ群）は 34 例（25.2％），障害や疾
患を有する症例（ⅱ〜ⅵ群）は 101 例（74.8％）
であった。内訳は，ⅱ群が最も多く 76 例（56.3％）
であった。総処置歯数は 884 歯であり，内訳とし
てコンポジットレジン修復が 508 歯，歯髄処置が
222 歯，抜歯が 129 歯，既成乳歯冠が 36 歯，予防・
保隙処置が 20 歯であった。齲蝕処置を行った患
児の平均年齢は 9 歳 10 か月で，麻酔時間は平均
133.0 分，手術時間は平均 89.1 分であった。

【考察】
　少子化が社会問題となっている中当科の全身麻
酔の適用患者数は増加傾向を示した。来院患者の
居住地より，当科が周辺地域における歯科の高次
医療機関として認識されその役割を担っていると
推察される。齲蝕処置において，従来は発達障害
のある症例が主であったが，入院という環境変化
に伴う患者の心理的負担等を考慮し，日帰りを含
めた全身麻酔法が選択できるよう入院システムを
整えたことで患者の多様なニーズに対応可能に
なった。今後も大学病院小児歯科の特性を活かし，
地域の小児歯科医療に貢献していきたいと考えて
いる。

【文献】
 1） K. Nagata, et al.：Jpn. j. Ped. Dent., 57（4）：

451-456, 2019.
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当院小児歯科における全身麻酔患者の実態調査　―歯科衛生士の役割―
Survey of general anesthesia patients in our pediatric dentistry 

―The role of dental hygienists―

○中野裕子，湯浅健司
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（社会医療法人 雪の聖母会 聖マリア病院・小児歯科（久留米市））
Our Lady of the Snow Social Medical Corporation St.Mary’s Hospital Dept.Pediatric Dent.
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【目的】
　当院は，地域医療支援病院として地域の医療機
関と連携して診療を行っている。地域の歯科医院
では治療困難な非協力児や障がいを持った方，外
科治療の必要な方などが紹介で来院されることも
多い。その中でも外来治療が困難な方は，全身麻
酔下にて歯科治療を計画するケースを多く認め，
年間約 160 例の全身麻酔をおこなっている。今回
我々は，全身麻酔患者の実態について調査すると
同時に，全身麻酔に至るまでに歯科衛生士が担う
業務 1）について，プロトコールの見直しと考察
を行った。

【対象と方法】
　当院で全身麻酔を行った 2018 年 7 月から 2019
年 6 月の 1 年間の 160 症例を対象に，治療内容，
基礎疾患，入院形態（日帰り，宿泊）について調
査を行った。また，歯科医，麻酔科医，手術室看
護師，病棟看護師，ソーシャルワーカー，医事科
などの多職腫と効率よく連携を図るための，プロ
トコールの見直しを行った。

【結果】
　治療の内容は，齲蝕治療 70％，過剰埋伏歯抜
歯 20％，舌小帯形成手術 7％，歯牙腫摘出 2％で
あった。
　基礎疾患は，歯科恐怖症　71％，発達の遅れ　
26％，心疾患 3％であった。
　入院形態は，日帰りが 48％，前泊入院が 27％，
術後 1 泊が 24％，他科入院が 1％であった。

【考察および結論】
　治療内容としては約 7 割が齲蝕治療であり，約
3 割が外科的治療であった。基礎疾患は，約 7 割
が健常者（歯科治療恐怖症）であり，障がい者は
約 3 割であった。
　近年，外来での抑制治療に対し，抵抗を感じる

保護者が増加している。その結果，全身麻酔の需
要が増え，当院では治療を受けるまで現在約半年
待ちの状況である。全麻を希望された患者でも，
歯科医が外来治療可能であると判断した場合，外
来での治療を勧めるためのコーディネートを歯科
衛生士が行い，外来治療への誘導も行っている。
また，全身麻酔の直前に体調不良でキャンセルが
生じた際は，そのまま手術を入れないのではなく，
差し替えを迅速に行うようマニュアルの作成を新
たに行い，稼働率を上げるために役立てている。
　医療者からみて，全身麻酔が最良の方法に思え
ても，保護者からは全身麻酔に対して受け入れら
れない場合もあり，迷いがある患者側の意向をそ
のままにして全身麻酔の話が進むと直前キャンセ
ルになってしまう例もあるため，歯科衛生士は患
者にとって最良の利益となるような選択ができる
よう，患者側／治療医／歯科麻酔医としっかり連
携を取ることが重要である。患者側から病歴や身
体情報を採取する際に，患者側の希望にも注意を
払うよう心がけることが，トラブルを未然に防ぐ
ための情報管理の業務と考えられる。
　地域の医療機関から紹介で来院された患者様を
治療して逆紹介するまで，多職種がスムーズに連
携し，患者様が安心して治療を受けられるよう院
内マニュアルを充実させ，「快適で安全な歯科治
療」に貢献したい。

【文献】
 1） 志岐晶子 日帰り全身麻酔における歯科衛生

士の役割 小児歯科臨床，第 24 巻 54 号 58-
65，2019.
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当センターこころの診療病棟における歯科衛生士の取り組みと実態調査
Investigation and actual survey of dental hygienists in the medical ward of our center

○横山恭子，後町真弓，小川綾野，成瀬正啓，佐々木康成
Kyoko Yokoyama, Mayumi Gocyo, Ayano Ogawa, Masahiro Naruse, Yasunori Sasaki

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

【目的】
　当センターこころの診療病棟は，40 床で児童
思春期精神科患者が入院している。精神症状によ
り社会生活能力が低下し，口腔衛生状態を良好に
保つのは難しい状況である。摂食障害患者は，入
院患者の中で割合が高く，罹病期間の長期化に伴
い唾液流出量が減少し口腔乾燥が発現，自浄能力
の低下，過食期の齲蝕リスクと味覚の異常が報告
されている 1）。我々は，病棟にて検診，歯みがき
指導を開始した。その取り組みと実態について報
告する。

【対象と方法】
　対象は，2018 年 7 月から 2019 年 7 月までに当
センターこころの診療病棟に入院した患者 58 名
中検診，歯みがき指導希望のあった 40 名（表 1）
である。調査方法は，診療記録をもとに疾患別の
口腔内所見，訪問回数，訪問期間，歯科外来での
治療の有無を後方視的に調査した。

〈表 1〉性別対象者数と年齢の内訳
【結果】
　1）ICD-10 による疾患内訳（重複あり）は，摂
食障害 18 名（45.0％），次いで多動性障害，行為
障害，情緒障害 9 名（22.5％），神経症性障害 6
名（15.0％），広汎性発達障害 5 名（12.5％）であっ
た。
　2）疾患別の口腔内所見（重複あり）は，摂食
障害は 10 名に歯石付着，清掃不良，歯肉炎があり，
3 名が齲蝕であった。多動性障害，行為障害，情
緒障害は全員が清掃不良，歯肉炎であった。その
うち 5 名に歯石付着も認められ，4 名が齲蝕であっ
た。広汎性発達障害は 4 名に歯石付着，清掃不良，
歯肉炎が見られた。また，口腔乾燥や自傷行為に
よる歯肉退縮などの口腔内所見が見られた。

〈図 1〉疾患別口腔内所見
　3）外来での処置は，乳歯抜歯 11 名，齲蝕治療
7 名，機械的歯面清掃 2 名，シーラント 1 名であっ
た。
　4）訪問期間，訪問回数がともに多かったのは，
広汎性発達障害と神経症性障害をもつ 2 名であっ
た。

【考察】
　1）摂食障害の割合が高かったのは，栄養管理
を含めた全身管理を行える小児専門の総合医療機
関であるためと考えられた 2）。
　2）摂食障害患者には口腔乾燥が見られ，歯科
的リスクが高くなり，口腔環境の悪化を確認した。
これは，井上らの報告と一致していた。
　3）歯科衛生士が訪問することで外来受診へ繋
げるきっかけになったと考えられた。
　4）個別に対応が必要であり，人や環境に慣れ
るまでの時間を有することが多い。その為，病棟
看護師と情報共有が重要であると考えられた。更
なる対応方法は今後の課題である。

【文献】
 1） 井上裕之，他：摂食障害患者のう蝕罹患状況

とその考察，日本小児歯科学雑誌，57（2）：
100-107，2003．

 2） 庄紀子，他：児童精神科専門病棟があるこど
も病院―入院・外来診療と地域連携の試み―
46（1）：21-22，2017．

8歳~ 9歳~ 10歳~11歳~12歳~13歳~14歳~15歳~ 16歳 合計

男子(名) 0 1 2 3 2 3 3 0 0 14
女子(名) 1 0 1 9 6 0 8 0 1 26

5.齲蝕

1.歯石

6.口腔乾燥

2.清掃不良/歯肉炎 3.CO 2.乳歯抜歯/晩期残存

8.矯正中7.歯肉短縮

総合失調症

軽度知的障害（精神遅滞）

チック障害
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小児歯科患者の保護者における保健医療情報の収集に関する調査
Study on the Collection of Health Care Information with Parents of Pediatric Dental Patients

○佐久間信彦
Nobuhiko Sakuma

（さくま小児歯科クリニック・広島市）
Sakuma Pediatric Dental Clinic

P-127

【目的】
　近年のインターネットの普及等で様々なメディ
アにおいて保健医療情報が取り上げられていて，
直接の医療者以外の情報源から，健康・病気に関
する情報を収集する機会が増加している。しかし，
その情報は大量かつ一方向で，患者側に混乱や誤
解が生じ，また内容自体の正確性に疑問を感じる
ことも少なくない。また，従来のリーフレット等
の紙媒体による情報も増加しているが，配布だけ
に終わっていて，有効な活用はされていない。本
研究では，小児歯科患者の保護者がどのような方
法で保健医療情報を収集しているか，その現状を
明らかにするとともに，医療者ではない者が必要
とする情報を安心して収集することができるよう
な，医療者側からの情報提供のありかたについて
考察する。なお，本研究は日本小児歯科学会研究
倫理審査委員会の承諾（許可番号 19-04）を得て
実施した。

【対象と方法】
　当院に定期的に受診している 4〜12 歳の患者の
保護者 188 名を対象に無記名のアンケート調査を
行った。

【結果】
1　子どもの健康とインターネットによる情報と
の関わりについて
　①子どもの健康について情報を得る際にイン
ターネットを 51.4％が「よく利用する」，41.6％
が「ときどき利用する」と回答した。それらのう
ち，インターネットで疑問が解決するかどうかの
質問に対しては，「解決することが多い」8.1％，「疑
問は残るがほぼ解決する」36.6％，「どちらとも
いえない」51.8％，「解決しないことが多い」3.5％
であった。またインターネット上の情報の信頼性
については，「信頼できる」3.0％，「やや信頼で
きる」40.2％，「どちらともいえない」56.2％，「信
頼できないことが多い」0.6％であった。
　②子どもの口腔の健康についてインターネット

を利用したかどうかについて，63.6％が「利用し
たことがある」回答し，その内容について「むし
歯 」49.6 ％，「 歯 並 び 」59.0 ％，「 歯 の 外 傷 」
29.1％，「歯肉炎や歯石」10.3％，「治療時の対応
方法」11.1％，「歯科治療の料金」12.0％であった。
また，その情報についての感想として「情報が多
すぎる」57.0％，「わかりやすかった」42.1％，「内
容が専門的すぎる」10.5％，「情報がおおざっぱ
すぎる」9.6％，「本当に必要な情報が書いていな
い」7.0％であった。
2　子どもの健康と紙媒体による情報との関わり
について
　①医療機関や公的な施設等で配布している健康
に関するリーフレット等の扱いについての質問に
対しては，「受け取る」5.9％，「ときどき受け取る」
37.1％，「あまり受け取らない」56.5％，「受けと
りたくない」0.5％であった。
　②受け取って持ち帰ったリーフレット等を読ん
でいるかどうかについては「必ず読む」23.7％，「読
んだり読まなかったりする」60.7％，「読まない
ことが多い」14.5％，「読まない」1.1％であった。

【考察】
　多くの保護者が子どもの健康に関する情報をイ
ンターネットで得ているが，疑問が解決する一方，
内容について信頼性や過度な情報量等に問題を感
じている保護者がいることが明らかになった。イ
ンターネットに情報を提供する医療者は内容等に
責任を持って発信する必要性があるとともに，
我々の日常臨床においては，多くの保護者があら
かじめインターネットで情報を得て来院している
ことを意識しながら子ども個人に合致した十分な
説明をする必要があると思われる。また，紙媒体
については一方的に配布する場合は興味がなけれ
ば読まないことも多く，配布の際は子どもの現状
と関連させ内容を説明して効果を高める必要があ
る。
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低年齢児を持つ養育者へ歯科からの支援方法
Dental support for caregivers with young children

○中村ゆかり，山内哲哉，山内楓子
Yukari Nakamura, Tetsuya Yamauchi, Fuko Yamauchi

（やまうち小児歯科　岐阜県中津川市）
Yamauchi Pediatric Dent

【目的】
　当院では，低年齢児の養育者向けの『バナナく
らぶ（0 才からの口腔育成個別サポート）』を実
施している。内容としては，齲蝕や不正咬合の予
防に関する知識，ブラッシングや摂食の指導など
の個別対応で全 5 回である。今回，養育者の要望
を把握しバナナくらぶの指導内容を充実させるこ
と及びこれからの小児歯科からの支援方法を考え
る目的にアンケート調査を行った。

【対象と方法】
　対象は，2017 年 7 月から『当院のバナナくらぶ』
全 5 回を修了した低年齢児の養育者を対象（151
名）とした。（有効回答 87 名（57.6％）質問内容は，
①バナナくらぶを受ける前に困っていた事，不安
だった事②各回で良かった事③バナナくらぶで改
善して欲しい事④今後希望される教室⑤バナナく
らぶ卒業後の現在，心配な事や不安な事の有無に
ついての計 5 項目とした。尚，回答者には本研究
の主旨を説明し同意を得られている。

【結果】
　①バナナくらぶを受ける前に困っていた事に対
し「歯みがき（21.2％）や歯並び（20.7％）」と並
んで「食べ過ぎ，食事の時間がかかる（18.9％）」
であった。
　②各回で良かった事に対し，第 1 回目は「歯並
びに関する情報（40.5％）」，第 2 回・4 回目は「仕
上げ磨きの練習（42.8％）」，第 3 回・5 回目は「食
べ物の大きさ・固さ（36.8％）」であった。
　③バナナくらぶで改善して欲しい事に対し「な
し（76.1％）」が最も多く，次いで時間帯や回数
延長の希望などがあった
　④今後希望される教室に対し，「歯みがき練習
教室（28.4％）」「親子体操教室（29.1％）」「親子
料理教室（25.5％）」であった。
　⑤バナナくらぶ卒業後の現在，心配な事や不安
な事の有無に対し，「ない（43％）」「ある（57％）」

であった。
　調査結果より養育者は，困っていた事の対応方
法や個別指導といった，我が子の現時点について
知りたいという事が伺えた。
　また，こちらが情報を伝えた事で我が子の状態
と比較し，今まで気になっていなかった事が，逆
に養育者の心配や悩みに繋がったケースもあっ
た。

【考察】
　歯科医院では，指導内容が歯科に関する情報だ
けになりがちだが，実際に養育者が一番困ってい
る事は必ずしも一致せず，子どもに対する日々の

『食』や『成長』である場合が多い。インターネッ
ト等で情報はあるものの，核家族，ワンオペ育児，
共働きなどの影響で毎日の子育ての相談先や自信
をつける機会が不足していると感じた。その為に
養育者の相談先としての受け皿のレベルアップや
バナナくらぶ卒業後の定期検診でのフォローの強
化を医院全体で取り組み，より子育てを楽しめる
ような支援をしていきたい。また，低年齢児のう
ちに毎日の生活習慣を見直す事で，結果的に本来
我々が守りたい齲蝕や不正咬合の予防に繋がると
思う。
　小児歯科が子育て支援の機関として機能する事
が望まれる。

＜図１＞○○○○○○○○○○○○○○
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①歯みがき

②歯並び

③寝ない

④口ポカン

⑤相談先が無い

⑥食が細い・食べ過ぎ

⑦早食い・食事の時間…

⑧その他

バナナくらぶを受ける前に困っていた事、

不安だった事は何ですか？

P-128
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園児歯科健診の結果と生活習慣との相関
Correlation between children’s dental checkup results and lifestyle habits 

○穴原民江，＊浅川麻美，＊＊若月宏之，浅川剛吉，船津敬弘
Tamie Anahara, ＊Asami Asakawa, ＊＊Hiroyuki Wakatuki, Takeyoshi Asakawa 

and Takahiro Funatsu

（昭和大・歯・小児歯，＊ファミーユこども歯科，＊＊こどもの歯医者さん）
ShowaUniv. Dept. Pediatric Dent. and ＊Famille kodomo dental clinic，

＊＊Kodomo-no-haishasan

P-129

【目的】
　近年，小児期の齲蝕が減少し，幼稚園や小学校
の歯科健診において，齲蝕のない小児が増えてい
る。一方，未だに多数歯齲蝕のある小児も認めら
れる。齲蝕罹患の原因については多因子があると
考えられるが，今回我々は，現代の生活習慣によ
る齲蝕罹患のリスクについて，千葉県流山市の幼
稚園と，近年再開発が認められる埼玉県八潮市の
幼稚園の保護者を対象に意識調査を行い，小児の
口腔内状況と比較して，生活習慣や意識の地域差
と齲蝕の関連について調査，分析したので報告す
る。

【対象と方法】
　2018 年 6 月に埼玉県の C 幼稚園と千葉県の K
幼稚園で行われた幼稚園での歯科健診を受けた園
児のうち，保護者がアンケートに回答した 3 才か
ら 6 才までの 422 名（C 幼稚園 329 名，K 幼稚園
93 名）である。口腔内診査は歯の萌出状況およ
び齲蝕罹患状況を調査した。また，家庭での生活
習慣に関するアンケートを実施し，①生活習慣②
食生活習慣③歯磨き習慣について調査した。

【結果】
　1．口腔内状況：齲蝕罹患率は C 幼稚園では 3
才 12％，4 才 26％，5 才 33％，K 幼稚園では 3
才 16％，4 才 19％，5 才 31％であった（図 1）。

〈図 1〉齲蝕罹患率の比較

　2．生活習慣：C 幼稚園，K 幼稚園ともに早寝
早起きや毎日朝食を食べるなど，規則正しい生活
習慣が身についている園児が多かった。食生活習
慣では，おやつに糖分が入った物を与えている保
護者が 98％であったが，糖分が入った飲料を与
えている保護者は 55％であり，飲料に含まれる
糖分に注意をしている傾向が認められた。
　3．生活習慣と口腔内状態の関連：糖分が含ま
れる飲料を日常的に摂取している園児に齲蝕が多
い傾向にあった。
　4．両幼稚園の比較：C 幼稚園は K 幼稚園と比
較して，4 本以上の処置歯，未処置歯を保有する
園児を有意に多く認め，口腔内の齲蝕罹患状況に
ついて二極化傾向が認められた。

【考察】
　両幼稚園ともに園児は規則正しい生活をしてい
た。小児期の栄養習慣が歯科保健の自立習得の過
程に影響を及ぼすとみられるとの報告もあり 1），
この時期の規則正しい習慣が学童期の齲蝕罹患に
も影響があると考えられる。C 幼稚園児の口腔内
の状態に二極化傾向が見られたのは，再開発によ
る県外からの人口の流入により，保護者の口腔衛
生習慣や食生活に対する意識が多様化しているこ
とが一因と考えられる。これらの結果より地域性
を考慮した保健活動を行うことが必要であること
が示唆された。

【文献】
 1） 河原林 , 啓太他：齲蝕罹患と生活習慣の相関

と そ の 解 決 課 題， 小 児 歯 誌，56：26-32，
2018．
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当院における心臓血管外科手術入院患児への
周術期口腔機能管理の現状と今後の課題

Current States and Issues of Peri-Operative Oral Function Management for Cardiovascular 
Surgical Inpatient in Our Children Hospital

○野瀬可奈子，青木恵美，江野由紀子，松石裕美子，柳田憲一
Kanako Nose, Megumi Aoki, Yukiko Eno, Yumiko Matsuishi, Kenichi Yanagita

（地方独立行政法人福岡市立病院機構　福岡市立こども病院　小児歯科（福岡市））
Fukuoka Children’s Hospital Pediatric Dentistry

【目的】
　近年，周術期口腔機能管理による全身合併症の
予防効果が明らかになり，口腔機能管理を行うこ
とで術後合併症の発症が抑えられることや，在院
日数の短縮などについて明らかにされている 1）。
しかし，小児の先天性心疾患に限った報告はほと
んどない。そこで，当院での心臓血管外科手術入
院の実態，周術期口腔機能管理の状況を調査し，
今後の歯科の介入の要点を明らかにすることとし
た。

【対象と方法】
　平成 28 年 4 月から平成 31 年 3 月までに当院に
て心臓血管外科手術を受けた患者で，匿名での情
報やデータの使用について同意を得られている 0
歳から 19 歳の患児 813 名（男児 451 名，女児
362 名）の手術 969 件を対象とした。電子カルテ
より患児年齢，術前の歯科介入の有無，術直後の
PICU 入室日数，手術後の抜管までの日数，歯科
衛生士による術後の介入回数，手術から退院まで
の日数について調査を行った。なお，本調査は当
院倫理委員会にて承認済みである（承認番号
2019-58）。

【結果】
　1）手術時の患児の年齢は平均 2 歳 5 か月であっ
た。1 歳未満の患児が 515 名と半数以上を占めた。
　2）術前から歯科が介入した件数は 787 件，術
後から介入した件数は 182 件であった。
　3）術直後に PICU に入室した件数は 959 件で
あった。入室日数は最短が 1 日，最長が 79 日で，
平均 6.1 日であった。
　4）手術後の抜管までの日数は，最短が 0 日，
最長が 150 日，平均 2.0 日であった。
　5）歯科衛生士による介入回数は最少が 0 回，
最大が 63 回，平均 3.9 回であった。

　6）手術から退院までの日数は，最短が 4 日，
最長が 598 日，平均 33.4 日であった。日数が短
い傾向がみられたのはペースメーカーのジェネ
レーター交換や心室中隔欠損閉鎖術，心房中隔欠
損閉鎖術等を受けた患児で，日数が長い傾向がみ
られたのは肺動脈絞扼術やノーウッド手術等の姑
息術を受けた患児であった。

【考察】
　PICU 入室日数，手術後の抜管までの日数，手
術から退院までの日数は，疾患の重症度によって
大きく差がみられた。その中でも姑息術を受けた
患児に手術後の入院日数が長い傾向がみられたの
は，他の手術と比較して急変のリスクが高く，厳
重な術後管理がなされていたためと考えられる。
　PICU 入室中は適正なバイタルの維持のために
鎮静薬などが使用されることがある。そのため，
口腔機能の低下や，唾液分泌量の減少により口腔
内の自浄作用が低下し，不衛生な環境になりやす
い。また，長期の気管内挿管患者は呼吸器関連肺
炎の発症のリスクが上がることも考えられる。
　歯科衛生士介入の頻度や間隔については，口腔
内の状態と合わせて，PICU の入室日数や手術後
の抜管までの日数などから適宜検討し，入院患者
の口腔内環境の改善，口腔内細菌の減少に努める
必要があると考えられた。
　今後は，介入時の口腔内の状態や，介入内容，
経口摂取の状況等の口腔機能の評価なども含めて
調査を行っていきたい。

【文献】
 1） 大西淑美，寺西典子，高野敬子：食道癌手術

における歯科口腔外科の関わり専門的口腔ケ
アの必要性，日歯衛士会学誌，31：59-62，
2003
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永久歯の先天性欠如を診断された子どもの親の体験
Experiences in parents of children with congenitally missing of permanent teeth 

○村井裕子，鍋嶋里枝，菅野　香，伊藤千奈美
Yuko Murai, Rie Nabeshima, Kaoru Kanno, Chinami Ito

（北海道大学病院 歯科外来・地域連携ナースセンター）
Hokkaido University Hospital Dental Outpatient and Regional Medical Cooperation Nurse Center 

P-131

【目的】
　2019 年，小児歯科外来の先天性欠如歯の初診
患者数は 11 名である。初診の問診時，親は子ど
もの治療や今後の生活への不安を表出した。その
ため，本研究では先天性欠如歯を診断された子ど
もの親はどのような感情を抱き，考え，行動した
のかを明らかにし，支援の示唆を得る事とした。

【対象と方法】
　2019 年，A 病院の歯科外来に通院している 6
本以上の先天性欠如歯の子どもの親 4 名を対象と
した。方法は質的研究，データ収集は半構造化面
接とした。面接はインタビューガイドを使用し，
先天性欠如歯を診断された時から現在に至るまで
の間どのような感情を抱き，考え，行動したかに
ついて質問した。対象者ごとに逐語録を作成し，
先天性欠如歯を診断された親の感情・考え・行動
に関する内容を抽出した。相違点・類似点に着目
し比較・分類したものをサブカテゴリ―とし，同
様に分類して抽象度を高めたものをカテゴリーと
した。

【結果】
1．対象の概要
　先天性欠如歯と診断された 3 名の子どもの親 4
名（母親のみ 2 名，両親 1 組）にインタビューを
実施した。子どもの年齢は，7〜11 歳，先天性欠
如歯の本数は 8〜14 本で永久歯のみの欠如であっ
た。受診した歯科医療機関は A 病院を含め 2 施
設で，3 名中 2 名が矯正治療を受けていた。全て
の子どもは近隣の歯科医院で先天性欠如歯の診断
を受け，A 病院の小児歯科または矯正歯科を受
診していた。
2．先天性欠如歯を診断された子どもの親の体験
　先天性欠如歯を診断された子どもの親の体験は
9 カテゴリーで構成された。対象者の子どもは，
齲蝕治療や永久歯が十分に萌出しないことを主訴
に近隣の歯科医院を受診し，パノラマエックス線

写真撮影を受けていた。子どもの先天性欠如歯が
わかった時，親は「予期せぬ診断に衝撃」を受け
た後に「治療の見通しがつかないことによる混乱」
を生じていた。「永久歯が足りない原因を模索」し，

「医療者の言動が与える影響」を受けながら「見
通しがもてるよう自分で情報収集」し「治療に向
かう覚悟を決意」していた。その後，「治療がで
きることへの安堵」をし「今ある歯を大切にする
意識の変化」が起こり，「周囲の協力を獲得」す
る経過を辿っていた。

【考察】
　突然，子どもが先天性欠如歯と診断された親は

「予期せぬ診断に衝撃」を受けていた。親のショッ
クは大きく，「治療の見通しがつかないことによ
る混乱」を生じながら「見通しがもてるよう自分
で情報収集」していた。治療に高額な費用がかか
ると思い，下の子の妊娠継続を断念しようとする
といった家族全体の将来設計が脅かされるような
危機状態に陥る親もいた。家族は圧倒されるよう
な出来事に遭遇するとパニックに陥り家族の機能
を失ってしまう 1）ため，医療者は親が不安な感
情を表出できるよう環境を整え，思いを傾聴する
必要がある。この時期に医療者が親に多くの情報
を提供しても，気持ちに余裕がなく必要な情報が
耳に入ってこないと語る親もいた。医療者は，親
の知りたい情報を把握し心理状態に合わせた説明
を行い，一緒に情報を整理することが重要である。
本研究では，全ての対象者が近隣の歯科医院で先
天性欠如歯の診断を受け，専門科のある病院を受
診していた。親の心理状態や支援内容を医療機関
で共有し，継続して親子に関わる必要性も示唆さ
れた。

【文献】
 1） 小島操子，看護における危機理論・危機介入：

金芳堂；第 4 版，85-91，2018.
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唇顎（口蓋）裂児の合併疾患に関する調査・研究
Study on the complication of infants with cleft lip and/or palate

○小川綾野，成瀬正啓，横山恭子，佐々木康成
Ayano Ogawa, Masahiro Naruse, Kyoko Yokoyama, Yasunori Sasaki

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

【緒言】
　唇額（口蓋）裂は，先天疾患の中で最も頻度が
高く，1/500 人の割合で出生する。唇額（口蓋）
裂児は，舌と硬口蓋の間に乳首を圧迫して哺乳す
る際に必要な陰圧を作ることが困難であるため哺
乳障害を生じる可能性がある。当センターでは，
出生後，PNAM（Presurgical Naso-alveolar 
Molding）プレートを作製し，哺乳支援を行なっ
ている。
　一方で，21.6％に他の合併奇形が認められたと
の 報 告 1） が あ る。 そ の よ う な 児 の 中 に は，
PNAM プレートを使用しても哺乳が改善せず，
経管栄養を併用することもあるが，その詳細は不
明である。
　本研究では，当科で PNAM プレート治療を行っ
た唇顎（口蓋）裂児の合併疾患・栄養摂取方法に
ついて調査・研究を行ったので報告する。

【対象と方法】
　対象は，2011 年 4 月から 2019 年 6 月までに当
センターにて出生した唇顎（口蓋）裂児または出
生後唇顎（口蓋）裂と診断され当センター NICU
に搬送された児のうち，当科にて PNAM プレー
ト治療を行った 126 名（男児 73 名，女児 53 名）。
　調査項目は，裂型，合併疾患の有無および内容

（先天性疾患以外は除外），日齢 5 における栄養摂
取方法，とした。

【結果】
（1）裂　型
　裂型は，唇顎裂：36 名（28.6％），唇顎口蓋裂：
82 名（65.1％），口蓋裂：8 名（6.3％）であった。
披裂は，左側片側性（以下，左側）：58 名（46.0％），
右側片側性（以下，右側）：35 名（27.8％），両側：
25 名（19.8％），口蓋裂単独 8 名（6.3％）であった。 

（2）合併疾患
　合併疾患は，44 名（34.9％）の児が有していた。
合併疾患の内容は，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。また，
披裂で比較すると，右側の方が左側より合併疾患

を有する割合が有意に高かった（p＜0.01）。
（3）日齢 5 における栄養摂取方法
　経口哺乳 99 名（78.6％），経管栄養（経口哺乳
併用を含む）27 名（21.4％）であった。合併疾患
を有する児の披裂と栄養方法について比較した

（表）。合併疾患を有する児は，左側において経口
哺 乳 の 割 合 が 高
く，他の披裂では
経管栄養の割合が
高かった。また，
合併疾患のない児
は全員経口哺乳で
あった。

【考察】
　1）本調査における合併疾患の割合は過去の報
告 1）と比較して高かった。この理由として，当
センターが高度先進医療センターとしてハイリス
ク妊婦の出産割合が高いことが背景にあると考え
られた。また，披裂における合併疾患の割合を比
較すると，右側の方が有意に高かった。唇顎（口
蓋）裂は右側の方が頻度が低い。先天疾患におい
て，非典型例とされるタイプには合併疾患が多い
とされており，本疾患も同様のメカニズムが考え
られた。
　2）栄養方法について，合併疾患のない児は全
員経口哺乳行っていたことから，PNAM プレー
トを使用しての哺乳支援は効果的であると考えら
れた。合併疾患がある場合，左側は経口哺乳でき
る割合が高いが，左側以外の披裂では経管栄養と
なる割合が高く，経管栄養を併用しながら経口哺
乳の支援を行っていくことが重要であると考えら
れた。

【文献】
 1） Chmait R, et al. Prenatal detection of associ-

ated anomalies in fetuses diagnosed with 
cleft lip with or without cleft palate in utero. 
Ultrasound Obstet Gynecol, 27.2：173-176, 
2006.
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小児の摂食機能に関する研究　保育園児と発達障害児の比較
Study of Problem about Eating Function of Children 

Comparisons between Neurotypical Children and Those with Developmental disorders

○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（横浜市））
Department of Special Needs Dentistry, Division of Hygiene and Oral Health,

Showa University School of Dentistry    Takahashi Dental Clinic＊.
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【目的】
　発達障害児の食事に関する問題はあまり噛まな
い，偏食，食具操作が下手など多岐にわたる 1）。
一方定型発達している小児においても，同様の問
題が気になる項目として挙げられている 2）。発達
障害児の摂食機能の特徴を明確にするために定型
発達している小児の摂食機能や保護者の意識を比
較検討し，食支援の一助とするために本研究を
行った。

【対象と方法】
　横浜市の某保育園を利用している 3 歳以上の幼
児（以下，園児）と，地域療育センター通園施設
を利用している 3 歳以上の発達障害児（以下，発
達障害児）のうち，保護者の承諾の得られた園児
42 名（平均年齢 4 歳 8 か月），発達障害児 58 名（平
均年齢 4 歳 10 か月）を対象とした。
　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。摂食嚥下機能に関しては，機能が
未獲得あるいは機能の獲得が不十分な場合を「不
可」とした。結果を年齢ごとに集計し園児と発達
障害児を比較した。統計学的有意差の検定には
Fisher の直接法を用いた（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 2017-006）。

【結果】
　アンケート結果は「食事中水分をよく飲む」「詰
め込む」「かまずに丸飲み」「こぼす」「好き嫌い
が多い」「ぶくぶくうがいができない」は発達障
害児に有意に多かった。「時間がかかる」は有意
差はみられなかったが園児に多かった。
　食事時間の平均は園児 26.2 分，発達障害児は

24.7 分と差はなかったが，40 分以上の割合が園
児に多かった。
　使用食具は，園児は 4 歳になると箸の使用が
100％であったが，発達障害児ではスプーン・
フォークの使用が主であった。また，食具を使わ
ず手づかみで食べる小児が発達障害児にはみられ
た。
　摂食嚥下機能では，「捕食不可」「処理時開口」「前
歯咬断不可」が，食べ方では「丸飲みあり」が発
達障害児に有意に多かった。食具操作では「こぼ
す」「反対の手で手づかみ」「詰め込み」「食具が
口角から入る」「一口量が多い」に有意差がみら
れ発達障害児に多かった。一方「かきこみ」は園
児に多くみられた。

【考察】
　アンケートでは発達障害児にあてはまる項目が
多く，保護者の食事に関する不安が表れていると
思われた。園児と比較し発達障害児では捕食不可
が多く，食物物性の感知や，口腔内に取り込む量
の調整が十分行われていないと推察された。食具
操作においても，使いやすいスプーンやフォーク
を使用しているにも関わらず，操作の未熟が明確
であり発達障害児の不器用さと関連していると思
われた。発達障害児の食支援においては摂食嚥下
機能評価とともに食具操作の評価を行い，指導し
ていくことが重要と思われた。

【文献】
 1） 髙橋摩理，他：発達障害児の摂食機能の検討．

障歯誌，40：355．2019．
 2） 冨田かをり，他：食べ方相談に来所した親子

の相談内容の検討．小児保健研究，72：369-
376，2013．
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足底非接地による咬合機能及びストレスへの影響
Influence of the ungrounding the foot bottom on occlusal function and stress

○古橋実結菜，杉本恵里，佐久間重光＊，加藤一夫＊＊，名和弘幸，福田　理
Miyuna Furuhashi, Eri Sugimoto, Shigemitu Sakuma＊,

Kazuo Kato＊＊, Hiroyuki Nawa, Osamu Fukuta

（愛院大・歯・小児歯，＊愛院大・歯・冠・橋義歯，＊＊愛院大・歯・口腔衛生）
Dept. Pediatric Dent.,＊ Dept. Fixed Prosthodontics, ＊＊ Dept. Prepentive Dentistry and Dental Public 

Health School of Dentistry, Aichi Gakuin Univ.

【目的】
　摂食時には咀嚼運動や嚥下機能への影響を踏ま
え，姿勢を考慮する必要がある。現在，足底の接
地により座位での姿勢の安定性とともに，咬合力
が高まると言われている。さらに，足底非接地の
状態では不快であると感じる可能性が示唆されて
いる 1）。しかし，足底接地の有無による咬合機能
やストレスへの影響については未だ十分に検討さ
れていない。そこで，本研究では足底非接地が及
ぼす咬合機能や心理的ストレスへの影響について
検討することを目的とした。

【対象と方法】
　被験者は，健常有歯顎者（平均 32.4 歳±4.7 歳，
男性 3 名，女性 2 名）とした。咬合機能について
は，咬合力及び左右の咬合バランスはデンタルプ
レスケールⅡ（GC）にて最大咬合力，咬合接触
面積を測定し，最大咬合力と咬合接触面積の左右
比を指標として用いた。また，ストレスについて
は，BACS ADVANCE 指尖脈波収集装置（TAOS
研究所）にて加速度脈波を測定し，得られた心拍
数（HR）と心拍変動周波数解析での高周波領域

（HF；副交感神経の活動の指標）と低周波領域
（LF；交感神経の活動の指標）を指標として用い
た。加速度脈波，最大咬合力及び咬合接触面積は，
垂直座位，足底接地にて 2 分間の安静後測定を行
いベースライン値とした。その後 20 分間のタス
ク（足底接地または足底非接地）を開始し，5 分
毎に各指標について測定した。足底接地による最
大咬合力及び咬合接触面積の左右比，HR，HF，
LF，LF/HF の影響については，足底非接地時と
比較し検討した。咬合機能については，各指標の
ベースライン値からの解離度を，ストレスについ
て，HR を除く各指標のベースライン値からの変
化率を求め，分析に用いた。統計処理は，それぞ
れの指標について，Wilcoxon の符号付き順位検
定を用いた。

　なお，本研究は本学歯学部倫理委員会の承認
（No.582）を得て実施した。
【結果】
　最大咬合力について，足底接地の有無による差
は認められなかった。咬合接触面積の左右比につ
いて，ベースラインからの差を比較すると，20
分後に足底接地で 0.48，足底非接地で 0.36 となり，
足底接地で有意に大きかった。HF について，ベー
スラインからの変化率は 20 分後に足底接地で
17％，足底非接地で-19％となり，有意な差がみ
られた。LF，LF/HF の差はみられなかった。
HR は足底接地では安静時に 71.5±9.7 回/分，10
分後に72.5±9.8回/分，15分後に73.0±10.8回/分，
20 分後に 71.3±9.4 回/分であり，足底非接地で
は 安 静 時 に 73.8±10.5 回/分，10 分 後 に 77.2±
11.1 回/分，15 分後に 76.3±12.2 回/分，20 分後
に 76.6±12.7 回/分であり，10，15，20 分後に有
意な差がみられた。

【考察】
　従来の研究では，足底非接地にて咬合力が低下
するとの報告があったが，本実験では足底非接地
時に最大咬合力の変化はなく，安静からの咬合バ
ランスの変動は小さくなった。原因として，足底
非接地時には重心の動揺を補償するために無意識
に顎位を安定させようとして力を入れ，バランス
をとっていたことが考えられた。また，足底非接
地時に副交感神経系の活動が低下することにより
心拍数が上昇したと考えられ，足底非接地はスト
レスの原因となる可能性が示唆された。

【文献】
 1） 佐橋喜志夫，他：えっ！ホント？足をついて

食事をしないと噛めなくてイラつく 足底離
脱によるガム咀嚼が咀嚼機能の低下と不快感
を惹起する，小児歯科臨床，14 巻 2 号：71-
74，2009．

P-134



246 58th JSPD

アンケート調査による異なる食品性状を押しつぶした際の口腔内感覚の検討
Oral sensation when crushing different food properties ：A questionnaire survey

○杉本恵里，野村佳世，藤井美樹，佐久間重光＊，高木信哉＊，名和弘幸，福田　理
Eri Sugimoto, Kayo Nomura, Miki Fujii, Shigemitsu Sakuma＊, Shinya Takagi＊, 

Hiroyuki Nawa, 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.
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【目的】
　摂食嚥下機能は，生まれながらにしてもってい
る機能ではなく，食環境や口腔の感覚-運動機能
を通して，新たな機能を獲得しながら発達してい
く機能である 1）。摂食嚥下機能の発達初期におい
て，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・反射的な運動から新たな食
物形態を経験することによって，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 2）。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
きさを舌と口蓋前方部で認知し，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，食形態の違いにより大脳の活動領域が変化
することが予想される。我々は機能的近赤外分光
法（fNIRS）を用いて捕食時の異なる性状の食物
を押しつぶした際の大脳皮質活動を比較する実験
を行った。その際，被験者に捕食した際の食物性
状についてアンケート調査を行なった。今回は，
そのアンケート結果について検討したので報告す
る。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。
【対象と方法】
　対象は，摂食嚥下障害の訴えがない右利き成人
男性 22 名（平均年齢：27.0 歳±4.2 歳）とした。
試料はエンジョイカップゼリー キャラメル味（ク
リニコ）を使用した。実験として，試料はそのま
まの硬さのものを固形群，ミキサーで撹拌したも
のをペースト群として，4 g を 5 回ずつ捕食させ
た。アンケート内容は，固形とペーストをそれぞ
れ食べたときの味，食品の性状，食べやすさの計
3 項目とした。それぞれの問いに対し，5 段階の
項目を設け，当てはまる項目に印をつけるという
方法で行った。統計処理はχ2 検定を用いて行い，
統計学的有意水準は 5％以下とした。また，自由

記載の項目も設けた。
【結果】
　性状についての比較では，ペーストが気になる，
どちらかといえば気になると回答した被験者が
12 名（55％），固形が気になる，どちらかといえ
ば気になると回答した被験者が 4 名（18％）で，
ペースト群が有意に多かった。味について，ペー
ストがとてもおいしい，どちらかといえばおいし
いと回答した被験者は 10 名（45％），固形がとて
もおいしい，どちらかといえばおいしいと回答し
た被験者は 13 名（59％）であった。食べやすさ
について，ペーストが食べやすい，どちらかとい
え ば 食 べ や す い と 回 答 し た 被 験 者 は，12 名

（55％），固形が食べやすい，どちらかと言えば食
べやすいと回答した被験者は 14 名（64％）であっ
た。味と食べやすさについては有意差を認めな
かった。自由記載では実験の感想などに加え，ペー
ストの方が甘く感じたと記載した被験者が 8 名で
あったが，固形を甘く感じたという記載はなかっ
た。

【考察】
　同じ食品でも性状を変化させることで，ペース
トの性状の方が気になることが明らかになった。
また，同一食品であってもペーストの性状の方が
より甘味を感じることが明らかになった。これは
口腔内でより広がったためと考える。食べ物とし
て意識させるにはペーストの性状の方が有利であ
る可能性が示唆された。

【文献】
 1） 弘中祥司：食べる機能の障害への対応　重症

心身障害児への対応，小児科診療，74 巻 7 号，
1143-1149，2011

 2） 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，190，2018
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小児の口腔機能発達に関する調査（第 1 報）
―口を使う運動機能の獲得年齢―

Study of Development of Oral Function in Children（The 1st Report）
―Timing of the ability of Oral functional behavior―

○四元みか，石田房枝＊，高木伸子＊＊，池畑麗子＊＊＊，海老澤俊一＊＊＊＊，石田　瞭＊＊＊＊＊

Mika Yotsumoto, Fusae Ishida, Nobuko Takagi, Reiko Ikehata, Shunichi Ebisawa, Ryo Ishida

（よつもと矯正歯科（鹿児島県鹿屋市），＊（一社）赤ちゃん歯科ネットワーク，＊＊たかぎ歯科（茨城県土浦市），
＊＊＊池畑矯正・小児歯科（神奈川県横浜市）＊＊＊＊海老沢歯科医院（茨城県筑西市），＊＊＊＊＊東歯大・摂食嚥下リ

ハビリテーション研究室）
Yotsumoto Orthodontic Office, ＊Baby Dental Network, ＊＊Takagi Dental Clinic, ＊＊＊Ikehata Dental Clinic, 

＊＊＊＊Ebisawa Dental Clinic and ＊＊＊＊＊Tokyo Dent. Coll. Div. Dysphagia Rehabilitation

【目的】
　小児の口腔機能の評価，検査，対応を目的に口
腔機能発達評価マニュアルが出され，検査項目に
ついての統一は図られたものの，一般集団におけ
る年齢に応じた客観性のある評価基準はまだ明ら
かでない。本研究では 0〜6 歳までの小児につい
て口腔機能に関する調査を行い，年齢ごとの発達
の目安を得ることとした。なお本研究は東京歯科
大学倫理審査委員会の承認を得て実施した（承認
番号：935）。

【対象と方法】
　対象は本研究に参加の同意を得た保育園（東京
都 1 園，茨城県 3 園）および幼稚園（茨城県 1 園）
の園児とした。事前に保護者に研究の説明文書，
同意書と口腔機能・食に関するアンケート用紙を
配布し，参加の同意が得られた園児について視診

（姿勢，顔貌，呼吸様式，口唇閉鎖，流涎，小帯
の付着異常，舌の運動等），触診（触覚過敏，口
腔周囲筋の緊張）および問診（発音）を行った。
アンケートは口唇閉鎖，姿勢，発音，指しゃぶり，
食事に関すること，口を使う運動の可否について
行った。
　極低出生体重児を除く対象児のデータを，各項
目について年齢ごとに集計した。本報告では，こ
れらのうち舌の運動（突き出し，左右運動，上唇
舐め，下唇舐め），ろうそくの吹き消し，水を口
に含んで出す，ぶくぶくうがい，がらがらうがい，
果物の種出し，風船膨らましの 10 項目について
25％，50％，75％通過年齢を求めることとした。

【結果】
　対象園児 471 名のうち同意を得られたのは 286
名（60.7％）であった。極低出生体重児およびア

ンケート記入の不備を除く集計対象者は 271 名
（男児 130 名，女児 141 名）で，年齢毎の内訳は
0 歳児 11 名，1 歳児 39 名，2 歳児 31 名，3 歳児
55 名，4 歳児 53 名，5〜6 歳児 82 名であった。
　図 1 に 10 項目の運動の獲得年齢を示す。舌の
突出し，左右運動，下唇舐め，口に水を含んで出
すは 24 か月までに 50％に達した。上唇舐めは下
唇舐めより遅れていた。ぶくぶくうがいの 50％
通過は 27 か月，がらがらうがいは 38 か月で，従
来の定説よりも早かった。果物の種出しと風船膨
らましの 50％通過は 48 か月以降であった。

〈図 1〉口を使う運動機能の獲得年齢
【考察】
　果物の種出しは個人差が大きく，生育環境に大
きく影響を受けると考えられ，スクリーニングに
は不向きであると思われた。本研究の結果は口腔
機能評価に活用できると思われるが，今後さらに
視診，触診，問診で得られたデータとの相関を調
べ，機能評価に有用性のある検査方法を検討する
こととしたい。

【会員外共同研究者】
山本静（自由が丘かなざわ歯科医院）
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当院の MFT 指導における治療目標の数値化，グラフ化について
Quantification and graph of treatment objectives in MFT guidance in our office

○宮澤　唯，小宮山文香，中尾知美，飯嶋あい，岩田有加，平久忠輝
Yui Miyazawa, Fumika Komiyama, Tomomi Nakao, Ai Iijima, Yuka Iwata, Tadateru Tairaku

（東戸塚たいらく矯正歯科（横浜市））
Higashitotsuka Tairaku orthodontic office

P-137

【目的】
　当院では従来 MFT の評価方法および治療目標
設定方法が定量的でなかったため術者によってそ
れらにばらつきが生じた。その改善策として
MFT 関連情報を電子化し，評価及び治療目標設
定の数値化を試みたのでその方法を報告する。

【対象と方法】
　当院の矯正治療診査において口腔筋機能障害が
見受けられる患者を対象とした。MFT を電子的
に管理するために MFT 管理ソフト SPOT（フォ
レストワン社）を使用した。当院の MFT の治療
目標の設定方法は以下の通りである。2）

1．診査：対象となる患者の診査を行う。
2． 評価：診査結果を以下の 7 つの項目，それぞ

れ 5 段階で評価する。診査結果に基づき衛生
士全員で評価を行う。

 ①舌のコントロール力
 ②舌を挙上する力
 ③舌の突出
 ④咀嚼と嚥下
 ⑤舌側方のコントロール力
 ⑥口輪筋
 ⑦舌小帯の伸縮
3． 治療目標の設定：5 段階評価のうち 2 以下の

項目は 2 段階上の数値を目標設定し，3 以上
の項目は 1 段階上の数値に目標設定する。

４． レーダチャートの作成：現段階での評価と最
終目標の数値を重ね合わせてレーダーチャー
トを作成する

【結果および考察】
　MFT 指導における診査結果，治療目標を数値
化しレーダーチャートを図示した。（図 1）
　従来と比べ MFT 患者の現状がはっきりとわか
り，明確な治療目標が把握可能になった。
　現状と目標を重ね合わせてグラフにしているた
め評価点が高い項目と低い項目が一目でわかり，

治療計画を考案する上で改善する項目の優先順位
をつけやすくなった。

〈図 1〉評価に用いるレーダーチャートの評価表 1）

　衛生士全員で話し合い治療目標の設定を行うこ
とで術者間での評価のばらつきがなくなった。
　目標値が各項目均等になるように治療目標を設
定し指導することで，総合的な口腔周囲機能の改
善を図ることを目指している。
　また診査結果により数値が低かった項目に該当
する練習から始め患者個人に合わせた指導内容を
選択できることから，MFT 指導の効率化に繋が
ると考える。

【結論】
　MFT の診査結果を数値化，グラフ化すること
で治療目標設定を明確化することが可能になっ
た。
　またそれらを数値化，グラフ化することは衛生
士，患者双方に有用性があると示唆された。

【文献】
 1） MFT 管理ソフト SPOT（フォレストワン社）
 2） 2017 年 MFT 学会ポスター展示「当院にお

ける MFT 患者のデータ管理方法」
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小児の口腔機能発達に関する調査（第 2 報）
―影響を及ぼす因子の検討―

Study of Development of Oral Function in Children（The 2nd Report）
―Examining the Influencing Factors―

○芳村竜秀，四元みか＊，石田房枝＊＊，高木伸子＊＊＊，池畑麗子＊＊＊＊，海老澤俊一＊＊＊＊＊，石田　瞭
Tatsuhide Yoshimura, Mika Yotsumoto, Fusae Ishida, Nobuko Takagi, Reiko Ikehata, 

Shunichi Ebisawa, Ryo Ishida

（東歯大・摂食嚥下リハビリテーション研究室，＊よつもと矯正歯科（鹿児島県鹿屋市），
＊＊（一社）赤ちゃん歯科ネットワーク，＊＊＊たかぎ歯科（茨城県土浦市），

＊＊＊＊池畑矯正・小児歯科（神奈川県横浜市），＊＊＊＊＊海老沢歯科医院（茨城県筑西市））
Tokyo Dent. Coll. Div. Dysphagia Rehabilitation, Yotsumoto Orthodontic Office, Baby Dental Network, 

Takagi Dental Clinic, Ikehata Dental Clinic, and Ebisawa Dental Clinic

【目的】
　本研究では第 1 報に続き，0〜6 歳までの小児
を対象とした同様の口腔機能に関する調査結果か
ら，影響を及ぼす因子の検討を目的とした。

【対象と方法】
　対象は第 1 報と同様，本研究に参加の同意を得
た保育園（東京都 1 園，茨城県 3 園）および幼稚
園（茨城県 1 園）の園児 271 名（男児 130 名，女
児 141 名）とした。保護者向けアンケート，なら
びに歯科医師による口腔機能検査を行い，年齢ご
とに集計した。口腔機能検査は視診（姿勢，顔貌，
呼吸様式，口唇閉鎖，流涎，小帯の付着異常，舌
の運動等），触診（触覚過敏，口腔周囲筋の緊張）
および問診（発音）を行った。第 2 報ではこれら
のうち「姿勢」，「舌の運動」，「摂取食品数」につ
いて影響を及ぼす因子の検討を行った。（「摂取食
品数」は保護者向けアンケート中に該当する。）
　「姿勢」，「舌の運動」，「摂取食品数」と，他の
項目との相関関係を Spearman の順位相関係数
により求め，有意な相関関係（p＜0.05）のあっ
た項目を，ステップワイズ法ロジスティック回帰
分析により「姿勢」，「舌の運動」，「摂取食品数」
に関する因子を求めた（p＜0.05）。本研究は東京
歯科大学倫理審査委員会の承認を得て実施した

（承認番号：935）。
【結果】
　「姿勢」のうち，立位正面観に関わる因子として，
顔面左右差の部位数，がらがらうがい，好き嫌い

有無が該当した。また，立位側方観に関わる因子
として，立位正面観，ぶくぶくうがいが該当した。
　「舌の運動」に関わる因子として，がらがらう
がい，上唇伸び，噛み切れずに口から出すが該当
した。また，舌の左右運動に関わる因子として，
上唇なめ，下唇なめ，ほうれん草と耳付パンの摂
取可否が該当した。
　「摂取食品数」に関わる因子として，水を口に
含み出す，おしゃぶり使用，ろうそく吹き消しが
該当した。

【考察】
　結果より，「姿勢」，「舌の運動」，「摂取食品数」
に関わる因子が抽出できた。特にうがい，食品の
摂取状況が，上記 3 項目に間接的に関連する因子
と考える。しかし相関係数，標準偏回帰係数，標
本相関係数がいずれも低いものが多く，アンケー
ト結果だけで口腔機能検査の結果を説明すること
は難しい。年齢が交絡因子となっている可能性，
保護者に対するキャリブレーションの困難性，回
答の選択肢が少ないなどによるものと考える。
　保護者向けアンケート内容，口腔機能評価項目
の再検討により，更なる分析が必要と考える。

【会員外共同研究者】
山本静（自由が丘かなざわ歯科医院）
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当院における MFT 指導・管理システムについて「管理ソフト SPOT を用いて」 
MFT guidance and management system in our office `Using management soft SPOT`

〇小宮山文香，宮澤　唯，中尾知美，飯嶋あい，岩田有加，平久忠輝
Fumika Komiyama, Yui Miyazawa, Tomomi Nakao, Ai Iijima, Yuka Iwata, Tadateru Tiraku

（東戸塚たいらく矯正歯科（横浜市））
Higashitostuka Tairaku orthodontic office
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【目的】
　当院では従来，MFT を必要とする患者の診療
録，その他関連資料を手書きで紙媒体に記録し，
バインダーにて保管していた。しかし写真，動画
は PC 上に保存しており，保管場所が分散してし
まっていた。MFT を必要とする患者の増加に伴
い，患者記録の保管，管理が困難になり，保管ス
ペースが不足していた。手書きでの記録，保管し
ているバインダーから手作業で患者情報を探すこ
とは多くの時間を要する。この状況を改善するた
め，これらの資料を電子化し，一括管理を行える
システムを作成した。今回，当院におけるこのシ
ステムを用いた患者情報の管理方法について報告
する。

【対象と方法】
　MFT を行っている患者の情報を管理する

「SPOT」を作成した。この「SPOT」上で「評価
表」，「練習計画」，「記録」，「動画」，「口腔内写真」，

「顔写真」，「レントゲン」，「患者データ」の 8 項
目で表示されるようにした。
1． 評価表：初診時の診査結果の評価を行い，レー

ダーチャートを作成する。初診時の状態から
それぞれの患者に適切な治療目標値の設定を
行う。レッスン期間中間時，終了時にも同様
の評価を行う。それぞれレーダーチャートを
作成し，初診時との変化や比較を行う。

2． 練習計画：設定した治療目標値に合わせレッ
スン内容を決定する。

3． 記録：その日行ったレッスン内容，チェック
項目，メモやコメントの記録を行う。過去の
記録は，日付ごとに記録されている。

4． 動画：初診時の舌の状態の動画や過去のレッ
スン時の動画を患者と共に確認し，比較を行
う。手本動画も表示でき，必要に応じて停止，
再生を行い，具体的な指導を行う。〈図 1〉

5． 口腔内写真・顔写真：初診時の資料として確

認を行う。
6． 患者データ：舌癖のタイプや治療の段階，装

置の種類などのチェック項目を確認する。
【結果】
　資料を電子化し，全ての患者情報を PC 上で一
括管理をすることにより，該当する患者情報を簡
単に手早く探し出すことが可能になった。また，
MFT の進行状況などを素早く記録し，スタッフ
間の共有も簡単になった。その結果，作業時間が
短縮され，保管スペース不足を解消する事ができ
た。さらに MFT のレッスン中の机上も整理され，
MFT の実施がやりやすくなった。

【考察】
　「SPOT」を用いることにより，患者情報の記録，
検索にかかる時間が短縮された。その結果，術者
の手間や負担が軽減され，作業効率の改善にも繋
がると考えられた。 

〈図 1〉4. 動画の関連資料
【結論】
　資料を電子化し，全ての患者情報を PC 上で一
括管理することにより，作業時間の短縮，資料保
管スペース不足の解消，スタッフ間の情報共有の
簡便化が可能になった。その結果作業効率の改善
に繋がり，より充実した MFT のレッスンを行う
ことが可能になった。

【文献】
 1） 2017 年 MFT 学会発表ポスター：当院にお

ける MFT の患者データの管理方法
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歯科に併設した保育園における 3 歳未満児の MFT プログラムの実践
Practice of MFT program for children under 3 in a nursery school attached to a dental clinic

○米良昭乃，港　哲平，柿崎陽介
Akino Mera, Teppei Minato, Yosuke Kakizaki

（矯正・小児ひまわり歯科（宮崎県））
Orthodontic and Pediatric Sunflower Dental Clinic

【目的】
　当院では五感の成長発達を促し，健康な心と体
を育てるという理念のもと保育園を併設し，子ど
もの全面発達，より良い口腔機能育成に日々取り
組んでいる。口腔機能は成人期を過ぎた後，低下
していくといわれている。その為，成人期までに
どれだけ機能を獲得することができるかが重要に
なってくる。早期に MFT を行うことによって口
腔機能向上に影響し得ると考え，3 歳未満児への
MFT を行っている。
　また，診療の中で口腔機能発達不全症と診断し
た患児に対して MFT の指導を行うが，本人や保
護者の理解，協力が必要となり効果が不安定であ
る。それに対し，当院併設保育園であれば保育プ
ログラムに MFT を取り入れることによって，熟
練した指導者のもと継続したトレーニングを行う
ことができる。今回は保育園での MFT プログラ
ムの実践について報告する。

【対象と方法】
　対象は，当院に併設する保育園に通う 3 歳未満
児 7 名。保育士にも MFT の意義を理解してもら
い，毎日約 15 分間 MFT を行う。週に 1 回は歯
科衛生士が指導する。実践するプログラム内容は
以下の 6 項目である。
1．あいうべ体操
2．か行・さ行・た行・ら行・ぱ行の発音
3．リップトレーニング
4．顔の体操（歌に合わせて）
5．吹き戻し，吹きコマ回し，ラッパ吹き
6．ブクブクうがい，ガラガラうがい
　但し，毎日全てのプログラムを行うのではなく，
園児の体調やその日の活動時間を考慮し保育士が
選択して行っている。口腔機能評価として，口唇
圧（りっぷるくんⓇ松風）並びに舌圧（JMS 舌圧
測定器Ⓡ JMS）の測定を行う。

〈図 1〉MFT の様子
【結果】
　MFT 開始後 3 か月毎の測定の結果，継続して
評価できたのは 2 名ではあったが口唇圧，舌圧と
もに増加を認めた。その他の園児に関しては測定
器で遊んでしまったり，気分が乗らないといった
問題で測定できないこともあり比較評価が困難で
あった。しかし，繰り返し測定することによって
測定器に慣れつつある。

【考察】
　低年齢を対象とした為，口腔機能を数値化でき
た園児数は少ないが，継続的に MFT を行うこと
によって口腔機能向上の可能性が示唆された。
　プログラムの内容や測定方法の工夫が必要だ
が，3 歳未満児でも遊びを通して MFT を行うこ
とができ，継続すれば充分評価できると思われる。
また，口腔機能を数値化することによって歯科衛
生士や保育士のモチベーションアップにもつな
がった。口腔機能育成には，MFT のみならず姿
勢や食生活習慣も重要な鍵となる。その為，当保
育園ではリズム運動（斎藤公子メソッド）などの
体幹を強くするプログラムや手づかみ食べ，前歯
でのかじりとり，捕食を意識した給食の提供も
行っている。
　今後も，子どもの理想的な全面発達の支援と併
せて，MFT の早期介入による口腔機能育成を歯
科医師，歯科衛生士，保育士，管理栄養士と共に
取り組んでいきたい。
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吹き戻しを活用した呼吸トレーニングとその効果について
The effect of Breathing training using party horn

○鈴木玲奈，大澤佳代，中野　崇
Reina Suzuki, Kayo Osawa, Takashi Nakano

（医療法人 Bright Beans 豊橋キッズデンタルクリニック（豊橋市））
Toyohashi Kids Dental Clinic
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【目的】
　現在，多くの子どもに，口唇閉鎖不全や口呼吸
などの口腔機能発達不全が認められる。小児期の
口呼吸は，口腔環境や歯列だけでなく，成長期の
身体にも大きな影響を与えるため，呼吸の改善は
口腔環境の改善にも増して健康増進策として有益
な生活行動支援であると考える。
　当院では口腔筋機能療法の一環としてカプノト
レーナー（Capno Trainer Japan）を用いた呼吸
トレーニングを行っているが，口唇閉鎖ができず，
カプノトレーナーに合わせた呼吸がとれない小児
も多い。そのため，口唇閉鎖の意識づけをさせ，
呼吸のリズムも取りやすくなるよう，吹き戻し（ル
ピナス社）を活用している。
　今回，吹き戻しを併用した呼吸トレーニングが
口唇閉鎖力，1 分間の呼吸回数，呼気二酸化炭素
濃度（以下 ETCO2）に及ぼす効果を報告する。
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。

【対象と方法】
　呼吸トレーニングに参加した 6 歳から 10 歳ま
での定型発達児（平均年齢 7.7 歳）男児 6 名，女
児 10 名の計 16 名を対象とした。
　初回来院時に 3 回のりっぷるくんⓇを用いた口
唇閉鎖力とカプノ測定（呼吸数/min，ETCO2）
を行い，1 週目から 3 週目は以下の呼吸トレーニ
ングを毎日自宅で行った。
1 週目： 吹き戻し※レベル 0，呼吸トレーニング（口

唇閉鎖して軽い運動5分，ペース※※20歩）
2 週目： 吹き戻しレベル 1，呼吸トレーニング（口

唇閉鎖して軽い運動 5 分，ペース 30 歩）
3 週目： 吹き戻しレベル 2，呼吸トレーニング（口

唇閉鎖して軽い運動 5 分，ペース 40 歩）
※吹き戻し：正しい姿勢で座り，口唇で吹き戻し
を咥え，一気に最大長まで吹き，巻き戻らないよ
うこの状態を 3 秒間維持する，次いで舌尖をス
ポットに位置し，息を抜いて巻き戻す。その際，
口唇が開かないように注意する。これを 30 回行

う。
※※ペース 1）：口唇閉鎖した状態で鼻をつまんで規
定歩数歩いたのちに 4 秒吸気，6 秒呼気のサイク
ルで 30 秒間鼻呼吸を行い，これを 10 回行う。
　4 回目の来院時には吹き戻しレベル 2 の確認を
行い，初回時の計測項目を再度測定した。
　それぞれの測定項目の統計学的な比較には t-
検定を用い，危険率 5％にて有意差ありと判定し
た，

【結果】
　4 回目の来院時には，吹き戻しのレベル 2 を全
員吹くことができるようになっていた。それぞれ
の計測項目を初回時と 3 週間後で比較すると，口
唇閉鎖力，呼吸数では有意差が認められたが，
ETCO2 に有意差は認められなかった（表 1）。

〈表 1〉初診時と呼吸トレーニング後の計測値

【考察】
　本研究の結果から吹き戻しの使用は，自身や保
護者による呼吸リズムの確認が容易なため，呼気
と吸気のペース改善に有効であった。また，吹き
戻しはレベルが 3 段階に分かれているため，目標
設定がしやすく，家庭の使用において協力度も高
く，口唇閉鎖の意識づけにも有効と考える。一方
で ETCO2 は 3 週間で有意な変化はみられなかっ
たため，引き続きトレーニングを通して変化をみ
たい。

【文献】
 1） Patrick McKeown：Close Your Mouth 口を

閉 じ て， 呼 吸 を 整 え る．Buteyko Books．
2013．

口唇閉鎖力 

（N） 

 
 

  n=16 ＊p<0.05,＊＊＊p<0.001,t-test  mean±S.E. 

 

呼吸回数 

（/min） 

ETCO2 

（/mmHg） 

初回時 

3 週間後 

5.10 0.52 21.34 1.75  32.33 0.93  

7.95 0.54 15.96 1.16  34.21 0.97  

＊ ＊＊＊ 
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1 年間「あいうべ体操」を行った幼稚園年長児の口唇閉鎖力と舌圧への効果
Effects on the lip closing force and tongue pressure in children who performed 

“A-I-U-Be physical exercises”

○藤田源吾，藤田源太郎
Gengo Fujita, Gentaro Fujita

（藤田歯科医院（紀の川市））
Fujita Dental Clinic

【目的】
　近年，口呼吸を行う小児が増加傾向にあるとい
われている。口呼吸は歯列不正，構音障害，全身
の抵抗力・免疫力の低下，集中力の低下に関与し，
それを予防，改善することは重要である。
　今回我々は，口腔周囲筋を鍛えることで口呼吸
を改善するといわれている「あいうべ体操」を幼
稚園年長児に 1 年間行った 1）。その年長児の口唇
閉鎖力と舌圧を計測し対照群との比較検討を行っ
たので報告する。

【対象と方法】
　和歌山県紀の川市某幼稚園の 2013 年 4 月〜
2014 年 3 月生まれの年長児 17 名（男児 6 名，女
児 11 名）を介入群とし 2018 年 12 月〜2019 年 12
月まで 1 年間「あいうべ体操」を 1 週間に 3 日，
1 日 30 回実施した。体操を施行していない年長
児 17 名（男児 8 名，女児 9 名）を対照群とした。
対象者は全員正常咬合で，その他口腔周囲に異常
は認めない。
　口唇閉鎖力の計測にはりっぷるくん（松風）を
舌圧の計測には舌圧測定器（JMS）を用いた。計
測は 3 回行い最も大きな値を計測値とし，平均値
±標準誤差で表した。値の比較には Man-Whit-
ney の U 検定を行い，P＜0.05 である場合を有意
差ありとした。今回の研究実施にあたり対象者の
保護者に趣旨を説明し承諾を得ており，開示すべ
き利益相反はない。

【結果】
　口唇閉鎖力の検討では介入群 8.64±0.76 N 対照
群 7.94±0.57 N であった。〔図 1〕舌圧の検討で
は介入群 28.56±1.06 kPa 対照群 21.56±2.09 kPa
であった。（P＜0.01）〔図 2〕
　口唇閉鎖力・舌圧とも男女間で差は認めず，舌
圧計測時に 2 名嘔吐反射を認めたため計測不能で

あった。

〈図 1〉口唇閉鎖力の検討

〈図 2〉舌圧の検討
【考察】
　和歌山県紀の川市の某幼稚園で口呼吸予防を目
的に「あいうべ体操」を 1 年間にわたって行った。
　本検討では，この体操は舌圧の向上に寄与する。
担任教諭は，日中口を開けている子を見なくなっ
たと言われている。さらに口呼吸を有する小児の
舌圧は低下しているとの報告がある 2）。これらの
ことから「あいうべ体操」は口呼吸の予防改善に
効果があると思われる。

【文献】
 1） 小児の口腔機能発達評価マニュアル：日本歯

科医学会第 1 版．
 2） Azevedo, ND.：Tongue pressure measure-

ment in children with mouth-breathing be-
haviour, J Oral Rehabil, 45：612-617, 2018.
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【目的】
　歯列不正また口腔機能発達不全について注目さ
れ治療ニーズが高まってい
る。これらは小児歯科の新
たな課題であるといえる。
しかし口腔機能発達不全へ
の対処は容易では無く診療
時間やスタッフの協力が不
可欠であり，かつ効果のあ
る指導や訓練を行うことは
難しい。新たなニーズや課題に
対して，スタッフと共に意識を
高めやりがいをもって取り組む
ことは，治療の継続と発展のた
めに大変重要なことである。
　我々が取り組んでいるマイオ
ブレース® システムは，小児期
において歯列不正およびその要因である口腔機能
をアクティビティー（図 1）と呼ばれる MFT と，
マイオブレース®（図 2）と呼ばれるシリコン製
のマウスピース型装置によって行われる治療であ
る。評価法や治療手順などが明確に定められ，指
導の再現性や効果を高める工夫がされているた
め，スタッフが主体的かつ効率的に取り組むこと
が可能である。

【対象と方法】
　マイオブレース® システムの取り組みによる診
療や口腔機能に対する意識ややりがいの変化など
を評価するために，すでに同システムに取り組む
歯科医師およびスタッフ 152 名に対しアンケート

（図 3）調査を行い，正しく回答された 149 名に
ついて調べた。解析は t 検定および重回帰分析を
用いた。

【結果】
　①全回答において良い回答を得た。また経験年
数が多いほど意識ややりがいが向上した（表 1，
2）。②設問 13（小児期における口腔機能の重要
性を意識するようになった）が高得点になる要因
は，設問 1，3，8，12，14（自ら考えて行動しや
すくなった，小児の他の診療においてやりがいが
向上した，患者様や保護者様のコミュニケーショ

ンがより良
く な っ た，
自分の家族
や子どもに
この矯正を
したいと思
いますか）
で あ っ た

（表 3）。
【考察】
　マイオブ
レース® シ
ステムに取
り組むこと
で以前の小
児の矯正治
療 と 比 べ
て，診療の
やりがい，患者や保護者またスタッフ間のコミュ
ニケーション，口腔機能に対する意識の向上が示
された。さらに経験年数が多いほど向上したこと
は，治療による歯列や口腔機能の改善結果も良好
であることを示すと考える。以上のことより，マ
イオブレース® システムの取り組みは小児歯科の
新たな課題である歯列不正や口腔機能発達不全に
対するスタッフの意識ややりがいを向上させ，治
療の継続性と発展性を期待することができると考
える。

筋機能矯正「マイオブレース®」の取り組みによるスタッフの意識変化について
Changes in staff consciousness due to the introduction of Myobrace®

○小石　剛，桑原茂久＊，金山徳和＊＊，木下尚樹＊＊＊

Gou Koishi, Shigehisa Kuwabara＊, Norikazu Kanayama＊＊, Naoki Kinoshita＊＊＊

（こいし・こども矯正歯科，医）くわばら歯科医院＊，はあもす歯科こども歯科クリニック＊＊，木下歯科＊＊＊)
Koishi child dental clinic, Kuwabara dental office, Harmos child dental clinic, Kinoshita dental clinic
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〈図 1〉アクティビ
ティー

〈図 2〉マイオブ
レースⓇ

〈図 3〉アンケート用紙

〈表 1〉全回答の平均値

〈表 2〉経験年数別平均値「全く知らない・勉強中」
とその他の項目間に有意差有り

〈表 3〉設問 13 と有意に関連する項目
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「お口ぽかん」と全身の健康状態に関する調査研究　第 1 報

○中村美紀＊，曽根由美子＊＊，小林容子＊，浅枝麻夢可，破魔幸枝
Miki Nakamura＊, Yumiko Sone＊＊, Yoko Kobayashi, Mayuka Asaeda, Yukie Hama

（神戸常盤大・短大・口腔保健，＊徳大・院・口腔科学，＊＊兵庫県立こども病院・小児歯（神戸市））
Kobe-Tokiwa Junior College. Dept. Oral Health. ＊Tokushima Univ. Dept. Oral Health and Rehabilitation. 

＊＊Kobe C

【目的】
　「お口ぽかん」は 2018 年度の診療報酬改定にお
いて定義づけされた「口腔機能発達不全症」の症
状のひとつである。対応には早期からの介入支援
が望まれる 1）が，「お口ぽかん」を主訴として受
診する小児は少ない。また，口腔機能は全身の健
康状態に重要な役割を果たしている 2）が，「お口
ぽかん」と全身の健康状態，特に栄養状態を検討
した報告は少ない。そこで本研究では，「お口ぽ
かん」の発症頻度を調査し，栄養状態との検討を
行ったので報告する。

【対象と方法】
　健康イベントに参加した地域住民のうち 6 歳か
ら 12 歳までの小児 51 名（男児 23 名，女児 28 名）
を対象とした。口唇閉鎖力測定は「りっぷるく
んⓇ」（松風）を用い，3 回測定した平均値を個人
の測定値とした。年齢別に測定値が正常値以下を

「お口ぽかん」とした。栄養状態は，保護者に実
施したアンケートより身長と体重を抽出し，ロー
レル指数による栄養状態の判定を行った。正常値
より指数が低いものを「やせ」，高いものを「肥満」
とした。「お口ぽかん」と栄養状態については
フィッシャー正確確率検定にて検討した。なお，
本研究は神戸常盤大学研究倫理審査委員会の承認

（神常短研倫第 18-13 号）を得て行った。
【結果】
　「お口ぽかん」の発症頻度は 64％であり，男児
が約 60％を占めた。栄養状態では，「お口ぽかん」
を発症している小児は「やせ」が有意に多くみら
れた。しかし，「肥満」との間には有意差は認め
られなかった。また，「お口ぽかん」を発症し，「や
せ」と判定した小児 12 名のうち 8 名は女児であっ
た。

【考察】
　本研究において，「お口ぽかん」と「やせ」の
関連が示唆された。「お口ぽかん」は咀嚼機能に
影響を及ぼすことが報告されている 3）が，今回
の結果からも咀嚼機能の不全は必要栄養量を十分
に確保できないことから「やせ」が生じたと考え
られる。また，本研究において「お口ぽかん」の
発症は男児が多いのに対し，「やせ」は女児が多
かった。健常な女児においても「やせ」の割合は
高いことが報告されており，今回の結果はそれと
合致するものであった。口腔機能は全身との密接
な関わりがあると考えられているが，小児の発達
は個人差がある。そのため，保護者に対する早急
な周知活動と，その体策を講じる必要があると考
えられる。

【文献】
 1） 小児の口腔機能発達マニュアル，日本歯科医

学会，第 1 版，2018.
 2） 安藤雄一，他：口腔が健康状態に及ぼす影響

と歯科保健医療，保健医療科学，52（1）：
23-33，2003.

 3） 小久江由佳子，他：幼児における口唇閉鎖力
と咀嚼能力の関連性について，小児歯誌，45

（1）：58-64，2007.
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当院における親子教室（Open School）の取り組み
―第 1 報　発案から構築まで―

Approach to classes for parents and children at our dental clinic
1st report：from proposal to construction

○北村実代子，大澤佳代，德永茉帆，金野弘靖，酒井啓介，杉本恵里＊，中野　崇
Miyoko Kitamura, Kayo Osawa, Maho Tokunaga, Hiroyasu Konno, Keisuke Sakai, Eri Sugimoto＊, 

Takashi Nakano

（医療法人 Bright Beans 豊橋キッズデンタルクリニック（豊橋市），＊愛院大・歯・小児歯）
Toyohashi Kids Dental Clinic, Aichi-Gakuin Univ. Dept. Pediatric Dent.
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【目的】
　当院における初診患者は 0 〜 3 歳の占める割合
が高く（56.3％：2019 年），歯磨きや歯並びなど，
その主訴は，およそ幾つかに分類される。これら
の項目それぞれについて情報を伝え，教育するこ
とは重要だが，幼い児と共に何度も来院し，個別
対応することは困難である。そこで当院では，こ
れまでの母親教室とは異なる手法を用いた教育方
法（以下 Open School）を考案したので，その構
築までを報告する。

【対象と方法】
　立案には Dr. 3 名と DH 3 名で行い，以下の手
順に沿って，その方法を検討した。①予想される
問題点と目的の検討 ②内容，回数，時間 ③対象
年齢とクラス分け ④募集方法 ⑤人員と必要備
品・消耗品 ⑥準備期間と反省会の設定上記検討
事項の要点を以下に示す。
　①検診とともに行うと，子どもが泣いた時に落
ち着いて話ができない。養育者の子への対応を見
ながら，意見交換や教育をグループで行いたい。
普段気に留めない口腔機能や全身発達について，
気づきや発見をしてもらいたい。などがあげられ
た。また，目的は「生活しやすいカラダと口を作
る」とした。
　②テーマとその内容を表 1 に示す。開催は週 1
日，規定週の午前とし，無理なく通えるように月
1 回，6 回コースとした。講話は集中力が途切れず，
重要事項を習得しやすい 10 分とし，親子だけで
はなく Dr. や DH ともコミュニケーションのとれ
るアクティビティの時間を 40 分，計 50 分程度と
した。
　③対象者は，未就園で午前中に来院しやすい 0
〜3 歳の親子とした。クラスは 0 歳と 3 歳では知
りたい情報や，今抱えている不安や心配，聴きた
い内容が異なることを鑑み，0.1 歳と 2.3 歳で分け，
1 クラス 6 組，最大 12 名とした。
　④募集方法は，通院中の患児全員を対象とし，
主訴がコース内容に該当していれば，積極的に紹

介した。また，未受診の兄弟向けの院内チラシや，
HP，FB，インスタグラムも活用した。
　⑤人員は子どもへの対応を考慮し，親子 6 組に
対し Dr. 1 名，DH 2 名とし，アクティビティは
DH 2 名（評価の必要な場合 Dr 1 名，DH 2 名）
とした。
　備品には正しい姿勢で座れる椅子や食具，説明
用スライド，パネル，消耗品には家庭で工作でき
そうな口遊びグッズ，印刷物などを準備した。
　⑥準備期間は 1 ヶ月，開始は 2019 年 6 月とし，
1 クール後の 2019 年 12 月に反省会を設定した。

【考察】
　初めは親のそばを離れず泣いていた児も少しず
つ場所や人に慣れ，自分から行動する様子が見ら
れた。また，子どもの性格や興味，普段どのよう
な遊びをしているのかも知ることができた。講話
後の質問は，参加している親同士で聞くことがで
き，情報交換にもなった。アクティビティは親子
で歌いながら行う体操 1），風車を楽しく作ったり
など，親子とスタッフとの距離を縮めてくれる有
意義な取り組みであった。

【文献】
 1） 町村純子：子どもの成長と発達を支援するベ

ビーマッサージ， 東京法規出版：2013．

テーマ 講 話 アクティビティ

歯磨きが上手にできない

お悩み解決します！

2. 生活習慣

4. 口腔機能

5. 飲み方

6. 歯並び

ついつい甘いものばかり

食べていませんか？

1. 歯磨き

（入学式）

食育の深い話

− スプーン編 −

全身と繋がっている？！

− お口の大事な機能とは？−

歯並びガタガタになるのを防げる？！

3. 食べ方

食育の深い話

− コップ編 −

リトミックで楽しく歯磨き

筋肉は裏切らない！

インナーマッスルを鍛えよう

実際にみんなで食べてみよう

Let's Go タッチケア

実際にみんなで飲んでみよう

お顔のタッチケア

〈表１〉Open School 全 6 回のプログラム
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将来のわが子の口腔衛生に関する意識調査
―歯学生と研修歯科医を対象として―

Survey on attitude toward the oral hygiene of future child 
for dental students and trainee dentists

○寳田　貫
Tohru Takarada

（九州大学病院・口腔総合診療科）
Kyushu University Hospital, Division of General Dentistry

【目的】
　小児の口腔環境は，養育にあたる両親の口腔衛
生に対する意識に大きく影響される。本研究では，
小児歯科学領域の学習（歯学生）と卒後初期臨床
経験（臨床研修歯科医）が，将来のわが子の口腔
衛生に対する意識に与える影響についての調査を
行い，興味ある結果が得られたので報告する。

【対象と方法】
　対象は，九州大学歯学部 4 年生（以下「歯学生」）
と九州大学病院臨床研修歯科医（以下「研修歯科
医」）である。調査時期は小児歯科学領域の講義・
基礎実習（4 年生対象）の開始時と終了時，およ
び臨床研修修了時とした。
　調査方法は自記式質問紙調査で，質問項目は「1．
保護者による歯磨き（仕上げ磨き）をしますか？

（毎日する/時々する/しない）」「2．仕上げ磨きの
開始時期はいつにしますか？（最初の歯がはえた
頃から/前歯がはえそろってから/奥歯がはえた頃
から）」「3．仕上げ磨きはいつしますか？（起床
時/朝食後/昼食後/間食後/夕食後/就寝前）」「4．
仕上げ磨きはいつまでしますか？（小学校にあが
る前まで/小学校低学年まで/中学年まで/高学年
まで）」「5．歯ブラシ以外の用具は？（デンタル
フロス/歯間ブラシ/一歯磨き用ブラシ/染め出し
液/歯ブラシ以外は使用しない）」「6．定期健診， 
7．フッ化物塗布，8．フッ化物洗口，9．予防充
填処置 の実施は？（必ず実施/どちらかといえば
実施/どちらかといえば実施しない/実施しない）」
とした。統計解析にはカイ二乗検定（有意水準 
5％）を使用した。（本学医系地区部局臨床研究倫
理審査委員会承認：29-573）

【結果】
　調査対象は歯学生 49 名と研修歯科医 63 名で，
調査時期は歯学生：2018 年 4 月と 2019 年 1 月，
研修歯科医：2019 年 3 月である。回収率は歯学
生 4 月調査で 86.3％，歯学生 1 月調査で 92.2％，

研修歯科医 3 月調査で 88.9％であった。
　「1．仕上げ磨き実施」への意識は歯学生 4 月，
歯学生 1 月，研修歯科医 3 月（以下「3 群間」）
で差を認めなかった。「2．仕上げ磨きの開始時期」
は研修歯科医が「最初の歯がはえた頃」が 92.7％
で，他より割合が高かった。「3．仕上げ磨きはい
つしますか」は 3 群とも夕食後か就寝前の 1 回実
施が最多で，次に多い 2 回実施でも夕食後か就寝
前の実施が必ず含まれていた。「4．仕上げ磨きは
いつまで」は 3 群間で差はなく，「小学校低学年
まで」が最多であった。「5．歯ブラシ以外の用具」
は，歯学生では「デンタルフロス」「歯間ブラシ」
の順で多かったが，研修歯科医では「デンタルフ
ロス」「一歯磨き用ブラシ」の順であった。「6．
定期健診」実施は差がなく「必ず実施」が最多と
なったが，「7．フッ化物塗布」と「8．フッ化物
洗口」は歯学生 4 月と研修歯科医 3 月で差を認め
た（図 1）。「9．予防充填処置」は差がなかったが，
歯学生は「どちらかといえば実施」，研修歯科医
は「必ず実施」が最多であった。

〈図 1〉将来のわが子へのフッ化物局所応用に関
する意識

【考察】
　将来のわが子の口腔衛生に関する意識は，歯学
生より研修歯科医の方がより積極的であることが
明らかとなった。小児歯科学領域の学習と卒後初
期臨床経験が，わが子の口腔衛生に対する意識に
影響する可能性が示唆された。
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当院における 0-3 歳児への嫌がる仕上げ磨きへの支援方法
Support method for brushing 0-3 year old uncooperative children’s teeth at our dental clinic

◯酒井啓介，大澤佳代，北村実代子，德永茉帆，杉本恵里＊，中野　崇
Keisuke Sakai, Kayo Osawa, Miyoko Kitamura, Maho Tokunaga, Eri Sugimoto＊, Takashi Nakano

（医療法人 Bright Beans 豊橋キッズデンタルクリニック（豊橋市），＊愛院大・歯・小児歯）
Toyohashi Kids Dental Clinic, Aichi-Gakuin Univ. Dept. Pediatric Dent.
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【緒言】
　小児歯科臨床において，およそ 3 歳までの時期
は乳歯の萌出期にあたり，子ども自身による歯磨
きは困難であるため，養育者による子どもの仕上
げ磨きは必要不可欠となる。
　しかし，出産後の子どもの口腔健康への意識を
調査した結果によると「歯磨き」に関する心配事
はとても多い 1）。当院においても低年齢児（0-3歳）
の占める割合が比較的高く，養育者からの仕上げ
磨きに関する相談が多いように感じる。
　そこで我々は，感覚統合を含めた包括的支援が
必要であると考え，まず当院における 0-3 歳の患
児の養育者を対象に新患の実態調査を行い，仕上
げ磨きに関する悩みを抱える養育者がどのくらい
占めるのか調査し，仕上げ磨きについての支援を
行う事としたので，その内容と結果について報告
する。

【対象と方法】
　実態調査の対象としては，2019 年 1 月から 12
月に当院を受診した 0-3 歳の新患児童 354 人とそ
の養育者である。初診時に，問診票を用いて，仕
上げ磨き時の子どもの様子，仕上げ磨き時の悩み
の有無およびその内容を養育者に聴取し，悩みを
抱えている 0-3 歳の子どもの養育者を対象に，親
子教室（Open School）を実施した。
　Open School では，歯科医師による講話と歯科
衛生士主体でアクティビティを混じえて子どもへ
の接し方についての支援を行っている。
　講話では，①「スキンシップにより口の感覚を
育てる事」②「子どもが嫌がりにくい養育者の“手”
を使って触っていく事」③「口腔内の感覚を統合
させることで歯ブラシを嫌がりにくい口を育てて
いく事」の 3 つのポイントから，スライドを使用
し 10 分程度で伝えている。
　講話後のアクティビティでは，子どもに触られ
ることに慣れてもらうため，40 分程度を使用し

BHS 身体調和支援体操 2）や口腔内マッサージを
行っている。

【結果】
　調査の結果，0-3 歳の児童 354 人の養育者のう
ち 仕 上 げ 磨 き 時 の 悩 み を 抱 え る 者 は 197 人

（55.6％）であった。年齢別に見ると，0 歳代 38
人中 19 人（50％），1 歳代 118 人中 76 人（64％），
2 歳代 152 人中 89 人（59％），3 歳代 46 人中 13
人（28％）であった。主訴の内容は「歯ブラシを
嫌がる」「歯ブラシを抑えないと出来ない」「歯が
生えてきたが歯ブラシはどうするのか」「舌や口
唇が邪魔で磨けない」等であった。

【考察】
　実態調査から，多くの養育者が低年齢児の仕上
げ磨きにおいて悩みを抱えている事がわかった。
対象となった養育者からは，支援内容を伝えた後

「歯ブラシを用いない子どもへの接し方を意識す
るようになった」「意外と歯ブラシできた」など
の声が上がった。今回子どもへの触り方を知って
もらうことで，口腔機能への関心が高まったと実
感したが，今後はこの Open School の意義を十
分に評価していき，より有意義なものになるよう
努めたいと考えている。
　また，歯ブラシを苦手とする児においては昨今
広く認知されている“口腔機能発達不全症”が認
められる事も多いように感じられる。多くの親が
気付きづらい口腔機能の問題も，実際の主訴から
アプローチすることで多くの親子への「気付き」
となった。今後もその「気付き」から，さらなる
ヘルスプロモーションの実施へと結びつけたい。

【文献】
 1） 草間里織，他：妊娠期と出産後の子どもの口

腔健康への意識，小児誌 55（1）：93，2017.
 2） 町村純子：子どもの成長と発達を支援するベ

ビーマッサージ， 東京法規出版：2013.
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【目的】
　乳幼児期は歯磨きを嫌がる子供も多く，歯磨き
の時間が親子にとって大きな負担となっている。
そこで，演者らは歯磨きを親子にとって楽しい時
間とすることで，歯磨きの習慣化を支援するため
にアプリと接続して使用する子供用の IoT 歯ブ
ラシを開発した。本研究は，開発品を継続使用し
た時の口腔清掃効果に関して，対照品と比較して
検証することを目的とした。なお，本研究は鶴見
大学歯学部倫理審査委員会の承認を受けている

（受付番号：1723）。
【対象と方法】
　鶴見大学短期大学部附属三松幼稚園の 4〜5 歳
児を対象に，保護者から同意が得られた 46 名を
選定した。はじめに，文献 1）と同様の方法で試
験品使用前の PCR を評価し，歯垢除去率を算出
した。歯垢除去率が同等となるように被験者を 3
群（被験品①群：アプリと接続可能なデバイス・
専用アプリを使用，被験品②群：音声ナビゲーショ
ンが流れるデバイスを使用，対照品：機能なしの
デバイスを使用）に割付した。各試験品を自宅に
て約 14 日間使用した後に，再度 PCR を評価し，
歯垢除去率を算出した。試験品使用前後には保護
者にアンケート調査も行った。

【結果】
　全歯の歯垢除去率は，試験品使用前では被験品
①群（16 名）5.6±6.0％，被験品②群（16 名）5.6
±6.0％，対照品群（14 名）6.1±5.1％，試験品使
用後では①群 10.7±7.3％，②群 10.1±7.3％，対
照品群 9.5±6.1％であり，試験品使用前後の歯垢
除去率を群内で比較した結果，①群および②群で

有意な傾向が認め
られた（p＜0.1）。
　さらに，使用後
ア ン ケ ー ト に て

「歯みがきの取り
組み方」を群間で
比較した結果，①
群は「声をかけな
くても自分から歯
みがきをする」と
の回答が約 70％
であり，②群，対
照品群と比較して有意な差（p＜0.01）が認めら
れた。

【考察】
　①群のアプリから流れる音声や画面ナビゲー
ションと②群のデバイスから流れる音声は，歯面
を一定時間磨くように指示している。歯垢除去率
の上昇は，音声やナビゲーションに従って磨いた
子供が次第にコツをつかみ，スキルが向上したた
めだと推察される。また，①群のアプリの機能で
ある「歯みがき中の音楽」，「自分みがき後の点数
やご褒美」等が子供のモチベーション維持に寄与
し，結果的に歯みがき行動の変容に繋がったと考
えられる。幼児期からスマートフォンやアプリと
の関りを正しく理解し学習していくためのツール
としての役割も担っていくものと考えている。

【文献】
 1） 青山友紀，他：軟質樹脂を主構成素材に用い

た「新子供用ブラシ」の清掃能に関する臨床
研究，小児歯誌，57（3）：396-403，2019．

歯みがきナビゲーションを特長とする新子供用 IoT 歯ブラシの清掃力に関する研究
Plaque Removal of New Developed IoT Toothbrush Featuring Brushing Navigation for Children

○佐竹茉以，金丸直史，貨泉朋香＊，小林利彰＊，安達詩季＊＊，唐木隆史＊＊，青山友紀＊＊，永岡春香＊＊，
日野亜由美＊＊，茂呂歩実＊＊，岡部早苗＊＊＊，熊谷千明＊＊＊，中村由美子＊＊＊，山口桃枝＊＊＊，

船山ひろみ＊＊，朝田芳信＊＊

Mai Satake, Naoshi Kanamaru, Tomoka Kasen＊, Toshiaki Kobayashi＊, Shiki Adachi＊＊, 
Takashi Karaki＊＊, Yuki Aoyama＊＊, Haruka Nagaoka＊＊, Ayumi Hino＊＊, Ayumi Moro＊＊, 

Sanae Okabe＊＊, Chiaki Kumagai＊＊, Yumiko Nakamura＊＊, Momoe Yamaguchi＊＊, 
Hiromi Funayama＊＊, Yoshinobu Asada＊＊

（ライオン㈱・グローバル開発センター，＊（公財）ライオン歯科衛生研究所，＊＊鶴見大・歯・小児歯，
＊＊＊鶴見大学歯学部附属病院・歯科衛生士部）

Lion Corp. Global Devel. Ctr., ＊The Lion Foundation for Dental Health., ＊＊Tsurumi Univ.,
Dept. Pediatric Dent., ＊＊＊Tsurumi Univ. Dent. Hosp. Div. Dent. Hygienist
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〈図 1〉試験品使用前後の歯
垢除去率の群内比較
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スマートロボットの集団口腔衛生指導への応用に対する保護者の意識調査
 Survey of patient guardians regarding introduction of

 smart robot for group oral hygiene instruction

○村中　綾，大川玲奈，仲野和彦
Aya Muranaka, Rena Okawa, Kazuhiko Nakano 

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

P-149

【目的】
　当科では，治療開始前に，子どもとその保護者
を対象として集団口腔衛生指導を行なっている。
その中で，う蝕発生のメカニズムや予防法につい
てまとめた「歯の健康のはなし」のスライドをス
クリーンに映し，歯科医師が解説を行っている。
　この指導における問題点として，内容が保護者
向けであることや，スライドを用いる際に部屋を
暗くすることから，子どもが落ち着かなくなり，
保護者が集中して聞く事ができないという意見を
いただくことがあった。
　そこで，タブレットを使用することで部屋を明
るくした状態でスライドを見ていただくととも
に，ロボットに話をさせて，子どもの興味を惹く
ことで，保護者がじっくりと話を聞くことができ
るようになるのではないかと考えた。
　今回この方法に対してアンケート調査を行った
ので，その結果を報告する。

【対象と方法】
　本研究は，大阪大学大学院歯学研究科倫理委員
会の承認のもとに行った（承認番号 R1-E31）。
　対象は令和元年 5 月から 12 月に当科の集団口
腔衛生指導を受けた親子のうち，本研究に同意を
得られた 2 歳から 6 歳の親子 34 組である。
　通常の部屋の明るさを維持した状態で「歯の健
康のはなし」のスライドをタブレットに表示し，
その解説をロボットに行わせた（図 1）。ロボッ
トは体長約 20 センチ，5 歳男児をイメージして
作られた RoBoHoN Ⓡ（SHARP）を使用した。
　スライド終了後に，保護者に対しロボットによ
る解説についてと患児の様子についての質問に 5
段階評価で回答していただくとともに，自由記入
欄には感想を自由に記入していただいた。

〈図 1〉今回使用したタブレットおよびロボット
【結果】
　RoBoHoN Ⓡ（SHARP）を用いて行なった集団
口腔衛生指導に対して，楽しさ，わかりやすさ及
び緊張緩和度の評価点の平均値は 4.7 と高い評価
を得た（5 段階評価）。また，内容に対する関心
度の評価点の平均値は 4.8 であった。
　自由記入欄には「子どもがとても楽しく見てい
たので，内容に集中することができた。」という
ものや「ロボットがいることで子どもが騒がずに
済んだので，安心して話を聞けた。」という感想
があった。

【考察】
　ロボットからの話は親しみやすく，子どもの緊
張を和らげ落ち着かせることにつながったと思わ
れる。保護者も，子どもを気にすることなく，ス
ライドの内容に集中することができたようであ
る。
　今後，ロボット導入により得られる効果の詳し
い検証を行い，小児歯科臨床における様々な場面
において，ロボットを効果的に導入していくこと
を検討していきたいと考えている。
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1 歳児の保護者のフッ化物製剤の使用状況と形状に関する意識調査
A Survey on Fluoride forms and the status of use of Fluoride to Parents of 1 year old children

○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）
Nippon Dental University Hosp., Dept. Pediatric Dent.

【目的】
　乳幼児向けのフッ化物製剤は様々な濃度や形状
のものが市販されている。一方，それぞれの有効
で安全な使用方法について検討し比較した研究は
少ない。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，また形状の異なる
フッ化物製剤の使用感など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（NDU-T2017-42）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生後 12 か月〜23 か
月の幼児の保護者 50 名とした。
　フッ化物製剤の使用状況は，事前にアンケート
にて調査を行った。調査内容は，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
等とした。
　フッ化物製剤の形状に関する使用感についての
調査は，ジェル状，泡状，液状（スプレー）の 3
種類のフッ化物製剤を用いた。保護者はまず各形
状のフッ化物製剤を歯ブラシにつけてもらい，次
に 1 歳半の乳歯列を想定した顎模型を装着した
ファントムの口腔内全体にいきわたるように歯ブ
ラシで塗布した。各形状の使用順はランダムとし
た。使用後の調査内容は，各形状の歯ブラシへの
つけやすさ，使用量のわかりやすさ，口腔内への
広げやすさ，全体的な使用感等とした。
　結果は，項目ごとに集計し，統計処理はクラス
カル・ウォリスの検定，マンホイットニーの U
検定を用い，有意水準は 5％未満とした。

【結果】
　1 歳児に「フッ化物製剤を使用している」のは

56.0％であり，使用していないが 36.0％，フッ化
物製剤かわからないが 8.0％であった。「使用して
いるフッ化物製剤の形状」は，ジェル状が 79.3％
と最も多く，ペーストとスプレーが 10.3％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（95.9％），安全
性（79.6％），楽しんで使える（32.7％）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（64.0％），
歯質の強化が 52.0％，菌の活動抑制が 46.0％，毎
日の使用が望ましいが 40.0％であった。
　使用感についての調査では，使用量のわかりや
すさは，泡状，ジェル状は液状よりも有意に高かっ
た。また，口腔内への広げやすさについても液状
が有意に低かった。そのほかの項目では 3 形状に
有意な差は認められなかった。

【考察】
　本研究に参加した保護者は，半数以上が 1 歳児
よりフッ化物製剤を使用していたことから，齲蝕
予防に対して意識が高い集団であることが推測さ
れた。また，この保護者の多数はフッ化物の齲蝕
予防効果について認識していたが，一方でその使
用方法については明確に理解していないことが分
かった。
　ジェル，泡状，液状の形状の異なるフッ化物製
剤の使用感の比較では，実際の使用頻度が高い
ジェルが好まれる傾向にあった。しかし，差が認
められたのは「使用量のわかりやすさ」と「広げ
やすさ」で，ジェルと泡状に対して液状に有意な
違いがみられ，形状による使用感に差があること
が分かった。
　以上から，保護者はフッ化物製剤に安全性を高
く求めており，濃度や量の指導だけではなく，形
状を含めた使用方法や基準を定め，指導方法を考
えていく必要性が示唆された。

P-150
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小児のフッ化物配合歯磨剤の使用状況に関するアンケート調査
〜来院動機による分類比較〜

A questionnaire survey on using status of fluoride-containing toothpaste in children
―A comparison of two groups classified by chief complaint

○濱口翔一，櫻井敦朗，本間宏実，田中亜生，田村梨恵
辻野啓一郎，大多和由美＊＊，海老根由梨＊，若林眞由美＊，新谷誠康

Shoichi Hamaguchi, Atsuo Sakurai, Hiromi Homma, Aoi Tanaka, Rie Tamura,
Keiichiro Tsujino, Yumi Ohtawa＊, Yuri Ebine＊＊, Mayumi Wakabayashi＊＊, Seikou Shintani

（東歯大・小児歯，＊東歯大・口腔健康科学講座障害者歯科口腔顔面痛研究室，
＊東歯大・歯科衛生士部）

Dept. Pediatric Dent., ＊Div. Special Needs Dent. and Orofacial Pain, and
＊＊Section of Dental Hygiene, Tokyo Dental College

P-151

【目的】
　フッ化物は歯質を強化し，抗菌作用を発揮して
齲蝕予防作用を示すことが知られている。現在我
が国ではフッ化物配合歯磨剤が普及しており，近
年の小児における齲蝕罹患率の低下に大きく貢献
している。昨年の学術大会において，我々は東京
歯科大学小児歯科を受診した患児を対象に小児の
歯磨き習慣やフッ化物配合歯磨剤使用状況に関す
る調査を行い，歯磨剤の使用方法に関する認知が
低いことを報告した。本発表では，対象患児を来
院動機をもとに齲蝕治療希望（齲蝕群）と齲蝕治
療希望以外（非齲蝕群）の二群に分け，アンケー
ト結果の比較を行うこととした。

【対象と方法】
　対象は 2018 年 3 月から 2019 年 11 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 202 名である。保護者および本
人に同意を得ることができた 202 名に対しアン
ケート調査を行った。調査項目は年齢，主訴，家
庭での歯磨剤使用の有無および頻度，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濃
度，洗口回数と洗口方法である。本研究について
は，東京歯科大学倫理委員会の承認を経て行った

（承認番号 859）
【結果】
　対象患児 202 名のうち，齲蝕群は 102 名であり，
非齲蝕群は 100 名であった。家庭で歯磨剤を使用
する者は齲蝕群で 83 名（81％），非齲蝕群では

84 人（84％）であり，有意差は認められなかった。
しかし，本人磨きに毎回歯磨剤を使用すると回答
した者は齲蝕群で 38 人（37％）であったのに対し，
非齲蝕群では 60 人（61％，無回答を除く）と有
意に高い割合を示した。歯磨剤のフッ化物濃度に
関しては両群とも 950 ppm が過半数を占めたが，
わからないと回答した者が次点の 20％弱という
結果であった。歯磨き後の洗口回数は齲蝕群と非
齲蝕群で有意差は見られなかったが，齲蝕群で 3
〜4 回と回答した者が最多であったのに対し非齲
蝕群では 2〜3 回が最多とやや洗口回数が少ない
傾向にあった。

【考察】
　齲蝕群と非齲蝕群のアンケート回答結果に大き
な相違は認められなかったが，本人磨きの際に歯
磨剤を必ず使用する割合が非齲蝕群で有意に高
く，フッ化物配合歯磨剤の使用頻度は齲蝕の有無
と程度に影響を与えている可能性が示された。歯
磨剤を小児が嫌がる等の理由で使用しない例が多
く見られたが，我々はフッ化物配合歯磨剤の効果
を説明し，利用をより推奨する必要があるだろう。
一方，適切な利用法の認知不足が齲蝕群により目
立つ結果について，今後はフッ化物配合歯磨剤の
使用の推奨だけでなく，適切な使用方法を指導す
る必要がある。また，パッケージにももっと分か
りやすく使用方法を記載するような工夫が必要で
あると考えられる。
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【目的】
　 薬 剤 耐 性（Antimicrobial Resistance：AMR）
が国際的な問題となっている。日本では 2016 年
に AMR 対策アクションプラン 1）が制定され，医
療機関には抗菌薬の使用動向の把握と適正使用の
推進が求められている。今回，全国の歯科大学・
歯学部附属病院小児歯科外来における経口抗菌薬
の使用実態を調査したので報告する。

【対象と方法】
　2015 年 4 月 1 日〜2018 年 3 月 31 日に，歯科大
学・歯学部附属 16 病院の小児歯科外来を受診し
経口抗菌薬を処方された 1 歳以上 16 歳未満の患
者を対象とし，抗菌薬名，処方当日の処置内容，
16 歳未満受診者延べ数について集計した。なお，
本研究は当院自主臨床研究審査委員会の承認

（018-111）および各病院の倫理審査の承認を得た
上で行った。

【結果】
　抗菌薬処方延べ数の推移を以下に示す（図 1）。
2015，2016，2017 年度の 16 歳未満受診者延べ数
は 170,218 人，165,578 人，155,266 人，処方延べ
数は 6,926 件，7,014 件，6,329 件だった。抗菌薬
を系統別に比較すると，2015，2016，2017 年度
の第 3 世代セフェム系は 4463 件（64.4％），4315
件（61.5％），3193 件（50.5％）と減少傾向にあり，
ペニシリン系は 1899 件（27.4％），2260 件（32.2％），
2757 件（43.5％）と増加傾向にあった。処方当日
の処置内容を外科処置あり・なしで比較すると，
外科処置ありは 3456 件（49.9％），3421 件（48.8％），
3140 件（49.6％）となり，各年度において割合は
ほぼ一定であった。

【考察】
　小児歯科外来において，広域の経口抗菌薬であ
る第 3 世代セフェム系の使用が減少し，ペニシリ
ン系の使用が増加していることから，AMR アク
ションプランや現行のガイドライン 2，3）に沿った
抗菌薬の選択がなされるようになってきていると
いえる。小児歯科において「適切な薬剤」を「必
要な場合に限り」「適切な量と期間使用」するため，
更に検討していく必要があると考えられた。

【謝辞】
　本研究にご協力いただきました皆様に，この場
をお借りして心より感謝申し上げます。

【文献】
 1） 薬剤耐性（AMR）対策アクションプラン

2016-2020，国際的に脅威となる感染症対策
関係閣僚会議，2016．

 2） JAID/JSC 感染症治療ガイドライン 2016―
歯性感染症―，日本化学療法学会雑誌，64：
641-46，2016．

 3） 術後感染予防抗菌薬適正使用のための実践ガ
イドライン，日本外科感染症学会雑誌，13：
79-158，2016．

歯科大学・歯学部附属病院小児歯科外来における経口抗菌薬の使用実態
―16 病院における処方件数の推移（2015-2017）―

Survey of oral antimicrobial usage for outpatients in pediatric dental practice among 16 dental 
colleges and university hospitals in Japan（2015-2017）

○豊田有希，野川奈津子，種市梨紗，髙崎千尋＊，八若保孝＊

Yuki Toyota, Natsuko Nogawa, Risa Taneichi, Chihiro Takasaki＊, Yasutaka Yawaka＊

（北大病院・小児障害，＊北大・院歯・小児障害）
Hokkaido Univ. Hosp. Dent. for Children and Disabled Persons

＊Dentistry for Children and Disabled Persons, Department of Oral Functional Science, 
Hokkaido Universuty Faculty of Dental Medicine
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歯科医師国家試験における小児歯科学分野の出題基準に関するアンケート調査
A Questionnaire Survey on The Guideline of Pediatric Dentistry 

in National Dentistry Examination

○船山ひろみ 1, 2，齊藤桂子 3，森川和政 1, 3，内川喜盛 1, 4，仲野和彦 1, 5，飯沼光生 1, 6，清水武彦 1, 7， 
島田幸恵 1, 8，下村-黒木淳子 1, 9，馬場篤子 1, 10，朝田芳信 1, 2

Hiromi Funayama1, 2, Keiko Saitou3, Kazumasa Morikawa1, 3, Yoshimori Uchikawa1, 4, 
Kazuhiko Nakano1, 5, Mitsuo Iinuma1, 6, Takehiko Shimizu1, 7, Yukie Shimada1, 8, 

Junko Shimomura-Kuroki1, 9, Atsuko Baba1, 10 and Yoshinobu Asada1, 2

（1 日本小児歯科学会 2018・2019 年度 教育問題検討委員会，2 鶴見大・歯・小児歯，3 岩医大・小児障害歯，
4 日歯大病院・小児歯，5 阪大・院・小児歯，6 朝日大・歯・小児歯，7 日大・松戸歯・小児歯，

8 昭和大・歯・小児歯，9 日歯大・新生歯・小児歯，10 福岡歯大・成育小児歯）
1Committee on Education（JSPD）, 2Tsurumi Univ. Dept. Pediatric Dent., 3Iwate Medical Univ. Div. 
Pediatric and Special Care Dent., 4Nippon Dental University Hosp. Dept. Pediatric Dent., 5Dept. of 

Pediatric Dent., Osaka Univ. Grad. Sch. of Dent. 6Asahi. Univ. Dept. Pediatric Dent., 7Nihon Univ. Sch. of 
Dent. at Matsudo. Dept. Pediatric Dent., 8Showa Univ. Dept. Pediatric Dent., 9The Nippon Dental Univ. 

Sch. Life Dent. Niigata Dept. Pediatric Dent., 10Fukuoka Dent Coll. Dept. Pediatric Dent.

P-153

【目的】
　平成 30 年度版歯科医師国家試験出題基準の改
定において，中項目（疾患や事項等の包括的な概
念，必ずしも学問的な分類体系と一致するもので
はない）の精査ならびに小項目（疾患や事項等中
項目より詳細な内容）の充実が図られ，「臨床上
必要な歯科医学及び口くう衛生に関して，歯科医
師として具有すべき知識及び技能について」をよ
り具体的に示したことが大きな変更点である。
　しかし，必修の基本的事項は「歯科医師として
具有すべき基本的最低限度の知識及び技能」であ
るとされているが，基本的最低限度の知識及び技
能に対する歯学分野ごとの明確な基準は示されて
いない。さらに，必修と歯科医学総論の相違点は
不明瞭であり，実際には必修と総論で重複してい
る項目が少なくない。
　そこで教育問題検討委員会では，必修の基本事
項である「小児歯科学における基本的最低限度の
知識及び技能」と小児歯科学分野における必修の
基本事項及び歯科医学総論及び各論の大・中・小
項目の内容に関してのアンケート調査を行った。

【対象と方法】
　2018 年 12 月に，全国 29 歯科大学・大学歯学
部の小児歯科学の講義を担当する講座にアンケー
ト調査を依頼し，回答を得た。

【結果と考察】
　必修として「歯科医師として具有すべき基本的
最低限度の知識及び技能」が，出題基準の中で明
確に示されているかとの問いに対し，「どちらと
もいえない（31％）」，「あまり思わない（27％）」
であり，現状の必修の出題基準には少なからず問
題のあることが分かった。総論についても同様で
あり，加えて総論と必修での重複項目が多く，総
論の位置づけ自体が何であるか判断に迷っている
ことが推察された。各論に関しては，必修や総論
に比べ，より具体性の高い出題基準になっている
ことが伺われ，現状の出題基準は妥当性があると
捉えることができたが，各論内の重複についての
意見が多数あった。次期改訂に向けて改善が必要
と思われる点については，他の専門領域との整合
を図るべきであるとの意見があり，まさに小児歯
科の特殊性が浮き彫りとなった。
　必修，総論，各論において，各々の中項目及び
小項目が，小児歯科学分野の国家試験出題基準に
該当するかどうかの調査においては，「該当する」
が 50％未満となった項目の抽出を行った。今後
は抽出された項目の必要性の有無，あるいは大項
目の他の領域への移動や項目の内容（項目の立て
方）の再考を検討していく予定である。
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歯科技工士学校における小児歯科技工学の教育の評価
Educational evaluation of pediatric dental engineering in college for dental technicians

○塩野康裕，塩野　円，森川和政＊

Yasuhiro Shiono, Madoka Shiono, Kazumasa Morikawa＊

（塩野歯科医院（那珂市），＊岩医大・歯・小児障害歯）
Shiono Dental Clinic, ＊Division of Pediatric Dentistry and Special Care Dentistry, Department of 

Developmental Oral Health Science, Iwate Medical University

【目的】
　歯科技工士学校の教育において小児歯科技工学
は必須項目であり，歯科技工士国家試験にも毎年
出題される分野である。本研究では小児歯科技工
学講義の評価をアンケート形式 1）で学生を対象
に実施した。アンケートの結果から講義の改善点
を抽出し，学生にとって理解しやすく有意義な講
義を提供することが目的である。

【対象と方法】
　歯科技工士学校の 2 年次生を対象に全 8 回の講
義の終了後，講義の評価に関するアンケート調査
を実施した。講義の内容に関する設問は，設問 1 
小児歯科技工学の概説について理解できました
か，設問 2 歯と歯列の発育について理解できま
したか，設問 3 小児の歯冠修復について理解で
きましたか，設問 4 咬合誘導装置の種類につい
て理解できましたか，設問 5 保隙装置について
理解できましたか，設問 6 スペースリゲーナー
について理解できましたか，設問 7 口腔習癖除
去装置について理解できましたか，設問 8 咬合
誘導装置に用いる維持装置について理解できまし
たか，と設定した。講義の進行に関する内容は，
設問 9 講師の話し方（言葉・声の調子など）は
適切でしたか，設問 10 パワーポイントの文字や
図の表現は適切でしたか，設問 11 講師は学生が
質問や意見を述べられるように配慮しましたか，
設問 12 時間配分など，講義の進め方は適切でし
たか，設問 13 配布資料や教科書などの教材は適
切でしたか，設問 14 講師は，学生の理解度を確
認しながら講義を進めましたか，設問 15 講義の
内容は興味や関心が持てるものでしたか，問 16 
講義の内容は理解できるものでしたか，問 17 講
師の講義に対する熱意は感じられましたか，と設
定した。各設問について満足度の高い方から 5 段
階で学生による評価を行った。1 年目のアンケー
ト結果から，講義内容と講義の進め方について改
善点を精査し，2 年目の講義に反映させた。2 年

目の全講義終了後にも同じアンケートを実施し設
問ごとに学生の講義の評価を比較した。統計学的
検討は Mann-Whitney の U 検定により行った。
なお，本研究は日本小児歯科学会研究倫理審査委
員会の承認を得ている（許可番号 18－19）。

【結果】
　1年目と2年目の各設問ごとの比較では，設問2，
設問 3，設問 10，設問 12，設問 14 について 2 年
目の評価が 1 年目の評価よりも有意に高い評価を
得た。

【考察】
　1 年目に評価の低かった歯と歯列の発育，小児
の歯冠修復の講義について，2 年目の講義では実
際の臨床の写真をスライドに多く盛り込む，歯冠
修復に使用する材料など実物を学生に触れてもら
うなどの改善を行った。これによって 2 つの設問
について 2 年目の講義の評価が高くなったと考え
た。講義の進め方について，2 年目の講義スライ
ドではキーワードや過去に歯科技工士国家試験に
出題された項目などの文字を色分けするなど改善
した点が設問 10 への評価に影響したと考察した。
また，初めて講義を受け持った 1 年目に比較し，
講師が 2 年目はスムースに講義を進行できるよう
になったために設問 12 の評価が高くなったと考
えられた。設問 14 については，2 年目の講義各
回の最後に講義内容の小テストを実施し学生の理
解度の確認を行った。これにより，設問 14 への
評価が向上したと考察した。
　学力や理解力の個人差が大きい歯科技工士学校
の学生達へより理解しやすい講義を提供する為
に，学生による講義の評価を次年度の講義に
フィードバックすることの有用性が本研究より示
唆された。

【文献】
 1） 森川和政，他：小児歯科シミュレーション課

題作成とビデオ撮影を取り入れたロールプレ
イの評価，小児歯誌，53（4）：478-486，2015．
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Dental Treatment in Patients with Mitochondrial Encephalomyopathy
with Lactic Acidosis and Stroke-like Episodes（MELAS）：A Case Report

○ Hanbyeol Kim, Ji-Soo Song, Teo Jeon Shin, Hong-Keun Hyun, Young-Jae Kim, Jung-Wook Kim, 
Sang-Hoon Lee, Ki-Taeg Jang

Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Seoul National University, KOREA

【Introduction】
　In patient with mitochondrial encephalomyop-
athy with lactic acidosis and stroke-like episodes 

（MELAS）whose aerobic metabolism is already 
compromised, anesthetic management should be 
designed to minimize stress on the metabolic 
system.

【Case】
　We report a 13-year-old girl with MELAS 
and history of epilepsy. The patient was taking 
benzodiazepine as an anti-epileptic drug（AED）. 
The patient was scheduled for multiple dental 
caries treatment under general anesthesia.

【Progress】
　Preoperative examination results were nor-
mal. During general anesthesia, we used thiopen-
tal and rocuronium for induction followed by 
desflurane for maintenance of anesthetic depth. 
We did not use sodium lactate containing solu-
tion for fluid management.

【Prognosis】
　After an operation, pyridostigmine is injected 
to reverse neuromuscular blockade. However, 
spontaneous breathing was not fully restored for 
10 minutes. Additional sugammadex was inject-
ed and spontaneous respiration was completely 
restored.
　Moreover, a recovery from sedation was not 
achieved for 30 minutes after an operation. So 
we injected flumazenil and it worked.
　The subsequent clinical course until discharge 
and periodic recall checks were uneventful.

【Consideration】
　An increased sensitivity to rocuronium could 
be observed in some patients with MELAS, and 
the use of sugammadex could be effective way 
to end the effects of rocuronium.

　Using flumazenil, the patients taking benzodi-
azepine as an AED could wake up more quickly 
from general anesthesia. 

【Conclusion】
　Dental treatment could be successful in pa-
tient with MEALS under considerate general 
anesthesia.

【References】
 1） Shipton EA, Prosser DO. Mitochondrial my-

opathies and anesthesia. Eur J Anaesthesi-
ol；21：173-178, 2004.
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　Dental treatment of a patient with DiGeorge syndrome under general anesthesia
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【Objects】
　DiGeorge syndrome, also known as 22q11.2 de-
letion syndrome, is a primary immuno deficiency 
disease caused by a small segment deletion in 
the long arm of chromosome 22  at position 
22q11.2 during early fetal development. The ma-
jor phenotypes are congenital cardiac anomalies, 
abnormal facial features, thymic hypoplasia, cleft 
palate, hypocalcemia, delayed development with 
behavioral and emotional development, learning 
disabilities, and poor immune system function. 
However, symptoms can vary depending on the 
degree of the genetic defect. The developmental 
defect of the syndrome occurs in the 3rd and 4th 
pharyngeal pouch of a fetus. As a result, the mu-
tation results in low T lymphocyte numbers and 
immune deficiency.  In terms of oral manifesta-
tion, delayed eruption of permanent teeth, enam-
el hypoplasia, enamel hypomineralization, hy-
podontia, aberrant tooth shape, and dental caries 
are often revealed in the patients. Here, we re-
port a dental procedure performed on a patient 
with DiGeorge syndrome.

【Material & Methods】
　A 9-year-old boy with DiGeorge syndrome 
was referred to the Pediatric Department of 
Seoul National University Dental Hospital with 
the complaint of dental caries in both maxillary 
and mandibular molar. He had a history of tak-
ing prosthetic heart valve surgery and cannula 
insertion operation due to tracheomalacia. He 
was also diagnosed with pulmonary hyperten-
sion and hypothyroidism, known as symptoms of 
the syndrome.

【Results & Discussion】
　The patient had poor oral hygiene. By pan-
oramic radiograph and oral examination, proxi-
mal caries was detected in several primary mo-
lar teeth（#54, 55, 74, 75, 84, 85）and permanent 

first molar tooth（#46）. Especially, cavitation 
was observed in teeth #54, 55, 75. Due to the pa-
tient’s condition and the severity of his dental 
caries, dental procedure under general anesthe-
sia was planned. The treatment was successfully 
executed under general anesthesia with sevoflu-
rane, nitrous oxide, and oxygen. No complication 
was observed during or after the operation.

【Conclusion】
　DiGeorge syndrome patients need special care 
because of their delayed development and im-
munedeficiency. This case report suggests that 
dental procedure under general anesthesia is a 
safe method for patients with DiGeorge syn-
drome for their immune condition and dental hy-
giene.

【References】
 1） Kuo, C.Y., Singer, R., Saitta, S.C.（2018）. Im-

mune and Genetic Features of the Chromo-
some 22q11.2 Deletion（DiGeorge Syn-
drome）. Current Allergy and Asthma 
Reports, 18（12）, 75.

 2） Fukai, N., Amano, A., Akiyama, S., Daikoku 
H., Wakisaka, S., Morisaki, I.（2000）. Oral 
findings in DiGeorge syndrome. Oral Sur︲
gery Oral Medicine Oral Pathology, 89（2）, 
208–215.

 3） Kulan, P., Pekiner, F., Akyuz, S.（2013）. Oral 
Manifestation and Dental Management of 
CATCH 22 Syndrome. Marmara Dental 
Journal, 1, 46–48.

 4） Toka, O., Matthias, K., Dittrich, S., Holst, S., 
Holst, A.（2010）. Dental aspects in patients 
with DiGeorge syndrome. Quintessence In︲
ternational 41（7）, 551–556.

 5） Jensen, S.B., Jacobsen, P., Rotne, L., Enk, C., 
Illum, F.（1983）. Oral findings in DiGeorge 
syndrome. International Journal of Oral Sur︲
gery, 12（4）, 250–254.
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Wnt activity is associated with cementum apposition patterns

○ Cheolhyeon Bae1, Daewoo Lee1,2, Jaegon Kim1,2, Yeonmi Yang1,2

1Department of Pediatric Dentistry, Jeonbuk National University Dental Hospital
2Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Jeonbuk National University

【Objects】
　Cellular and acellular cementum and the cells 
that form them are postulated to have different 
characteristics, and the relationship between 
these two tissues is not well understood. Based 
on the hypothesis that Wnt signaling is involved 
in the determination of cementum type, we ex-
amined Wnt activity along the tooth root and 
analyzed cementum formation in genetic mutant 
models.

【Material & Methods】
　We generated mutant models with Wnt sig-
naling upregulation（OCCatnblox（ex3）/+）, downreg-
ulation（OCWlsfl/fl）, and a compound mutant（Enp︲
p1asj/asj；OCCatnblox（ex3）/+）to compare cementum 
apposition patterns of ectonucleotide phospha-
tase/phosphodiesterase（Enpp1）mutant（Enp︲
p1asj/asj）. The analysis of structural morphology 
and histology was performed with hematoxylin 
and eosin and immunohistochemical staining and 
scanning electron microscopy.

【Results & Discussion】
　The cementum type of upper apical region of 
tooth roots in the molar is altered from the cel-
lular form at the initial stage to the acellular 
form at the late stage of cementum formation. 
However, the basal part of this apical region is 
not altered and retains cellular cementum char-
acters with strong Wnt activity. 
　In the genetic mutant models for Wnt upregu-
lation, cellular cementum is formed at the cervi-
cal region instead of acellular cementum. How-
ever, Enpp1 mutant mice have clearly different 
characteristics with cellular-type cementum 
even with dramatically increased cervical ce-
mentum matrix. In addition, we found that acel-
lular-type formation could be altered into cellu-
l a r- t ype  f o rma t i o n  by  ana l y z i ng  Wnt 
upregulation and compound mutant models. 

Fig.1 Cementum apposition patterns and Wnt 
activity.

【Conclusion】
　Cementum type is not determined by its spe-
cific location and could be transformed with Wnt 
activity during cementum formation.

【References】
 1） Bae CH, Choi H, You HK, Cho ES. Wnt ac-
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【Objects】
　This study aimed to evaluate the relationship 
between parenting styles and childhood dental 
caries using a sample of 3 to 6 years old children 
in Korea.

【Material & Methods】
　The subjects were 158 children aged 3 to 6 
years old and their parents in Korea. The par-
enting styles were divided into three groups（au-
thoritative, authoritarian, and permissive）using 
a translated version of the Parenting Styles and 
Dimensions Questionnaire（PSDQ）. 

【Results & Discussion】
　Among the 353 parents/child dyads, 158 ques-
tionnaires were returned. Authoritative parent-
ing style was the majority（95.6%）, followed by 
authoritarian（3.8%）, and permissive（0.6%）. 
There were no statistically significant differenc-
es between dental caries and parenting styles. 
The mean of dft index in authoritative group 
was lower than others. In the authoritative do-
main, the higher the authoritative tendency, the 
lower the dft index. 
　Overall, authoritative parenting styles resulted 
in low rates of dental caries for the children. 
The stronger the authoritative tendency of the 
parents, the lower the experience of dental car-
ies in the children.

【Conclusion】
　Parenting styles were likely to affect the oral 
health of a child, but it seemed necessary to sup-
plement the evaluation tool to evaluate the par-
enting styles.
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Parenting style and oral health practices in 
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Effectiveness of noise reducing devices on dental handpieces
歯科用ハンドピースの騒音低減装置の有効性

○ Hyeonmin Cho, Seong-Oh Kim, Jaeho Lee, Je Seon Song

Yonsei Univ. Dept. Pediatric Dent.
（延世大・歯・小児歯）

【Objects】
　In dental clinic there are inevitable noises 
made by various devices. This study intended to 
evaluation of noise level of dental handpieces 
and the effects of noise reducing devices.

【Material & Methods】
　The level of noise was measured respectively 
in various condition from the distance of 30cm 
with a portable noise meter. Noise level was 
measured again after application of noise reduc-
tion devices. The noise was recorded by the mi-
crophone and waveform was analyzed. 

【Results & Discussion】
　The noise level was about 80dB depending on 
the condition. Noise reduction devices were 
found to be somewhat effective in reducing 
noise, though differed by products.

【Conclusion】
　Considering the intensity and exposure time, 
the noise in the dental clinic can cause perma-
nent hearing damage to the dentists. To protect 
from the risk for occupational hearing damages, 
some devices are thought effective.

【References】
 1） Setcos JC, Mahyuddin A：Noise levels en-

countered in dental clinical and laboratory 
practice. Int J Prosthodont, 11：150–7, 1998.

 2） MH Khan, S Haque et al.：A review and 
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desh Journal of Dental Research & Educa-
tion, Vol. 01, No. 01, January 2011, Page 23-
26.
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Time of eye opening in dental treatment of children and adolescents
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【Objects】
　The aim of this study is to investigate the re-
lationship between duration of eye opening in 
dental treatment and age in children and adoles-
cents.

【Material & Methods】
　This study reviewed 5 to 15 year-old patients 
who visited the department of pediatric dentist-
ry of Yonsei University Dental Hospital for re-
storative treatment or sealants. Treatment time 
and open eye duration were measured, and the 
average ratio were compared. 

【Results & Discussion】
　60 patients were investigated, with 15 patients 
in each age group. The average ratio was 90.3% 
for 5-6 year olds, 87.5% for 7-9 year olds, 83.6% 
for 10-12 year olds, and 25.5% for 13-15 year 
olds. The average ratio of eye opening increased 
as the age decreased（p=0.00）. The average 
open eye ratio of 13-15 year olds was significant-
ly shorter than that of children younger than 12 
years（p＜0.05）.

【Conclusion】
　Pediatric dentists should be aware that chil-
dren are highly likely to have their eyes open 
during treatment. Additional effort is needed to 
avoid using sharp equipment in the visual field 
of patients’ and to protect their eyes from for-
eign substance and blue light. 
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tection in dental practice. N Z Dent J, 86：
14-15, 1990.

 2） Farrier SL, Farrier JN, Gilmour AS： Eye 
safety in operative dentistry-a study in gen-
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Saliva and Plaque Bacterial Microbiome of Children in Yangsan Areas
According to Age and Caries Experience
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＊Department of Pediatric Dentistry, Pusan National University Dental Hospital, Yangsan, Republic of Korea
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【Objects】
　Dental caries is one of chronic diseases that 
affects children, adolescents and adults. It is 
caused by the oral bacteria and is also consid-
ered as multifactorial disease including tooth, 
food, time, saliva and socioeconomic status. For 
this reason, it is needed to be combined with 
general clinical examinations and microbiological 
examinations for effective and accurate diagnosis 
of dental caries. The aim of this study was to 
evaluate the bacterial diversity in two different 
group of age with or without caries experience.

【Material & Methods】
　120 children with under 12 years old partici-
pated this study. Informed consents were ob-
tained from all legal guardians and participants. 
Those with severe systemic diseases that affect 
oral hygiene care ability or those with salivary 
gland disease were excluded. Subjects were clas-
sified into two groups, group 1 was composed of 
children under the age six and group 2 was 
made up of six to 12 years old children. Intraoral 
examination for all participants were performed 
by one trained dentist and caries experiences 
were recorded based on International Caries De-
tection and Assessment System and World 
Health Organization Criteria. Plaque samples 
were collected from each subject with a steril-
ized cotton swab by rubbing tooth surfaces. Sali-
va samples were collected after 30 seconds gar-
gling with gargle solution. Genomic DNA was 
extracted from saliva and plaque with GeneAll 
EXgene Clinic kit, and the quality and quantity 
of the DNA were evaluated using a Nanodrop 
assay. Multiplex 16S rRNA amplicon sequencing 
was performed using Illumina HiSeq. The Linear 
Discriminant Analysis Effect Size（LEfSe）algo-
rithm was used to identify taxa and the cutoff 
for the logarithmic LDA（Linear Discriminant 
Analysis）score was set at 2.0. Statistically sig-
nificant differences in community richness and 
diversity were evaluated by Wilcoxon rank sum 

test.
【Results & Discussion】
　120 children enrolled this study. The mean 
age was 4.5±0.7 years for group 1（≤ 6 years）
and 7.9±1.3 years for group 2（6 years＜＊≤ 12 
years）respectively. The distribution of gender 
and age of children was showed in Table 1. 
Community richness and diversity were statisti-
cally significant in plaque sample of group 2（p 
＜0.05）. In group 1, Actinobacteria, Bacteroidetes, 
Firmicutes, Proteobacteria were common phyla 
in both saliva and plaque samples. Fusobacteria 
however, were founded in only plaque samples. 
In group 2, Actinobacteria, Bacteroidetes, Firmic︲
utes, Proteobacteria were common phyla in both 
saliva and plaque samples just like in group 1. 
Moreover, Spirochaetes were founded in both sa-
liva and plaque samples in group 2 only. LEfSe 
analysis of saliva and plaque in group 1 and 2 
are as below.

【Conclusion】
　Oral bacterial microbiome of saliva and plaque 
from children under 12 years old with or with-
out caries experience were analyzed using mul-
tiplex 16S rRNA amplicon sequencing. Fusobac︲
teria were detected only in plaque in phylum 
level, and the richness and diversity were statis-
tically significant only in plaque samples of 
group 2. Spirochaetes were detected only in 
group 2. The reason for the bacterial diversity in 
group 2 was thought to be the cause of growth 
and change in dentition and therefore children 
might have more chances to flow in and contact 
the various bacteria. Therefore, it is influential 
to maintain regular oral health care such as 
tooth brushing and diet control for growing chil-
dren particularly around age of six. Because 
they are in the stage of transition from primary 
dentition to mixed dentition, prevention and 
management of dental caries should be focused 
in pediatric dentistry.
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Safety of Chloral Hydrate Dental Sedation for Children–Literature Review
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【Objects】
　Sedation is an effective method of incorpora-
tive children who suffer from dental anxiety or 
fear. Chloral hydrate is the oldest and most com-
mon sedative agent used in conscious sedation 
for pediatric dental patients. The main objective 
of literature review is to review safety and ad-
verse events in chloral hydrate dental sedation 
in children so as to ensure successful sedation 
with as few complications as possible. 

【Material & Methods】
　A bibliographic search in PubMed MEDLINE 
Cochrane database and KMBase KISS DBpia 
KoreaMed RISS database was performed. Carry-
ing out using the key words “dental sedation”, 
“chloral hydrate”, and “children or adolescent”, 
total of 512 scientific articles were found. These 
were narrowed down to 183 articles after apply-
ing inclusion and exclusion criteria. 

【Results & Discussion】
　A total of 23 studies were selected. The se-
lected studies included 16 cases of death after 
chloral hydrate dental sedation, and overdose 
took the majority of cause of death. 
　Intraoperative adverse events were mostly 
decreased oxygen saturation（hypoxia） and ap-
nea, but most of events were temporary. Also, 
adverse events reported more often after dis-
charge. Vomit, nausea and prolonged sedation 
occurred most after discharge. 

【Conclusion】
　Chloral hydrate is a sedative-hypnotic agent 
and is widely used in both pediatric medicine 
and dentistry. The risk of adverse events and 
the potential for compounding errors associated 

with chloral hydrate are of great concern. 
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【Objects】
　The aim of this study was to compare com-
pressive strength and microhardness of recently 
introduced ‘alkasite’ restorative materials with 
glass ionomer and flowable composite resin.

【Material & Methods】
　A glass ionomer（Fuji IX GP）, Alkasite（Cen-
tion N）, and composite resin（Filtek Z350） were 
examined. For each material, 20 samples were 
established respectively for compressive 
strength and microhardness test. In case of ‘alk-
asite’ which could be either self-cured or light-
cured, samples were self-cured. Compressive 
strength was evaluated using universal testing 
machine. For microhardness test, Vickers micro-
hardness was evaluated after 1 hour, 1 days, 7 
days of sample establishment. The data was ana-
lyzed using Kruskal-Wallis and Mann-Whitney 
test.

【Results】
　The composite resin showed highest compres-
sive strength followed by ‘alkasite’. Glass iono-
mer showed lowest compressive strength. In 
Vickers hardness test, glass ionomer showed in-
crease of microhardness for 7 days（p＜0.05）. 
The ‘alkasite’ showed increase of microhardness 
for 1 day（p＜0.05）, but no difference was found 
between 1 day and 7 days measurement. The 
composite resin showed no different throughout 
whole periods. At 1 hour and 1 day after sample 
establishment, composite resin showed highest 
microhardness（p＜0.05）, while no significant 
differences were found among others. But in 7 
days after sample establishment, glass ionomer 
and composite resin showed higher microhard-

ness than ‘alkasite’（p＜0.05）.
【Conclusion】
　‘Alkasite’ showed lower compressive strength 
than composite resin but higher than glass iono-
mer. In Vickers microhardness, at 7 days after 
sample establishment, glass ionomer and com-
posite resin showed better results than ‘alkasite’.
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【Introduction】
　Molar-incisor malformation（MIM）, shows an 
anomaly in the root with a normal crown and 
has a complex anatomical root canal structure. 
In this case report, patient of a primary second 
molar with MIM is was reported and micro 
computed tomography analysis was conducted 
performed for the first time. 

【Case operation procedure】
　A 10-year-old boy visited Gangneung-wonju 
national university dental hospital with chief 
complaint of bruxism. He had history about bi-
lateral arteriovenous malformation, a cerebro-
vascular disease at 1 year after birth. In pan-
oramic view, MIM morphology was observed in 
all permanent first molars and both mandibular 
primary second molars, but no clinical symptoms 
were observed. 
　The mandibular right primary second molar 
was extracted without any damage to the re-
maining mesial root and micro computed tomog-
raphy was used to analyze tooth sample.
　From the micro CT analysis, a mineralized 
area near the CEJ with radiopacity between that 
of enamel and dentin, many accessory root ca-
nals connected to the root furcation area, irregu-
lar canals with obliteration were observed. In-
side the root canal, a calcified mass with 
radiopacity observed and the pulp chamber was 
narrowed downwards. 

【Discussion】
❖ Similar findings
　≫  relationship between MIM and health is-

sues, cerebrovascular disease during the 
neonatal period（Wright et al.）

　≫  A cervical mineralized diaphragm（CMD）, 
which looked like a mineralized plate 
around the CEJ（Witt et al.）

　≫  Complex morphologies such as accessory 
root canals and constricted root canals

（Brusevold et al.）
❖ Similar but not frequent findings
　≫  a calcified mass in canal（Lee et al.）
❖ Not similar findings 
　≫  Severely constricted and smaller volume 

of pulp chamber of crown than previous 
studies on about permanent first molars.：
it is thought that pulp chamber constric-
tion is more emphasized due to the size 
difference between the primary and per-
manent teeth.

❖  Summary
　The primary second molar is a crucial tooth 
compared to other teeth during the primary 
dentition period. This report holds meaningful 
significance, since this study analyzed the ana-
tomical microstructure of the primary second 
molar with MIM for the first time and serves as 
a foundation for various future studies on prima-
ry second molars with MIM.
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【Introduction】
　Silver-Russell syndrome（SRS） is a rare con-
dition characterized by intrauterine and postna-
tal growth retardation, craniofacial dispropor-
tion.1 Typical features are triangular face and 
clinodactyly of the fifth fingers. A variety of den-
tal abnormalities have been reported including 
absence of teeth, abnormally small teeth（micro-
dontia）, and crowding. Because of These abnor-
malities, the patients with the syndrome have 
notable dental problems. We present a case re-
port from the dental management of Silver-Rus-
sell syndrome patient.

【Case report】
　A 2-year-old boy with Silver-Russell syn-
drome visited for oral examination. The patient 
underwent surgery due to cryptorchism at birth 
and had a history of cleft palate surgery at 1 
year of age. The clinical results showed that 
multiple caries on entire dentition. Due to the 
young age and limited mouth opening of the pa-
tient, treatment was planned starting with ac-
cessible teeth. After the caries treatment, he 
was referred to the orthodontic department. 
Maxillary and mandibular expansion have been 
performed. Teeth aligning and leveling are in 
progress.

【Discussion】
　The upper jaw arch of SRS is frequently nar-
row and crowded. Decreased oral hygiene in 
SRS patients due to severe crowding may be 
present. Proper dietary control and fluoride ap-
plication are necessary. A general anesthesia 
may be considered for caries treatment in this 
case. However, outpatient treatment is per-
formed through long-term oral care with coop-

eration of the patient and the parents. Orthodon-
tic intervention in children with SRS can help 
normalize oropharyngeal function and facial ap-
pearance. Therefore, an evaluation for orthodon-
tic treatment is required for growth.

Figure 1. Extraoral view of the patient. Triangu-
lar face, micrognathia is noticed. 

【Conclusion】
　Children with Silver-Russell syndrome show 
severe crowding and micrognathia. Therefore 
periodic plaque control, fluoride application and 
an evaluation for orthodontic treatment are re-
quired for oral health and growth.
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【Introduction】
　Large cysts should be treated surgically to 
avoid possible complications such as teeth dis-
placement, resorption of teeth, bone destruction, 
pathologic fractures, delayed tooth eruption and 
paraesthesia of inferior alveolar nerve.

【Case】
　A 11-year-old male child patient is referred 
to the Department of dentistry because of a 
painless swelling in the right side of the mandi-
ble. Extraoral examination revealed a swelling 
present near the lower margin of the right man-
dible. Intraoral examination revealed a swelling 
in the primary mandibular right canine region. 
　Panoramic radiograph revealed the presence 
of a unilocular radiolucent cystic lesion with scle-
rotic border associated with the mandibular 
right canine crown. After the clinical and radio-
logical examination, a diagnosis of the odonto-
genic keratocyst was made.

【Progress】
　Under local anesthesia, the involved primary 
mandibular right canine was extracted and a de-
compression button was placed. After 14 months 
follow-up, the shrinkage of cyst size was stable, 
then decompression button was removed.

【Prognosis】
　Due to shrinkage of cyst size, the prognosis is 
good.

【Consideration】
　The treatment that involves enucleation of the 
cyst with the removal of the involved tooth is a 
very radical approach, and rarely results in le-
sion recurrence. Marsupialization is advisable to 
preserve the cyst-associated tooth and promote 
its spontaneous eruption within the cyst when 

sufficient space for eruption exists.
【Conclusion】
　Marsupialization has been accepted as a con-
servative and non-invasive surgical option espe-
cially in the presence of giant cyst.
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A modified method of marsupialization to treat a large odontogenic keratocyst：
Case report
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A rare case of compound type odontoma located at mandible
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【Introduction】
　Odontomas usually located at premaxilla area, 
resulting in delayed eruption, displacement of 
tooth germ or impacted tooth. According to pre-
vious studies, the prevalence of odontomas oc-
curring in premaxilla area is around 67%. The 
incidence for odontoma in anterior mandible re-
gion is relatively low, the compound type（25%）
and complex type（9.1%）.

【Case】
　A 9-year-old patient was referred from local 
dental clinic due to lower right primary lateral 
incisor retained. Intra-oral examination showed 
delayed eruption of lower right permanent later-
al incisor. However, it’s counterpart had erupted. 
The periapical film revealed impacted lower 
right permanent lateral incisor and several radi-
opaque lesions with radiolucent rim. According 
to clinical and radiographic findings, the impres-
sion of this case was odontomas, compound type.

【Progress】
　The odontomas were surgically removed un-
der general anesthesia, and the lower right pri-
mary lateral incisor was extracted. The patho-
logic report showed odontomas, compound type. 
After six months follow up, the impacted succe-
daneous tooth erupted uneventfully.

【Prognosis】
　The compound type odontomas has very low 
recurrence incidence. 

【Consideration】
　Surgical removal is the most common thera-
peutic options for odontomas. However,  in this 
case, the odontomas are close to inferior border 
of mandible. Therefore, CBCT is recommended 
for similar cases to exactly locate pathological 

lesions.
【Conclusion】
　Odontoma usually leads to displacement or de-
layed eruption of tooth germ. Early diagnosis 
and timing intervention are critical to prevent 
further complications.
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Autotransplantation in odontogenic cyst with impacted tooth：A case report
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【Introduction】
　Autotransplantation is a treatment for reposi-
tioning of autogenous teeth to another tooth ex-
traction site or a surgically prepared recipient 
site. It can replace teeth that are congenitally 
missing or have poor prognosis. This treatment 
is also predictable for impacted teeth.

【Case】
　This is a case of 10-year-old healthy girl with 
dentigerous cyst and impacted teeth #6, #7 and 
#8.

【Progress】
　Enucleation of the cystic lesion and removal of 
teeth #8 and #7 were performed under general 
anesthesia. Due to adhesion of cyst, poor crown-
root ratio and insufficient space, tooth #7 auto-
transplantation was done with wire splinting and 
palatal stent fixation.

【Prognosis】
　The palatal stent was removed in 2 weeks 
and resin and wire semi-rigid splinting were 
performed for another 3 weeks to gain sufficient 
stability. Root canal treatment started 2 weeks 
after surgery. There was no obvious symptom 
and sign in surgical site in 3M follow.

【Consideration】
　We reconstructed her esthetics area via re-
placing poor prognosis central incisor by impact-
ed lateral incisor. Autotransplantation of the im-
pacted tooth may also induce bone formation to 
prevent advance bone resorption. 

【Conclusion】
　Autotransplantation for can be considered as a 
feasible treatment for ridge preservation and im-
mediate esthetic restoration in growing patients.
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投　稿　規　程

1 ．本雑誌は公益社団法人日本小児歯科学会が発行する
機関誌（略誌名：小児歯誌）であり，年 5 回発行し，
うち 2 回は本学会大会抄録および地方会大会抄録の特
集（増刊号）とする。

2 ．本雑誌の投稿は，共著者を含め，すべて本学会会員
に限る。但し，編集委員会がとくに認めたものは，この
限りではない。また，論文は他誌に未発表のものに限る。

3 ．本雑誌の内容は，原著，症例報告，総説，特集，本
学会大会抄録および地方会大会抄録ならびにその他を
掲載する。

4 ．総説および特集には，本学会大会宿題報告，学術論
文賞受賞論文の解説論文および編集委員会の依頼によ
るもので，原則として，A4 サイズ 400 字詰めで
12,000 字以内，図表 9 枚以内とする。

5 ．ヒトおよび人体材料を用いた研究（疫学研究および
症例報告を含む）の場合は文部科学省・厚生労働省の

「疫学研究に関する倫理指針」あるいは「臨床研究に
関する倫理指針」に基づいた研究であることを論文中
に明記するとともに，研究倫理に関するチェック項目
を満たすものとする。

6 ．動物実験による研究については，著者の所属する研
究機関が定めた「動物実験指針」に基づいて実施され
た旨を明記しなければならない。

7 ．投稿に際し，共著者を含めた全著者の当該論文に関
する利益相反に関する事項について，開示しなければ
ならない。開示内容は，掲載論文の末尾に記載し公表
する。利益相反開示事項がない場合は，末尾に「本論
文に関する著者の利益相反：なし」等の文言を記載する。

8 ．原稿の書き方は下記の要領による。
1 ）A4 サイズに横書 12 ポイントで印字する。原稿
は，漢字まじり平仮名，カタカナ，常用漢字，口語
体，新仮名遣いを用いる。あわせて頁番号，行番号

（頁ごとにふり直し）も設定する。
2 ）原稿の表紙には次の順序に従って各項を記載し，
本文は 2 枚目から書く。和文の表題（50 字以内）
キーワード（3～5 語），著者名，所属機関名および
主任または指導者名，所属機関の所在地，ランニン
グタイトル（欄外タイトル，筆頭著者名を含め 25
字以内）とする。必要別刷数を朱書する。

3 ）原著，臨床報告，総説には和文要旨（600 字以内）
および英文抄録（450 語以内）とその和訳をつける。
英文抄録は，表題（25 語以内），Key words（3～5
語），著者名，所属機関名および主任または指導者
名の順に記載する。

4 ）2 ページ以後には和文要旨，日本語のキーワード
に続いて，緒言，材料と方法（研究方法），結果

（成績），考察，結論，文献を順に記載する。
5 ）文献は引用順に並べて一連番号をつけ，本文末尾
にまとめる。本文引用箇所に肩番号をつける。また，
同一箇所で複数引用した場合には年代順に並べる。

　　同時に多数の文献を引用する場合，
　　　　……多数の報告がある2，3，7，24，26）。
　　　　……の報告がある1～10）。
　　文献は下記の例に従って記載する。
　　 a ）雑誌の場合
　　　著者名（共著者名を原則としてすべて記載する。

但し，6 名を超えた場合は，それ以上の著者名を
“ほか”とすることも可能）：論文表題，雑誌名，
巻：最初と最後の頁（通巻頁とする），年号（西暦）．
の順に記載する。

　　　但し，通巻頁のない雑誌については号数の記載を
必要とする。

　　　なお雑誌名は和文誌については「医学中央雑誌・
収載誌目録」

　　　 （https://www.jamas.or.jp/shusaishi/search/） 
英文誌については“PubMed”

　　　 （http://www.ncbi.nlm.nih.gov/journals?itool＝
sidebar）に準拠する。

　　　収載されていない雑誌については当該誌が標榜す
る略誌名を使用する。

　　例：
1 ）福山達郎，藥師寺仁：上顎乳犬歯，犬歯の排

列位置の変化に関する累年的研究―乳歯列完
成期から永久歯列安定期まで―，小児歯誌，
39 : 614-636, 2001.

2 ）Kimura M, Dai W, Nishida I, Maki K : Effects of 
physical exercise on rat jaw bones at growth 
stage : 2nd report on histopathological study, Ped 
Dent J,10: 41-47, 2000.

　　 b ）単行本の場合
　　　著者名：書名，発行所，発行地，発行年（西暦），

引用頁．の順に記載する。
　　例：

1 ）厚生省健康政策局歯科衛生課：歯科保健指導
関 係 資 料， 口 腔 保 健 協 会， 東 京，1992, 
pp.244-245.

2 ）Proffit WR : Contemporary Orthodontics, C.V. 
Mosby Co., St. Louis, 1986, pp.47-49.

　　 c ）分担執筆の単行本の場合
　　　分担執筆者名：分担執筆の表題，編者名，書名，
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発行所，発行地，発行年（西暦），引用頁．の順に
記載する。

　　例：
1 ）赤坂守人：齲蝕予防の指導，長坂信夫編，臨

床小児歯科学，南山堂，東京，1990, pp.2-29.
2 ）Wei SHY: Mechanical and Chemical Plaque 

Control, Edited by Wei SHY, Pediatric dentistry: 
total dental care, Lea & Febiger, Philadelphia, 
1988, pp. 23-42.

　　 d ）抄録を引用する場合
　　　末尾に（抄）と入れる。
　　例：

1 ）城山博，下岡正八：トークアイによる術者の
視知覚分析──診療室中央通路を初診用ユニ
ットまで歩行した際の眼球運動──，小児歯
誌，33: 331, 1995（抄）．

　　 e ）Web サイトを引用する場合
　　　著者名：Web ページのタイトル，〈URL〉（アク

セス日）
　　例：

1 ）厚生労働省：臨床研究に関する倫理指針，
　　　　　 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/kousei/

i-kenkyu/rinsyo/dl/shishin.pdf
　　　　　（2009.02.25. アクセス）

6 ）度量衡の単位
　　　度量衡の単位は国際単位系（SI）を原則とする。

7 ）表および図（写真）
　　 a  ）表および図（写真）は本文とは別にまとめ，そ

の挿入箇所を本文中の右欄外に朱書する。
　　 b  ）大きさは A4 判とする。
　　 c  ）図表および写真の縮尺を指定する。図表のトレー

スを必要とする場合は，図表の右上に朱書する。
　　 d ）写真はカラーか白黒かを明記する。
　　 e ）図表および写真の説明は和文とする。
9 ．論文の送付

1 ）原稿は学会ホームページ（「歯科医療関係者向け
ページ」→「学会雑誌について」→「小児歯科学雑
誌（和文誌）」）に設置の投稿フォーム（http://oha1.
heteml.net/jspd/form-pub/）から送付する。

2 ）本文は Word ファイル，図表は JPEG 方式で保存
したものを添付する。

3 ）誓約書は共著者を含めた全員分の署名ならびに捺
印を記載したものを郵送にて送付する。

10．論文の受付および採否
1 ）投稿規程にそわない原稿は受付けない場合がある。
2 ）原稿は 3 名以上の査読者により査読を受けた後，

編集委員会でその内容を検討し，採否を決定する。
11．著者校正
　　著者による校正は 2 回とし，原稿の大幅な改訂に伴

う費用は著者負担とする。
12．掲載費および英文校閲費の著者負担額

1 ）原著および臨床報告の図表および写真などは実費
を徴収する。

2 ）総説および特集の掲載料は無料とし，別刷 50 部
を贈呈する。

3 ）別刷は 50 部を単位として受付け，これにかかわ
る作製および発送費用は著者負担とする。

4 ）英文校閲に関わる費用は著者負担とする。
5 ）J-stage 登載費は依頼原稿を除き，実費を徴収する。

13．証明書などの発行
1 ）原稿が編集委員会に到着した日付をもって原稿受
付日とする。

2 ）編集委員会において論文の採用が決定された後に，
掲載する巻号を記載した論文掲載証明書を発行する。

14．掲載論文の著作権
　　本雑誌に掲載された論文の著作権（著作財産権，公

衆送信権）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転載許諾申請書で行い，
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。

投稿論文問い合わせ先：（一財）口腔保健協会内
公益社団法人　日本小児歯科学会（和文誌）編集事務局

（〒 170-0003　東京都豊島区駒込 1-43-9）
E-mail：hensyu8@kokuhoken.or.jp

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
令和 2 年 2 月25日一部改訂
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日 本 小 児 歯 科 学 会 賛 助 会 員
（令和 2 年 4 月現在）

アサヒグループ食品株式会社
アレクシオンファーマ合同会社

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
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
東京イーグル化学株式会社

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・メディコーデンタル
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）
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