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第 60回日本小児歯科学会大会の開催にあたって

60th JSPD

ご 挨 拶

第 60回日本小児歯科学会大会

大会長　白川　哲夫

会員の皆様におかれましては，この長引く災禍にあっても益々ご清栄のこととお慶び申し上げます．
この度，公益社団法人日本小児歯科学会の第 60 回記念大会の大会長を拝命し，日本大学歯学部小児歯科学

講座の担当で本大会を開催させていただくことになりました．通常開催の予定を変更し，本記念大会は千葉市
の幕張メッセ国際会議場ならびに WEB を用いてのハイブリッド開催となります．同会議場での新型コロナウ
イルス感染予防につきまして，できる限りの対策を行って安全な環境で大会を開催できるよう努力する所存で
す．

本大会は，特別講演 1 および 2，招聘講演，教育講演 1 および 2，大会長講演，学術賞・奨励賞受賞者講演，
60 周年記念大会企画，各種委員会企画およびセミナー，JSPP 企画，一般口演，ならびに e ポスターで構成さ
れています．またランチョンセミナーもございます．今のところ，国内の新型コロナウイルス感染の第 6 波が
ピークアウトしたのち，感染状況がどのような経緯を辿るのか予測が困難です．本大会の会期までには感染者
数が落ち着いていることを願っていますが，現地参加が難しい皆様にも各種講演や口頭発表，eポスターを視聴・
閲覧いただけるよう，学会の会期終了後の一定期間，オンデマンド配信させていただきます．

大会の内容についてですが，特別講演 1 は，東京大学医科学研究所特任教授の清野宏先生に「粘膜免疫学
が導く未来型ワクチンの研究開発」と題する講演をお願いしています．未曾有のウイルス感染拡大が起きてい
る今，ワクチン開発は最も重要な課題の一つです．特別講演 2 では，北海道大学大学院医学研究院教授の渡辺
雅彦先生に「グルタミン酸シグナル伝達による神経回路発達の制御機構」と題して脳発達について講演してい
ただきます．招聘講演では，UCLA School of Dentistry の Francisco Ramos-Gomez 教授に「Minimally 
Invasive Pediatric Dentistry in the Telehealth Era」と題する講演をお願いしています．来日いただき，
現地にて講演していただく予定でしたが，外務省による入国制限ならびに感染状況を踏まえ，ビデオ講演に変
更させていただきました．ご理解賜ればと存じます．

さらに 60 周年記念大会企画では「長期化するコロナ禍で子どもたちをどう支えるか」と題して，本大会の
メインテーマである「心をつなぎ支えよう，子どもたちの明日を」に直結するテーマで 3 名のシンポジストの
先生方に講演をお願いしています．コロナ禍が長期化している今，子どもたちが直面している問題に対して私
たちに何ができるかを考える機会になれば幸いです．

最後に，本大会の開催にあたり多大なご協力とご助言をいただいた牧理事長ならびに学会役員の先生方，会
員の皆様，協賛賜った関係各位に心より感謝申し上げます．
 令和 3 年 3 月 15 日
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C会場 A会場 B会場 C会場 受付 企業展示会場 A会場 B会場 C会場 受付 企業展示会場

2F　201会議室 1F　104会議室 2F　202会議室 2F　コンベンションホール 2F　国際会議室 2F　201会議室 1F 当日登録受付 2F　ホワイエ 2F　コンベンションホール 2F　国際会議室 2F　201会議室 1F 当日登録受付 2F　ホワイエ

※研究倫理審査委員会セミナー：Web配信のみ

企業展示
9:00～17:15

受付
8:30～17:00

受付
8:30～15:00

一般口演

 O-9～O-16

優秀発表賞
閉会式

16:00～16:30

特別講演１
13:00～14:00

教育講演２
13:00～13:50

教育講演１
11:00～11:50

企業展示
9:00～15:30

特別講演２
10:30～11:30

女性小児歯科医・男女
共同参画委員会企画

セミナー
15:00～16:00

一般口演

O-1～O-8

60周年記念大会
企画講演

14:00～15:30 歯科衛生士委員会
企画セミナー
14:30～15:30

開会式
会員集会
表彰式

記念撮影
9:00～10:00

ランチョンセミナー４
12:00～12:50

ランチョンセミナー５
12:00～12:50

ランチョンセミナー１
12:00～12:50

ランチョンセミナー２
12:00～12:50

ランチョンセミナー３
12:00～12:50

受賞記念講演
9:00～10:20

大会長講演
10:20～11:00

認定歯科衛生士
認定更新

必須研修セミナー
13:00～14:00JSPP企画講演

13:00～14:30

招聘講演
11:00～11:50

【大会第1日目　5月19日（木）】 【大会第2日目　5月20日（金）】【5月18日（水）】

JSPP 理事会
9:00～11:30

JSPD 常務理事会
12:00～13:00

JSPD社員総会
13:30～15:30

JSPD
新理事会・理事会

15:40～16:20
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大会日程表

60th JSPD

C会場 A会場 B会場 C会場 受付 企業展示会場 A会場 B会場 C会場 受付 企業展示会場

2F　201会議室 1F　104会議室 2F　202会議室 2F　コンベンションホール 2F　国際会議室 2F　201会議室 1F 当日登録受付 2F　ホワイエ 2F　コンベンションホール 2F　国際会議室 2F　201会議室 1F 当日登録受付 2F　ホワイエ

JSPP 理事会
9:00～11:30

JSPD 常務理事会
12:00～13:00

JSPD社員総会
13:30～15:30

JSPD
新理事会・理事会

15:40～16:20

【5月18日（水）】

受賞記念講演
9:00～10:20

大会長講演
10:20～11:00

認定歯科衛生士
認定更新

必須研修セミナー
13:00～14:00JSPP企画講演

13:00～14:30

招聘講演
11:00～11:50

【大会第1日目　5月19日（木）】 【大会第2日目　5月20日（金）】

ランチョンセミナー１
12:00～12:50

ランチョンセミナー２
12:00～12:50

ランチョンセミナー３
12:00～12:50

60周年記念大会
企画講演

14:00～15:30 歯科衛生士委員会
企画セミナー
14:30～15:30

開会式
会員集会
表彰式

記念撮影
9:00～10:00

ランチョンセミナー４
12:00～12:50

ランチョンセミナー５
12:00～12:50

女性小児歯科医・男女
共同参画委員会企画

セミナー
15:00～16:00

一般口演

O-1～O-8

※研究倫理審査委員会セミナー：Webセミナーのみ

企業展示
9:00～17:15

受付
8:30～17:00

受付
8:30～15:00

一般口演

 O-9～O-16

優秀発表賞
閉会式

16:00～16:30

特別講演１
13:00～14:00

教育講演２
13:00～13:50

教育講演１
11:00～11:50

企業展示
9:00～15:30

特別講演２
10:30～11:30
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会場案内図
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学術大会に参加される皆様へ

本大会は会場にて実施されるプログラムと，Webにて公開されるプログラムの 2種を用意させ
ていただいております（参加登録いただいた方は，学会会場におけるプログラム，Web公開に
おけるプログラム，どちらも参加可能です）．
なお，学会会場に来場されなければ参加することができないプログラムはランチョンセミナーと
商業展示・書籍販売のみとなっております．

プログラム 会場プログラム Web視聴
⃝　特別講演 1・2
⃝　60周年記念大会企画講演
⃝　教育講演 1・2
⃝　大会長講演
⃝　JSPP 企画講演
⃝　�女性小児歯科医・男女共同参画委員会企画�

セミナー
⃝　歯科衛生士委員会企画セミナー
⃝　認定歯科衛生士�認定更新必須研修セミナー
⃝　受賞記念講演

○
○（ライブ
　　＋オンデマンド）

⃝　招聘講演 ビデオ放映 ○（オンデマンド）
⃝　研究倫理審査委員会セミナー ― ○（オンデマンド）
⃝　ランチョンセミナー 1～5 ○ ―
⃝　一般演題（口演発表） ○ ○（オンデマンド）
⃝　一般演題（ポスター発表） ― ○
⃝　企業展示 ○ ―

１．参加手続き
　（１）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．

　（２）当日参加登録費は以下のようになります．
　 　　�（事前登録は 4月 20日（水）をもって締め切られましたが，会場，Webともに当日参

加登録が可能です．）
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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．

　（３）�事前参加登録を行った方で，学会会場にご来場される方におかれましては，事前に郵送
いたします参加章（ネームカード）を必ずご持参願います．
（ネームホルダーは会場にご用意いたしますので，ご利用ください．）
また，Web開催専用ホームページへのログイン ID/パスワードは，開催 1週間前まで
にメールにてご案内いたします．

２．当日参加登録　受付日時・場所
〈学会会場〉
日　時：5月 �19 日（木）　8：30～17：00�

20 日（金）　8：30～15：00
場　所：幕張メッセ�国際会議場　1F　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．）

〈Web登録〉
日　時：5月 19日（木）8：30～　5月 31日（火）13：00
60回大会ホームページより手続きが可能です．

３．クローク
日　時：5月 19日（木）　8：30～17：30
　　　　　　20日（金）　8：30～17：00
場　所：幕張メッセ�国際会議場　1F

４．ランチョンセミナー
以下のようにランチョンセミナーを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，セミナー該当日に国際会議場 1階ホワイエ内のランチョンセミナー受付に
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て配布しております．是非ご参加ください．

開催日 区分 協賛企業

19日 ランチョンセミナー 1 ㈱モリタ
ランチョンセミナー 2 ㈱松風

20日
ランチョンセミナー 3 日本フィンランドむし歯予防研究会
ランチョンセミナー 4 ㈱松風
ランチョンセミナー 5 アレクシオンファーマ（同）

５．商業展示・書籍販売
日　時：5月 19日（木）　9：00～17：15
　　　　　　20日（金）　9：00～15：30
場　所：幕張メッセ�国際会議場　2F�ホワイエ

６．研究倫理審査委員会企画セミナー【Web・オンデマンド】
日　時：5月 19日（木）9：00～5月 31日（火）14：00
会　場：第 60回日本小児歯科学会大会　Web開催専用ホームページ内
受　付：視聴された方は，セミナー終了後に受講証明書がダウンロードできます．

7．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．

8．駐車場
自家用車等でご来場の方は，幕張メッセ駐車場（有料・5,500 台収容）に駐車してくだ
さい（割引措置はございません）．

9．会場内の連絡および注意事項
（1）携帯電話は電源を切るかマナーモードにしてください．
（2）�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．幕張メッセ�国際会議場　2F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．

　　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．
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（3）�本大会では，お気分の悪くなった方の対応として，医師に常駐していただいており
ます．具合が悪いと感じられた方は，総合受付にお立ち寄りください．

（4）�講演会場内での写真撮影・録画・録音はご遠慮ください．また，Web 視聴にお
いても，講演・発表データについて，ビデオ撮影・録音・写真撮影（スクリーン
ショットを含む），ダウンロードは固く禁じます．

（5）�会場内で質疑応答の時間に，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（感染対策の観点から，会場前方 2か所のみ，質疑用マイクを設置しておりま
す）．

　　�また，Web上からも質問を受付けますので，ご利用ください（お送りいただいた
質問内容，お名前，メールアドレス等は，後日，講演者（発表者）宛てに転送させ
ていただきます）．

10．�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．会場にご来場される方
は 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．
また，Web視聴の方はWeb開催専用ホームページ上の申請受付フォームより，お名前，
メールアドレス，日歯生涯研修 IDをご入力の上，ご送信ください．

11．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 60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

既にご案内のように，本大会がハイブリッド開催に変更になったことに合わせ，以下のような発
表形式となります．

1．口頭発表
1）�口頭発表では，発表時間 7分以内のMP4ファイルをあらかじめご提出いただいたものを，
Web開催専用ホームページにおいて公開させていただきます（全口頭発表）．

2）�会場にご来場されない発表者の方につきましては，提出いただいたMP4ファイルを会場に
て該当時間に放映いたします．

3）�会場で口頭にて発表いただける場合は，会場では通常の口頭発表を行っていただきます（会
場には提出いただいたMP4ファイルのもととなるパワーポイントをご持参いただき，ご発
表いただきます）．
（1）　発表時間

1演題につき発表 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，会場 2階ホワイエ内の PC受付にて行います．
受付時間　5月 19日（木）11：00～15：00
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．

（3）　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．ファイル名様式は，【演題番号—発表者の氏名 .ppt
（pptx）】で統一いたします．
◆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�2016 以降
発表用データは PowerPoint�2016～のソフトで作成し，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
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英語：Times�New�Roman，Arial，Arial� Black，Arial�Narrow，Century，
Century�Gothic，Courier�New，Georgia
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エックした上で PC受付に提出してください．
また，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．

（4）　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．
（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．
（6）　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．
（7）　�Web 参加された方からの質問をWeb上にて受付け，発表者に転送させていただき

ますので，質問者への回答をお願いいたします．

2．ポスター発表
本大会のポスター発表は，全て eポスター発表形式となり，印刷されたポスターの掲示は行
いません．

（1）　�あらかじめご提出いただいた PDFデータを，Web開催専用ホームページにおいて公
開させていただきます．

（2）　�Web 参加された方からの質問をWeb上にて受付け，発表者に転送させていただき
ますので，質問者への回答をお願いいたします．



1560th JSPD

60th Annual Conference of the Japanese Society of Pediatric Dentistry

第60回　日本小児歯科学会大会 次期大会ほかお知らせ

第 61回日本小児歯科学会大会

会　期：令和 5 年 5 月 18 日（木）・19 日（金）
会　場：出島メッセ長崎
　　　　　　〒 850-0058　長崎県長崎市尾上町 4-1
大会長：藤原　卓

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現地参加の方は，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．
WEB 参加あるいは ID カードをお持ちでない方は，参加証を参加証明として保管をお願いしま
す．

第 34回全国小児歯科開業医会（JSPP）全国集会および総会

会　期：令和 4 年 5 月 15 日（日）
会　場：WEB 開催
13：30～ 接続待機可能
14：00～ 開会ならびに総会
15：00～  記念講演　「小児の耳鼻科疾患について」 

講師：神尾記念病院医師　松本恭子先生
16：00～ 閉会（予定）



大会第 1 日目 
5 月 19 日（木） 

プログラム
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大会第 1 日目　5 月 19 日（木）プログラム

60th JSPD

A会場（2F　コンベンションホール）

分類 座長 時間 演題名・所属・発表者名 掲載
ページ

大
会
長
講
演

清
水
　
武
彦

10：20-11：00
「ポストコロナに向けての小児歯科」

日本大学歯学部小児歯科学講座
白川　哲夫

32

招
聘
講
演

尾
崎
　
正
雄

11：00-11：50
「Minimally Invasive Pediatric Dentistry in the Telehealth Era」

（UCLA School of Dentistry）
Francisco Ramos-Gomez

36

特
別
講
演
1

田
中
　
晃
伸

13：00-14：00

「粘膜免疫学が導く未来型ワクチンの研究開発」
カリフォルニア大学サンディエゴ校医学部内科学講座消化器内科分野／ 

千葉大学未来医療教育研究機構 千葉大学災害治療学研究所／ 
東京大学医科学研究所 東京大学特任教授部門粘膜免疫学部門

清野　宏

40

分類 座長 時間 演題
番号 演題名 所属先 発表者名 掲載

ページ

口
頭
発
表

山
﨑
　
要
一

14：10-14：20 O-1
4 歳時の上顎前方歯列と 8 歳時の同歯列のマ
ルコフ連鎖モンテカルロ共分散構造分析によ
る因果関係の解析

きふね小児歯科 木舩　敏郎 102

14：20-14：30 O-2 低位舌と上顎歯列形態ならびに鼻腔通気状態
との関連―流体力学的研究― 徳大・院・小児歯 前尾　慶 103

14：30-14：40 O-3 晩期残存乳歯の生存率に関する研究 長大院・医歯薬・小
児歯 木下　莉沙子 104

木
本
　
茂
成

14：40-14：50 O-4 幼児の口腔機能発達不全症の現状
―咀嚼筋活動に関する検討－ 昭和大・歯・小児歯 池田　理沙 105

14：50-15：00 O-5 幼年期から老年期までの男女における口腔機
能の加齢による変化 九歯大・小児歯 藤田　優子 106

15：00-15：10 O-6 幼児の口腔機能発達不全症の現状
―超音波診断装置を用いた咬筋の評価―

昭和大・歯・口腔衛
生 権　暁成 107

齊
藤
　
一
誠

15：10-15：20 O-7 小児の閉塞性睡眠時無呼吸に対する小児歯科
医と小児呼吸器科医との医科歯科連携 一宮西病院・小児科 杉山　剛 108

15：20-15：30 O-8 バイオファンクショナルセラピーによる舌小
帯短縮症とガミースマイルへのアプローチ 若林歯科 米﨑　美桜 109

福
本
　
敏

15：40-15：50 O-9 小児期の重度歯周炎を引き起こす新規口腔細
菌叢の解析

岡大・医歯薬・小児
歯 宮井　由記子 110

15：50-16：00 O-10 抗菌薬により死菌処理した Streptococcus 
mutans のコラーゲン結合能の分析 阪大・院・小児歯 末廣　雄登 111

16：00-16：10 O-11 RT-LAMP-BART 法 を 用 い た SARS-CoV-2
検出法の開発 2

明海大・歯・口腔小
児 飯島　孝太 112

岩
本
　
勉

16：10-16：20 O-12 歯原性細胞を用いたバイオ 3D プリンターに
よる 3 次元構造体の作成の試み

福岡歯大・歯・成育
小児歯 田口　雅英 113

16：20-16：30 O-13
SEMDJL2 の責任遺伝子 KIF22 は軟骨前駆細
胞様細胞株 ATDC5 の増殖と軟骨分化に必須
である

九歯大・小児歯 川上　紘佳 114

16：30-16：40 O-14 妊娠マウスへの骨吸収抑制薬投与は新生仔に
おける歯の成長障害をもたらす 昭和大・歯・小児歯 山口　真帆 115

仲
野
　
和
彦

16：40-16：50 O-15 歯間乳頭における自律神経性血流調節の特殊
性

北医療大・歯・小児
歯 岡田　悠之介 116

16：50-17：00 O-16 パネルデータ分析による社会経済状況と口腔
内環境の関連性の分析

阪大・歯病・医療情
報 古々本　一馬 117



1960th JSPD

60th Annual Conference of the Japanese Society of Pediatric Dentistry

第60回　日本小児歯科学会大会 

B 会場（2F　国際会議室）

分類 座長 時間 演題名・所属・発表者名 掲載
ページ

教
育
講
演
1

弘
中
　
祥
司

11：00-11：50
「口唇口蓋裂治療における歯科の役割」

東京大学大学院医学部感覚運動機能講座口腔顎顔面外科学分野
西條　英人

46

ラ
ン
チ
ョ
ン 

セ
ミ
ナ
ー
1

12：00-12：50

共催：株式会社モリタ
「子どもの口腔機能の経験値を上げよう！～私達が手に入れるアイテム～」

とき歯科
土岐　志麻

88

JSPP

企
画
講
演

石
谷
　
徳
人

13：00-14：30
「小児歯科に携わる歯科医師として「早期治療」をどの様に考え実践するのか？」

いなみ矯正歯科
居波　徹

52

女
性
小
児
歯
科
医
・
男
女
共
同

参
画
委
員
会
企
画
セ
ミ
ナ
ー

森
川
　
和
政

15：00-16：00
「小児歯科医師としての現在・過去・未来―12 年間の委員会活動を通して考える―」

日本歯科大学新潟生命歯学部小児歯科学講座
下村-黒木　淳子

56

C会場（2F　201会議室）

分類 座長 時間 演題名・所属・発表者名 掲載
ページ

ラ
ン
チ
ョ
ン 

セ
ミ
ナ
ー
2

12：00-12：50

共催：株式会社松風
「 ～新しいう蝕予防法の提案“こども PMTC の実践”～ 

マルチイオン効果を応用したエナメル質のバイオアクティブ成熟化戦略」
九州大学大学院歯学研究科小児口腔歯学分野／ 
東北大学大学院歯学研究科小児発達歯科学分野

福本　敏

90

WEB配信

分類 座長 時間 演題名・所属・発表者名 掲載
ページ

研
究
倫
理
審
査
委
員
会

セ
ミ
ナ
ー

WEB 配信
（5 月 19 日～

31 日）

「小児を対象とした臨床研究に関する倫理審査の概要」
日本小児歯科学会 研究倫理審査委員会／神奈川歯科大学小児歯科学講座

木本　茂成

「研究倫理申請書の書き方のポイント」
日本小児歯科学会 研究倫理審査委員会／ 

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
齊藤　一誠

60



大会第 2 日目 
5 月 20 日（金） 

プログラム
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大会第 2 日目　5 月 20 日（金）プログラム

60th JSPD

A会場（2F　コンベンションホール）

分類 座長 時間 演題名・所属・発表者名 掲載
ページ

受
賞
記
念
講
演

齊
藤
　
一
誠

9：00-9：20

学術賞（LION AWARD）
「口唇と関連運動器官の機能変化からみる摂食スキルの発達」

新潟大学大学院医歯学総合研究科小児歯科学分野
中村　由紀

64

清
水
　
武
彦

9：20-9：40

奨励賞
「�口腔バイオフィルム形成におけるActinomyces�oris の役割と病原性および短鎖脂
肪酸との関連性の解明」

日本大学松戸歯学部小児歯科学講座
鈴木　到

66

仲
野
　
和
彦

9：40-10：00

奨励賞
「口腔におけるHelicobacter�pylori の検出と歯周病原性細菌叢の解析」

大阪大学大学院歯学研究科小児歯科学教室
門田　珠実

68

福
本
　
敏

10：00-10：20

奨励賞
「タンパク質の翻訳後修飾を応用した骨再生療法の開発」

東北大学大学院歯学研究科地域共生社会歯学講座小児発達歯科学分野
星川　聖良

70

特
別
講
演
2

土
岐
　
志
麻

10：30-11：30
「グルタミン酸シグナル伝達による神経回路発達の制御機構」

北海道大学大学院医学研究院解剖発生学教室
渡辺　雅彦

42

ラ
ン
チ
ョ
ン

セ
ミ
ナ
ー
3

共催：日本フィンランドむし歯予防研究会
「キシリトール再考」

日本歯科大学生命歯学部
福田　雅臣

92

教
育
講
演
2

早
川
　
龍

13：00-13：50
「子どものアレルギー疾患に対する治療と管理―最近の考え方―」

埼玉県立嵐山郷／埼玉医科大学小児科
徳山　研一

48

60
周
年
記
念
大
会
企
画
講
演

朝
田
　
芳
信

14：00-15：30

テーマ：「長期化するコロナ禍で子どもたちをどう支えるか」

「子ども虐待予防の親支援」
公益社団法人母子保健推進会議

佐藤　拓代

「子ども虐待を含め，COVID-19感染症がこども達や養育者に及ぼした影響」
おかだこどもの森クリニック

岡田　邦之

「被虐待児早期発見の取り組み―小児歯科から子どもたちを救おう―」
鶴見大学歯学部小児歯科学講座

船山　ひろみ

74
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60th Annual Conference of the Japanese Society of Pediatric Dentistry

第60回　日本小児歯科学会大会 

B 会場（2F　国際会議室）

分類 座長 時間 演題名・所属・発表者名 掲載
ページ

ラ
ン
チ
ョ
ン
セ
ミ
ナ
ー
4

12：00-12：50

共催：株式会社松風
「�歯科衛生士が実践する齲蝕予防の Treat�&�Care ～バイオアクティブ材料
（Giomer）をどう使う？～」

東北大学病院小児歯科
山田　亜矢

北海道医療大学病院歯科衛生部
梶　美奈子

四日市市歯科医療センター
松岡　陽子

94

認
定
歯
科
衛
生
士 

認
定
更
新
必
須
研
修
セ
ミ
ナ
ー

土
岐
　
志
麻

13：00-14：00
「ポストコロナにおける子どものお口ぽかんの今後を考える」

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
齊藤　一誠

82

歯
科
衛
生
士
委
員
会 

企
画
セ
ミ
ナ
ー

岡
　
暁
子
・
藤
岡
　
万
里

14：30-15：30

「認定歯科衛生士への道Ⅴ」
あすなろ小児歯科医院（富山県富山市）

福井　真理

「小児歯科の歯科衛生士資格を取得してみませんか―ポイントと注意事項―」
瑞穂小児歯科診療所（愛知県名古屋市）

鬼頭　秀明

84

C会場（2F　201会議室）

分類 座長 時間 演題名・所属・発表者名 掲載
ページ

ラ
ン
チ
ョ
ン
セ
ミ
ナ
ー
5

12：00-12：50

共催：アレクシオンファーマ合同会社
テーマ：「HPPの診断・治療・管理において小児歯科の果たす役割の重要性」

「医科歯科連携の地域での取り組みの重要性～連携で見いだされたHPP診断症例～」
産業医科大学小児科

荒木　俊介

「HPPの治療管理におけるチーム医療の重要性～歯科の役割の重要性～」
大阪大学大学院歯学研究科小児歯科学教室

仲野　和彦

96
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ポスター発表プログラム

60th JSPD

分類 演題
番号 演題名 所属先 発表者名 掲載頁

細
菌
学（
齲
蝕
、

歯
周
病
な
ど
）

M
icrobiology

P-1 健康小児の口腔・手指におけるブドウ球菌の分布状況と分子
疫学的特徴 北医療大・歯・小児歯 廣瀬　弥奈 120

P-2 小児齲蝕リスクの高い口腔内細菌叢は，歯科治療や指導を通
じて改善できるのか？ 東歯大・小児歯 太田　大聖 121

外
傷

Dental 
Trauma P-3 維持力を評価基準とした乳歯列期用・混合歯列期用マウス

ガードのデザインに関する 1 考察 松歯大・小児歯 正村　正仁 122

咬
合
誘
導

O
cclusal G

uidance

P-4 口腔内スキャナーを用いた光学印象による混合歯列空隙分析
の信頼性 日歯大・生歯・小児歯 岡本　亜祐子 123

P-5 乳歯列期の歯列弓と咬合に関する大規模調査に基づく研究 日大・歯・衛生 村上　史子 124

P-6 上顎急速拡大に Lip Training・MFT を併用することで鼻腔
通気障害は改善するか？―鼻粘膜肥厚症例に対して― 徳大・院・小児歯 幸平　若奈 125

P-7 上顎歯列弓側方拡大による犬歯歯胚位置の変化 福岡歯大・成育小児歯 一瀬　隼汰 126

そ
の
他

O
ther

P-8 口腔機能発達障害のあるダウン症児の母親の不安度 大歯大・歯・小児歯 阿部　洋子 127

P-9 睡眠時の口唇閉鎖不全を認める小児の口腔機能，睡眠および
発達に関する検討 阪大・院・小児歯 角野　舞香 128

P-10 幼児の口腔機能に影響を及ぼす因子について 一般財団法人サンスター財
団　附属千里歯科診療所 宮本　えり子 129

P-11 本学附属病院小児歯科における障害児の初診の実態調査 日歯大病院・歯・小児歯 飯領田　采奈 130

顎
顔
面
・
頭
蓋
の
発
育
、

歯
列
お
よ
び
咬
合
の
発
育

Dentofacial, Cranial and 
Occlusal Development

P-12 学童の口すぼめ時顔面 3 次元画像における口唇の体積は口唇
閉鎖力を反映する 岩医大・歯・小児障害歯 橋口　大輔 131

P-13 骨格性Ⅱ級小児の口蓋扁桃肥大が気道閉塞・舌姿勢・歯軸傾
斜に及ぼす影響 鹿大・院医歯・小児歯 奥　陽一郎 132

P-14 小児期における歯の異常の関連についての調査 日歯大病院・小児歯 宇佐見　智里 133

咀
嚼
・
顎
運
動
・
摂
食
機
能

M
astication, M

andibular M
ovem

ent, 
Feeding Function

P-15 幼児の口腔機能発達不全症の現状―出生順位別の傾向と摂食
評価について― 昭和大・歯・小児歯 大田　千央 134

P-16 口腔機能発達不全症と診断した小児の実態調査（2021 年 1
月以降）

日本歯科大学口腔リハビリ
テーション多摩クリニック 山田　裕之 135

P-17 小児の口腔機能に関する臨床的評価について―幼児の鼻腔通
気度測定―

公益財団法人ライオン歯科
衛生研究所 田口　可奈子 136

P-18 スプーンを用いた捕食における口腔と上肢の協調運動の発達
変化 新潟大・院医歯・小児歯 笹川　祐輝 137

P-19 出生体重による摂食機能獲得時期の違い 明海大・歯・摂食嚥下リハ
ビリテーション学 大岡　貴史 138

P-20 成長期終了後には口唇閉鎖不全症が減少するか？ 大垣女子短大・歯科衛生 海原　康孝 139

地
域
歯
科
医
療

C
om

m
unity D

ental H
ealth C

are

P-21 家庭における未就学児の口腔管理に関する実態調査 簑島歯科医院 山田　直美 140

P-22 当院での「乳幼児歯科」における初診時実態調査　第 4 報
「離乳食外来」受診患者の実態調査（1） 瑞穂小児歯科診療所 鬼頭　佳子 141

P-23 当院での「乳幼児歯科」における初診時実態調査　第 5 報
「離乳食外来」受診患児の実態調査（2） 瑞穂小児歯科診療所 普天間　優貴 142

P-24 要配慮者歯科診療における病院と歯科診療所の連携構築 浜松医療センター・口腔外
科 蓜島　桂子 143

P-25 新型コロナウイルス感染拡大期間における小児の歯科診療に
対する保護者の意識について 栗原医院歯科室 柳原　正恵 144
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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

P-26 血友病包括外来における成長期患児に対する継続的な歯科保
健活動の効果 広大・院・小児歯 亀谷　茉莉子 145

P-27 新型コロナウイルスの感染拡大状況が異なる 3 地域における
歯科診療所の小児患者の受診状況について 島野おとなこども歯科 島野　優美 146

P-28 幼児期の健やかな発育のための栄養・食生活支援ガイドの開
発―口腔機能の発達に対応した食の進め方について― 鶴見大・歯・小児歯 船山　ひろみ 147

P-29 福島県内の医療的ケア児の実態調査 奥羽大・歯・小児歯 舟山　敦雄 148

対
応
法

Behavior  
M

anagem
ent

P-30 自閉スペクトラム症児において，デンタルチェアを用いない
で行うトレーニングから通法での健診へ移行できる要因

大阪急性期・総合医療セン
ター障がい者歯科 大西　智之 149

P-31 本学附属病院小児歯科で行われた全身管理下による歯科治療
の実態調査 鶴見大・歯・小児歯 大塚　愛美 150

P-32 日本語でのコミュニケーションが困難な患児や保護者に対す
る絵カードを用いた口腔衛生指導の試み

神歯大附属病院・メンテナ
ンス科 阿部　桜子 151

歯
の
発
育
と
発
育
障
害

（M
IH

を
含
む
）

Tooth Developm
ent and 

Disturbance

P-33 パノラマエックス線写真を用いた低ホスファターゼ症患者の
下顎骨骨密度の定量的評価 阪大・院・小児歯 髙木　美里 152

P-34 酵素補充療法を行っていない低ホスファターゼ症患者におけ
る下顎骨骨密度に関する経時的分析 阪大・院・小児歯 奥田　真琴 153

P-35 第一大臼歯萌出障害における病理学的考察 福岡歯大・歯・成育小児歯 陶山　可奈子 154

P-36 本学小児歯科診療部における第一大臼歯萌出遅延および先天
欠如に関する実態調査 愛院大・歯・小児歯 三輪　尚慶 155

そ
の
他
の

基
礎
研
究

Other 
Basic Re-
searches P-37 新規歯髄診断法開発へ向けた歯髄脈波伝播時間の特性解析 医科歯科大・院・小児歯／

障害歯 李　朝 156

外
傷

D
ental Traum

a

P-38 外傷により脱落した根未完成中切歯にリバスクラリゼーショ
ンを行った 1 例―第 2 報― 神歯大・歯・小児歯 中村　州臣 157

P-39 乳歯・永久歯の外傷 3 例の経過について―歯髄保存の意義― 医療法人伊東会 伊東歯科口
腔病院 深水　篤 158

P-40 1 歳代の上顎乳前歯の外傷に起因すると考えられる後継永久
歯の歯冠形態異常を認めた 3 例 広大・院・小児歯 浅尾　友里愛 159

P-41 上顎両側中切歯の外傷性脱臼の再植後に外部吸収を引き起こ
した 1 例 明海大・歯・口腔小児 三木　崇裕 160

咬
合
誘
導

O
cclusal G

uidance

P-42 中顔面の劣成長を有する骨格性下顎前突に対し RAMPA セラ
ピーを使用して顔貌の審美的な改善を行った 3 例

横浜ゆうみらい小児歯科・
矯正歯科 有田　浩一朗 161

P-43 上顎側切歯の歯根吸収を伴う埋伏犬歯の 1 例 日歯大・新潟病院・小児歯 藤生　桃 162

P-44 混合歯列期にビムラー装置を用いて咬合改善を行った症例 のりこ小児・矯正歯科 松井　典子 163

P-45 床矯正治療と併用したバイオファンクショナルセラピーによ
る顔貌の改善 しんくら歯科医院 藤井　秀紀 164

P-46 乳歯列反対咬合の 10 例（その 2）―乳歯列期から処置を行
う意義― ジャーミィデント歯科 阪本　美紀 165

P-47 混合歯列期における著しい永久歯萌出余地不足を長期管理し
た 1 例 瑞穂小児歯科診療所 鬼頭　秀明 166

P-48 前歯の咬合不良に対する床矯正治療とバイオファンクショナ
ルセラピー エイコデンタルケア 吉田　英子 167

P-49 左右非対称性 先天性永久歯欠如症例に対し歯根未完成期に自
家歯牙移植を併用し矯正治療を行った 1 例 医療法人 村田小児歯科 村田　起一 168

P-50 床矯正治療とバイオファンクショナルセラピーによる歯軸改
善の効果 おおたき歯科クリニック 大瀧　枝美 169
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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
cclusal G

uidance

P-51 混合歯列期前期に対する床矯正治療とバイオファンクショナ
ルセラピーの効果 三ツ境駅前スマイル歯科 樋田　秀一 170

P-52 生活習慣の改善と MFT による交叉咬合改善の 1 例 中原歯科 中原　弘美 171

P-53 床矯正による側方歯群の叢生への非抜歯治療 はなだ歯科クリニック 花田　真也 172

P-54 側切歯の交叉咬合および過蓋咬合を伴う上顎前突症の早期治療後，
思春期成長終了期に予期せぬ骨格性下顎前突の症状を呈した 1 例 古澤こども歯科クリニック 古澤　潤一 173

P-55 Ⅱ級 2 類の患児にビムラー B タイプを用いて改善した 1 例 ふなこし歯科医院 船越　恵子 174

P-56 上顎右側埋伏切歯の開窓牽引を行なった 1 例 ヤマヂ歯科・矯正歯科クリ
ニック 山地　遥 175

P-57 咬合誘導の意義を改めて考える 2 例 もりぬし小児歯科医院 森主　宜延 176

P-58 上顎中切歯の動揺により発見された上顎犬歯の萌出異常の 1
例 はるき小児・矯正・歯科 大曲　俊輔 177

そ
の
他
の
症
例
報
告

O
ther C

ase Reports

P-59 立効散の投与により鎮痛効果を期待した 2 例 栗田歯科医院 星野　佐智子 178

P-60 長期観察を行った基底細胞母斑症候群の姉妹例 広大病院・小児歯 太刀掛　銘子 179

P-61 上顎右側犬歯完全埋伏歯の開窓牽引の 1 例 医療法人横山歯科医院 横山　祐子 180

P-62 下顎犬歯歯肉退縮を伴う前歯部叢生を第二大臼歯抜歯にて改
善した臼歯関係Ⅰ級の一例 福山デンタルクリニック 福山　可奈子 181

P-63 当院における口腔機能発達不全症の管理指導マニュアルの構
築 こぐえ歯科クリニック 髙瀬　愛 182

P-64 歯肉腫脹を主症状としたクローン病の 1 例 九大・院・小児歯 伊藤　洋介 183

P-65 乳歯双生歯と埋伏過剰歯により上顎左側中切歯および側切歯
に萌出障害を認めた 1 例 かわぐち歯科クリニック 谷川　純子 184

P-66 保護者の親権問題により，長期間歯科治療を受けることの出
来なかった患児達へ歯科的対応の 1 例 松歯大・小児歯 森山　敬太 185

P-67 睡眠時無呼吸症候群の既往を有する口腔機能発達不全症児に
対し，口腔筋機能療法を行った 1 例

医科歯科大・院・小児歯／
障害歯 金井　恵未 186

P-68 同型のALPL 遺伝子変異を有する姉妹において異なる歯科症
状が認められた症例 阪大・院・小児歯 落合　まりん 187

P-69 Joubert 症候群の歯科的管理の 1 例　―第 2 報― 鶴見大・歯・小児歯科 濱田　則子 188

P-70 Pitt-Hopkins 症候群の歯科的所見 広大・院・小児歯 臼田　桃子 189

P-71 先天性脊椎骨端異形成症の 1 例 関歯科医院 関　みゆき 190

P-72 左側第一大臼歯開窓後，風船を膨らませたことを契機に気腫
を生じた 1 例 北大・院歯・小児障害 岩寺　信喜 191

P-73 齲蝕充填処置中に生じた皮下気腫の 1 例 日大・歯・小児歯 齋藤　紅羽 192

P-74 下顎左側臼歯部に認められたエナメル上皮腫の 1 例 倉田歯科医院 村林　知香 193

P-75 乳歯が早期脱落したのち低ホスファターゼ症と診断された兄
弟の 2 例 日大・歯・小児歯 松村　幸恵 194
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分類 演題
番号 演題名 所属先 発表者名 掲載頁

そ
の
他
の
症
例
報
告

O
ther C

ase Reports

P-76 複数の乳歯に特発性内部吸収を認めた 1 例 日歯大病院・小児歯 佐々木　瑛美 195

P-77 上顎前歯部に発生した特発性歯根吸収と考えられる症例の長
期経過観察 永田むつみ歯科 永田　保子 196

P-78 筋機能訓練からアプローチした外傷による乳前歯の舌側転位
の 1 例 日歯大病院・小児歯 坂詰　南 197

P-79 乳歯と永久歯に多数の形成異常および埋伏を認めた大理石骨
病の 1 例 阪大・院・小児歯 永山　佳代子 198

P-80 取り下げ 199

顎
顔
面
・
頭
蓋
の
発
育
、

歯
列
お
よ
び
咬
合
の
発
育

Dentofacial, Cranial and Occlusal 
Development

P-81 骨性癒着により埋伏していた下顎第一大臼歯を抜歯し第二お
よび第三大臼歯で対応した一例

おかもとこども矯正歯科ク
リニック 岡本　篤剛 200

P-82 Russell-Silver 症候群の 1 例 阪大・院・小児歯 苅谷　里奈 201

P-83 幼児期の骨破壊性病変が及ぼす顎口腔発育への影響 徳大・院・小児歯 北村　尚正 202

摂
食
機
能

Feeding 
Function P-84 摂食機能療法を 16 年 10 か月間継続指導した Prader-Willi

症候群の一例 日大・歯・摂食機能 岩間　一実 203

対
応
法

Behavior 
M

anagem
ent

P-85 視覚障害児に口腔管理を行った 1 例―自立支援を目的とした
歯磨き指導の取り組み― あけみ小児歯科クリニック 川端　明美 204

P-86 心停止の既往がある先天性 QT 延長症候群の児に対し口腔内
管理を行った 1 例

医科歯科大・院・小児歯，
障害歯 杉本　明日菜 205

歯
の
発
育
と
発
育
障
害
（M

IH

を
含
む
）

Tooth D
evelopm

ent and D
isturbance

P-87 下顎左側第一大臼歯の双生歯に根尖性歯周炎を生じた 1 例 鶴見大・歯・小児歯 稲永　詠子 206

P-88 両側性に生じた下顎第一大臼歯生歯困難の 1 例 医科歯科大・院・小児歯／
障害歯 黒厚子　璃佳 207

P-89 同一部位に 3 度過剰歯が生じた 1 例 広大・院・小児歯 秋友　達哉 208

P-90 萌出後速やかに根尖性歯周炎を発症した歯内歯の組織学的解
析 東歯大・小児歯 田中　亜生 209

P-91 未萌出の下顎第一大臼歯歯冠にエックス線透過像を認めた 1
例 奥羽大・歯・小児歯 加川　千鶴世 210

P-92 後継永久歯歯胚の早期形成を伴う乳犬歯早期脱落の 1 例 明海大・歯・口腔小児 伊賀上　洋輔 211

P-93 多数の乳歯の歯根吸収不全と永久歯の萌出異常を認めた症例 日歯大病院・小児歯 伊藤　春子 212

細
菌
学
（
齲
蝕
、
歯
周
病
な
ど
）

M
icrobiology

P-94 高分子ナノキャリアによる齲蝕原性複合バイオフィルムへの
マルチターゲット療法 日大・松戸歯・小児歯 伊藤　龍朗 213

P-95 亜鉛の細胞膜輸送に関連する ABC トランスポーターの機能
解析 岡大・医歯薬・小児歯 後藤　花奈 214

P-96 Streptococcus mutans コラーゲン結合タンパク Cnm の
病原性に関する検討 岡大・医歯薬・小児歯 松岡　大貴 215

P-97 サイクロデキストランのバイオフィルム破壊作用の検討 岡大・医歯薬・小児歯 浅海　春華 216

P-98 非 ア ル コ ー ル 性 脂 肪 肝 炎 患 者 口 腔 内 の Streptococcus 
mutans のタンパク発現動態の解析 岡大・医歯薬・小児歯 田畑　佳子 217

P-99 Porphyromonas gingivalis の Mfa1 線毛の遺伝子型と抗原
性との関連 愛院大・歯・小児歯 古橋　実結菜 218

咬
合

誘
導

Occlusal 
Guidance P-100 フェイスボウを用いた上顎大臼歯の遠心移動のコントロール

―有限要素法による検討― 松歯大・大学院 吉田　拓真 219
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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
（
歯
髄
、
歯
根
膜
、
歯
胚
な
ど
）

Regenerative M
edicine Research

P-101 サイトケラチンの網羅的解析による新たな歯原性上皮細胞
マーカーの同定とその機能解析 九大・院・小児歯 稲田　幸織 220

P-102 再生歯髄象牙質複合体における Wnt シグナルの遺伝子解析 愛院大・歯・小児歯 酒德　晋太郎 221

P-103 S100a6 がエナメル芽細胞分化に及ぼす影響 東北大・院・小児歯 大竹　慎司 222

P-104 NOD2 はヒト乳歯歯髄由来線維芽細胞における MMP-3 産
生を調節する 大歯大・歯・小児歯 奥野　真江 223

P-105 糖尿病患児由来乳歯歯髄細胞を用いた膵臓特異的幹細胞
（T1D-iTSC-P）の樹立 新潟大・院・小児歯 清川　裕貴 224

P-106 ドーパミン機能に依存した病態と関連した破骨細胞分化を促
進する新たな分子経路の同定 東北大・院・小児歯 千葉　満生 225

P-107 ヒト歯髄由来線維芽細胞への非熱的大気圧プラズマ照射条件
について 大歯大・歯・小児歯 青木　翔 226

歯
科
材
料
（
修
復
材
料
、

歯
内
療
法
薬
な
ど
）

D
ental 

M
aterials

P-108 S-PRG フィラー含有マウスガードとペースト併用による人
工的初期齲蝕の再石灰化メカニズム 朝日大・歯・小児歯 吉安　慧人 227

P-109 レーザー切削したウシ歯象牙質への試作オールインワンアド
ヒーシブの応用

日歯大・新生歯・硬組織機
能治療学 上津　豪洋 228

咀
嚼
・
顎
運

動
・
摂
食
機
能

Mastication, Mandibu-
lar Movement, 

Feeding Function

P-110 母マウスの咀嚼運動が仔の海馬のミクログリアに及ぼす影響 朝日大・歯・小児歯 梶本　京子 229

P-111 歯の早期喪失が海馬の BDNF 発現と情動障害に及ぼす影響 朝日大・歯・小児歯 津金　裕子 230

そ
の
他
の
基
礎
研
究

O
ther Basic Researches

P-112 グルタミン酸受容体 GluD1 は体性感覚野バレルの形成に関
与する 北大・院歯・小児障害 高崎　千尋 231

P-113 ラット根未完成歯における炎症治癒と根尖閉鎖に関する因子
の検証 神歯大・歯・小児歯 中島　知佳子 232

P-114 歯の早期喪失がアルツハイマー病の発症に及ぼす影響―第三
世代アルツハイマー病モデルマウスを用いて― 朝日大・歯・小児歯 越智　鈴子 233

P-115 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（第 2 報） 明海大・歯・口腔小児 柳井　有希子 234

P-116 給水・吸引機能付き電動歯ブラシを用いた歯面清掃効果につ
いて 神歯大・歯・小児歯 井上　吉登 235

P-117 除菌水を用いた石膏模型の作製に関して 愛生歯科医院 田口　正博 236

P-118 ヒト歯肉線維芽細胞におけるフェニトインによる作動性
Ca2＋応答の増強 北医療大・歯・小児歯科 蓑輪　映里佳 237

P-119 島皮質および内側前頭前野から側坐核への異なる投射様式 日大・歯・小児歯 廣瀬　健佑 238

P-120 有細胞セメント質の成長線の組織学的研究 北大・院歯・小児障害 髙橋　静香 239

P-121 口腔顔面領域の機械感受性に対する母子分離の影響 日大・歯・小児歯 相馬　千紘 240

歯
の
発
育
と
発
育
障

害
（MIH

を
含
む
）

Tooth Development 
and Disturbance

P-122 歯 の 発 生 過 程 に お け る twist basic helix-loop-helix 
transcription factor 2 の発現

医科歯科大・歯・小児歯／
障害歯 岩田　こころ 241

P-123 低酸素環境が成熟期エナメル芽細胞に及ぼす影響 岩医大・歯・小児障害歯 荒井　春乃 242



5月 19日（木）10：20～11：00　A会場
「ポストコロナに向けての小児歯科」

日本大学歯学部小児歯科学講座
白川　哲夫

 大会長講演 
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大会長講演

60th JSPD

1982 年	 北海道大学歯学部歯学科卒業
1986 年	 北海道大学大学院歯学研究科博士課程修了
	 北海道大学歯学部附属病院助手
1989 年	 北海道大学歯学部附属病院講師
1991 〜 1993 年	 Pittsburgh 大学神経科学センター研究員（兼任）
2002 年	 北海道大学病院助教授
2006 年	 日本大学教授　現在に至る

日本で最初に新型コロナウイルス感染者が確認されたのは 2020年 1月 15日でしたが，その後，この感染
症は数度にわたる大きな波として全国で猛威を振るい，2022年の初頭においてもオミクロン株を中心とする
第 6波のさなかにあります．その終息の時期，あるいは更なる変異株の出現などについて，感染症学の専門家
であっても予測が難しい局面が続いており，すべての国民が忍耐を強いられる中で，子どもたちもまた「新し
い生活様式」と表現される「非日常」の中で生活しながら成長を続けています．
ポストコロナは，今世界中で呼吸器症状などを引き起こしているコロナウイルスが姿を消したあとの世の中
ではなく，社会に存在し続けている状況の中でどう共存していくべきかを議論する際に生まれた言葉とされて
います．コロナウイルスが，時に新たな変異を生じながらこれからもヒトからヒトへの伝播を続けると予想し
た場合，その先においてわれわれ小児歯科医が対処しなくてはならない問題が新たに発生するのか，それとも
そこまでの心配は不要なのか，今のところは誰にもわからないと言うしかありません．
改めて述べるまでもないことですが，小児歯科医療は，歯科治療や疾患の予防を通じて子どもたちの成長を
支え，幸せな人生を送ることを手助けするものでなくてはなりません．裏を返してそのことを考えた場合，医
療行為を行うに当たって私たちは何よりもまず，医療事故による不幸な事象を引き起こすことがないよう，最
大の努力を払う必要があります．幸せをもたらすはずの医療が，患者さんの将来に影響するような肉体的，あ
るいは心理的な傷跡を残してしまうことは，何としても避けなくてはなりません．歯学部の学生や研修医が，
このコロナ禍においても小児患者や保護者と対面しながら，カリキュラムに沿った臨床実習あるいは研修を行
うことができたかどうかは，のちに小児歯科医療に携わることになった時に事故防止という面でも影響を及ぼ
すのではないかと考えます．新型コロナウイルスのパンデミックが，医療の対象である子どもたちや保護者，
そして医療を提供する側の歯科医師の双方にどのような影響をもたらしたのか，そのことを冷静に分析しなが

ポストコロナに向けての小児歯科 

日本大学歯学部小児歯科学講座

白川　哲夫
•••••••••••••••••••••••••
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ら私たちはポストコロナの時代の小児歯科医療を組み立てていく必要があると言えます．
コロナ禍では社会的弱者とされている人たちの多くが生活上の困難に直面していることが報道されています
が，小児歯科に関しても，スペシャルニーズのある子どもたちについて，通院などに伴う感染のリスクや感染
してしまった場合の重症化のリスクを怖れて歯科受診を控えざるを得ない，という事例が少なからずあります．
訪問診療はその解決策の一つであり，コロナ禍でなくても小児の訪問診療のニーズがあることは明らかですが，
手がけている歯科医師はたいへん限られており，新型コロナパンデミックは，現状ではとくに重度の障害のあ
る小児により大きな医療上の制約をもたらしています．本講演では，通院での小児歯科受診が困難な小児への
医療提供等も含めて，ポストコロナに向けて取り組むべき課題を皆様と考えたいと思います．



 招聘講演 

5 月 19 日（木）11：00～11：50　A 会場
「Minimally Invasive Pediatric Dentistry  

in the Telehealth Era」
UCLA School of Dentistry

Francisco Ramos-Gomez
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招聘講演

60th JSPD

Dr. Ramos-Gomez is the UCLA Chair of Preventive and Restorative Oral Health Sciences and a 
Professor of Pediatric Dentistry at UCLA, Director for the UCLA Center for Children’s Oral Health, 
and past Chair of the Division of Growth and Development. Throughout his career, his research has 
focused on early childhood caries prevention, oral disease risk assessment, and community health, 
specifically underserved and vulnerable populations.  In addition to clinically based interventions, 
Dr. Ramos-Gomez co-founded the Center to Address Disparities in Children’s Oral Health to identify 
the various factors associated with health disparities among ethnic/racial groups.  He has been 
funded by NIDCR for the last 23 years to reduce oral health disparities in children.

Early Childhood Caries (ECC) is the most chronic childhood infectious disease. Children who 
come from low-income households in disadvantaged populations are at increased risk of devel-
oping ECC. Some factors that contribute to ECC include diet, oral healthy hygiene habits, access 
to care, etc.  Oral health education in vulnerable populations is an important factor to prevent-
ing ECC. 

The COVID-19 pandemic brought many challenges to health care providers and families. Pa-
tients traditionally receive health related education through face-to-face interactions with their 
healthcare provider. Due to social distancing this in-person health education delivery model has 
become less viable. Telehealth is a tool used to improve access to health and enhance quality of 
care. Education delivered virtually with telehealth is a way to overcome this barrier. Telehealth 
modalities have allowed health care providers and patients to connect using technology.

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 
SDF, 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 address.  For children at high risk for dental caries, fluoride varnish is especially import-
ant, which adds additional support to the importance of an age one dental visit.  

This focus on prevention rather than restorative care provides a helpful model for the modern 

Minimally Invasive Pediatric Dentistry  
in the Telehealth Era

UCLA School of Dentistry

Francisco Ramos-Gomez
•••••••••••••••••••••••••
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dental professional. There is great value in the model’s four components: 
1. The use of CAMBRA - 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 additional 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 visits.4

Outreach to pregnant women is also encouraged since infant oral health benefits from the 
provision of prenatal dental care. 

5. Demonstrate Motivational Interviewing techniques for anticipatory guidance and counseling.
Effective intervention focusing on the AGE ONE VISIT and accessible dental care throughout 

all parts of a child’s oral development from birth. The methods of intervention should be unique-
ly and specifically tailored to the community being served for the benefit of the children, families 
and community overall. Telehealth has proven to be an effective platform for successful behav-
ioral interventions and counseling, especially for ECC high risk children.

Oral health education can be delivered to families using a telehealth platform. The UCLA 
School of Dentistry UCLA Center for Children’s Oral Health (UCCOH) developed a Telehealth 
platform and a Community Oral Health Workers Project and trained caregivers to become Com-
munity Oral Health Workers (COHWs).



 特別講演 

特別講演1
5月19日（木）13：00～14：00　A会場
「粘膜免疫学が導く未来型ワクチンの研究開発」

カリフォルニア大学サンディエゴ校医学部内科学講座消化器内科分野
千葉大学未来医療教育研究機構 千葉大学災害治療学研究所

東京大学医科学研究所 東京大学特任教授部門粘膜免疫学部門
清野 　宏

特別講演2
5月20日（金）10：30～11：30　A会場

「グルタミン酸シグナル伝達による神経回路発達の制御機構」
北海道大学大学院医学研究院解剖発生学教室

渡辺　雅彦
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特別講演 1

60th JSPD

1977 年	 日本大学松戸歯学部歯学科卒業
1983 年	 アラバマ大学バーミングハム校メディカルセンター医学系大学院博士課程修了
1984 年	 アラバマ大学バーミングハム校メディカルセンター研究・臨床助教授
1986 年	 マックスプランク生物学研究所感染症部門客員上級研究員
1991 年	 アラバマ大学バーミングハム校メディカルセンター教授
1994 年	 大阪大学微生物病研究所教授
2002 年	 東京大学医科学研究所教授
2005 年	 東京大学医科学研究所感染・免疫部門長
2007 年	 東京大学医科学研究所副所長
2011 年	 東京大学医科学研究所所長
2011 年	 東京大学医科学研究所粘膜ワクチン開発研究センターセンター長　
2015 年	 千葉大学大学院医学薬学府国際粘膜免疫・アレルギー治療学研究拠点特任教授
2016 年	 独立行政法人日本学術振興会学術システム研究センター主任研究員
2018 年～現在	 東京大学医科学研究所東京大学特任教授部門粘膜免疫学部門特任教授　　
2018 年～現在	 カリフォルニア大学サンディエゴ校医学部内科学講座消化器内科分野教授
2021 年～現在	 千葉大学未来医療教育研究機構	千葉大学災害治療学研究所特任教授

学会活動等：国際粘膜免疫学会（理事長：2005 ～ 2007 年）（理事：2008 ～ 2010 年）／日本免疫学
会（理事：2005 ～ 2014 年／ 2016 ～ 2018 年／理事長：2019 ～ 2020 年）／日本消化器免疫学会（理
事：2000 年～現在）／日本ワクチン学会（理事長：2003 ～ 2005 年）（監事：2006 ～ 2008 年）（理
事：2008 ～ 2011 年）／日本食品免疫学会（研究委員会委員長：2004 ～ 2018 年）／公益財団法人腸
内細菌学会（理事長：2015 年 6月～現在）／米国免疫学会（1984 年～現在）／米国病理学会（1993
～ 2000 年）

受賞歴：
米国NIH	New	Investigator	Award（1984）
米国 NIH	Research	Career	Development	Award（1988）
野口英世記念医学賞（2007）
日本ワクチン学会高橋賞（2007）
日本食品免疫学会特別賞（2009）
腸内細菌学会　The	Tissier	Award（2015）
　近年注目されている「粘膜免疫学」の創生とその研究において，1970 年代後半から先導的役割を果
たしてきた．さらに，その基礎的研究成果に立脚して，次世代ワクチンとして期待されている「経口・
経鼻ワクチン」の開発を目指した研究にも精力的に取り組んでいる．

口腔から始まり，呼吸器・消化器は広大な粘膜面で被われており，病原体を始めとして多種多様な異物に対
して最前線監視・バリアとして「粘膜免疫機構」が存在している．粘膜免疫機構を介した抗原特異的免疫誘導・
制御の詳細が明らかとなり，経口・経鼻ワクチン開発へ向けての理論的基盤が確立した．

経鼻ワクチン開発に向けては，プルランを基盤としたナノ粒子（ナノゲル）にカチオン性を付与することで，
呼吸器粘膜上皮への付着性を向上し，抗原を効果的に呼吸器粘膜免疫機構に送達・提示するカチオン化ナノゲ

粘膜免疫学が導く未来型ワクチンの研究開発
カリフォルニア大学サンディエゴ校医学部内科学講座消化器内科分野

千葉大学未来医療教育研究機構 千葉大学災害治療学研究所
東京大学医科学研究所 東京大学特任教授部門粘膜免疫学部門

清野　　宏
•••••••••••••••••••••••••
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ルを開発してきた．現在，このカチオン化ナノゲルを駆使してさまざまな呼吸器感染症に対する新規粘膜ワク
チン開発への応用に向けた研究が進んでいる．

さらに，「冷蔵保存（コールドチェーン）・注射器・注射針不要ワクチン」として「コメ型経口ワクチン，
MucoRice」の開発を進めている．途上国で頻発するコレラ菌由来コレラ毒素（CT）による重篤な下痢症

（130-400 万人／年）に対するサブユニット型経口ワクチンとして，MucoRice-CTB の有効性と安定性につ
いて動物実験を重ねて実証してきた．MucoRice-CTB のヒトでの概念実証（POC）を目指し，GMP 対応型
完全閉鎖系 MucoRice 水耕栽培システムの構築も進め，ヒトに投与できる GMP 規格の MucoRice-CTB を
用いて医師主導型第 I 相治験が実施され，その安全性と免疫原性が確認された．経鼻・経口ワクチンの具体化
に向けて開発研究が進んでいる．
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特別講演 2

60th JSPD

1984 年	 東北大学医学部卒業
1988 年	 筑波大学大学院医学研究科博士課程修了
1988 年	 金沢大学医学部助手
1990 年	 東北大学医学部助手
1992 年	 北海道大学医学部助教授
1998 年	 北海道大学医学部教授　現在に至る

専門分野：分子神経解剖学

学会活動等：日本解剖学会（理事：2009 年～，理事長：2021 年～）／日本神経科学学会（理事：
2017 年～）

プルキンエ細胞は小脳における主要な情報処理ニューロンです．その情報処理の主戦場となるのが，この細
胞から見事に伸び出る樹状突起で，矢状方向（縦方向）に平面的に広がります．小脳の矢状断切片を作成して，
これを 90 度回転させると，ちょうど手のひらから伸び出る指のような樹状突起が見えるようになります．

この樹状突起は，登上線維 climbing fiber と平行線維 parallel fiber という由来も性格も全く異なる 2 種類
の興奮性（グルタミン酸作動性）入力を受けています．登上線維は樹状突起の近位部，つまり細胞体に近い側
の太い樹状突起を支配します．登上線維支配の最大の特徴は，大人では 1 つのプルキンエ細胞をたった一本の
登上線維が支配するという単一支配にあります．単一支配とは言え，1 本の登上線維は 250 ～ 300 個もの終
末を作って特定のプルキンエ細胞にシナプスを次々と形成します．このため，登上線維が 1 回活動するだけで
多数の終末からグルタミン酸が同時多発的に放出され，プルキンエ細胞に強い脱分極を引き起こします．これ
が電位依存性カルシウムチャネルを介して樹状突起の全域にグローバルなカルシウム流入を引き起こし，コン
プレックススパイクと呼ばれる活動電位を発生させます．つまり登場線維は，たった一本でありながらプルキ
ンエ細胞に強いインパルスを発生させることができる強力な入力です．この強い入力は，運動の目的と結果の
ズレがあると，それを誤差信号としてプルキンエ細胞に伝えています．

対照的に，平行線維は樹状突起の遠位部を支配する入力線維で，1 個のプルキンエ細胞当たり 10 万本から
100 万本の平行線維が入力します．平行線維は，これから行おうとする運動情報や、運動を行った結果に関す
る感覚情報をプルキンエ細胞に伝えます．平行線維は小脳を横方向に走り，手のように平面的に広がる樹状突
起を串刺しますので，一本の平行線維は 1 つのプルキンエ細胞に対してたった一個のシナプスしか形成しませ
ん．このため，1 本の平行線維の活動はプルキンエ細胞の樹状突起に弱い脱分極と局所的な小さなカルシウム
濃度上昇を招く程度です．このため，平行線維の活動がシンプルスパイクとよばれる活動電位を発生させるた

グルタミン酸シグナル伝達による 
神経回路発達の制御機構

北海道大学大学院医学研究院解剖発生学教室

渡辺　雅彦
•••••••••••••••••••••••••
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めには，通常 50 本かそれ以上の平行線維が同期して活性化することが必要です．このような弱い平行線維シ
ナプスは，登上線維と同期して活動すると小脳長期抑圧（LTD）を誘発して，さらに伝達機能が弱められます．
登上線維の強い活動は誤った平行線維の活動性を LTD により弱めることでその影響を最小化し，目的に沿っ
た運動の実現や、訓練や練習により上達する運動学習の回路基盤と考えられています．

このようなシナプス回路特性を端的に表現するとすれば，登上線維による単一支配と，分離した神経支配の
テリトリーということになります．講演では，この 2 つの回路特性が，1）グルタミン酸放出により活性化さ
れ活動依存的なシナプス刈り込みを駆動する Ca2＋チャネル，2）特定のシナプス回路を選択的に強化するシナ
プス接着機構，3）細胞外に放出されたグルタミン酸を速やかに回収するグルタミン酸輸送機構からなる，協
同的な分子機構により形作られることを紹介します．そして，プルキンエ細胞の回路発達におけるこれらの 3
種の分子機構と相同なメカニズムが，大脳皮質回路の発達も制御する普遍的なものであることもお話したいと
考えています．



 教育講演 

教育講演 1
5 月 19 日（木）11：00～11：50　B 会場

「口唇口蓋裂治療における歯科の役割」
東京大学大学院医学部感覚運動機能講座口腔顎顔面外科学分野

西條　英人
教育講演 2

5 月 20 日（金）13：00～13：50　A 会場
「子どものアレルギー疾患に対する治療と管理 

―最近の考え方―」
埼玉県立嵐山郷／埼玉医科大学小児科

德山　研一
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教育講演 1

60th JSPD

1997 年 3月	 神奈川歯科大学歯学部卒業
1997 年 4月	 東京大学医学部附属病院分院歯科口腔外科入局
2000 年 6月	 東京大学医学部附属病院顎口腔外科・歯科矯正歯科医員
2003 年 4月	 東京大学医学部附属病院顎口腔外科・歯科矯正歯科助手
2006 年 11月	 東京大学医学部附属病院顎口腔外科・歯科矯正歯科特任講師
2010 年 1月	 東京大学大学院医学系研究科外科学専攻感覚・運動機能医学講座口腔外科学分野講師
2016 年 11月	 東京大学医学部附属病院口唇口蓋裂センター副センター長
2017 年 4月	 	東京大学大学院医学系研究科外科学専攻感覚・運動機能医学講座口腔顎顔面外科学准

教授
2018 年 4月	 東京大学医学部附属病院口唇口蓋裂センターセンター長（併任）
2018 年 12月	 宮崎大学医学部顎顔面口腔外科学講座臨床教授（併任）

資格：日本口腔外科学会（専門医・指導医）／日本口腔科学会（認定医）／日本顎顔面インプラント学会（専
門医・指導医）／日本有病者歯科学会（専門医・指導医）／日本小児口腔外科学会（認定医・指導医）／
日本先進インプラント医療学会（専門医・指導医）／日本再生医療学会（認定医）／ ICD 協議会（認定
ICDインフェクションコントロールドクター）

学会活動等：日本口腔外科学会（代議員）／顎顔面インプラント学会（代議員）／小児口腔外科学会（理
事）／日本有病者歯科学会（理事）／日本先進インプラント医療学会（常任理事）／日本再生医療学会（評
議員）／日本口腔ケア学会（理事）／日本口腔科学会（理事）／日本顎変形症学会（代議員）／日本口蓋
裂学会／日本形成外科学会／頭頸部癌学会／日本口腔インプラント学会／日本口腔腫瘍学会／日本口
腔診断学会／アジア国際口腔外科学会／日本頭蓋顎顔面外科学会

口唇口蓋裂は体表の先天異常の中でも最も多い疾患であり，日本人では 500 人に 1 人と言われ，統計的な
解釈ではあるが，本邦でも年間で約 1,700 人が出生している計算となる．審美的，機能的な回復を目的とす
る口唇口蓋裂治療には多くの専門分野の介入が必要となる．すなわち , 口腔外科医，形成外科医，小児科医，
麻酔科医，耳鼻咽喉科医，産婦人科医，矯正歯科医，小児歯科医，補綴歯科医，言語聴覚士による集学的医療
が必須であり，出生より成人に至るまで治療が及ぶため，その期間は非常に長く，治療が終わってからも歯科
的な口腔管理を含めた経過観察が重要となる．

口唇口蓋裂治療の流れについて説明すると，近年では，超音波画像による診断技術の向上に伴い，出生前に
診断される症例は増加傾向である．そのため産婦人科医ばかりでなく，口唇口蓋裂治療に携わるスタッフは出
生前のカウンセリングから治療に参画することとなる．さらに出生直後には哺乳の問題に直面するため，歯科
医師による哺乳床の作製が要求される．

口唇口蓋裂の治療には，機能的・整容的改善を図る目的で，成長に応じた外科的手術を行う必要がある．ま
ずは，生後 3 か月頃に口唇形成術を行う．この手術はバランスのとれた自然な口唇形態を再建するとともに，
偏位した鼻柱や鼻翼基部の位置の適正化を図るという整容的目的と，口輪筋の連続性を再建し，吸綴能力を獲

口唇口蓋裂治療における歯科の役割 

東京大学大学院医学部感覚運動機能講座口腔顎顔面外科学分野

西條　英人
•••••••••••••••••••••••••
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得させ哺乳運動を改善させるという機能的な目的のために口唇形成術が行われる．さらに 1 ～ 2 歳時に行わ
れる口蓋形成術の目的は，口腔と鼻腔を遮断し，軟口蓋における口蓋帆挙筋などの分断された筋組織を再建し，
正常な鼻咽腔閉鎖機能を獲得することである．しかし，その一方で成長前の硬口蓋の閉鎖は口蓋に瘢痕が残り，
それによる上顎の発育に対して抑制的に働くといわれている．こうした相反する問題を解決するために，さま
ざまな術式が報告されているが，種々の問題全てを回避できる絶対的な方法はなく，現在も議論が続いている．
したがって，将来にわたり，咬合不全や歯列不正に対する咬合管理が必要となるため，小児歯科医，矯正歯科
医の役割は非常に重要となってくる . さらに顎裂が存在する場合には，①歯槽骨の連続性を確立すること，②
永久歯の歯冠や歯根の形成の場を作ること，③歯科矯正治療により骨移植部へ歯を移動・誘導すること，④鼻
口腔瘻の閉鎖，⑤鼻翼基部の形態回復，⑥インプラントやブリッジなどの補綴治療を行うための前処置，⑦上
顎骨を一塊として，上顎骨前方移動術を確実に行うための前処置などの多くの目的があり，その目的に応じて
手術のタイミングも異なる．施設によって異なるが，就学期前後の混合歯列期に行うことが多いため，感染予
防の観点からも厳密な口腔管理が理想である．こうした治療を経て，Ⅰ期的矯正歯科治療を行い，Ⅱ期的矯正
歯科治療に移行する．その際に将来的に顎矯正手術や，欠損部に対する補綴処置の有無を検討し，最終的な咬
合確立に向けての治療計画が必要となってくる． 

このように口唇口蓋裂治療は，出生より成人に至るまで治療が及ぶため，長期間にわたる口腔管理が要求さ
れる．また，それに携わる歯科医師も口腔外科のみならず，小児歯科，矯正歯科，補綴歯科，予防歯科など多
くの歯科的専門分野による介入が要求される疾患であり，歯科の領域でこれほど多くの専門分野が関与し，連
携を必要とする疾患は口唇口蓋裂のみでないかと思われる．本講演では，近年行われている口唇口蓋裂治療の
現況について講演する予定である．
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教育講演 2

60th JSPD

1979 年	 金沢大学医学部医学科卒業
1979 年	 群馬大学医学部附属病院小児科研修医，医員および関連病院勤務（～ 1987 年）
1988 年	 英国ロンドン大学付属国立心肺研究所研究員
1990 年	 群馬大学医学部附属病院小児科医員
1991 年	 同　助手
1994 年	 同　講師
2002 年	 同　助教授
2003 年	 群馬大学大学院医学系研究科小児生体防御学助教授
2006 年	 高崎健康福祉大学薬学部教授
2010 年	 埼玉医科大学医学部小児科学教室教授
2021 年	 同　客員教授
	 埼玉県立嵐山郷センター長　現在に至る

専門分野：小児アレルギー病学・小児呼吸器病学

資格：日本小児科学会専門医・指導医／日本アレルギー学会専門医・指導医

食物アレルギー，気管支喘息（以下，喘息），アトピー性皮膚炎，アレルギー性鼻炎，などを始めとするア
レルギー疾患に罹患している子どもたちは数多く，教育現場をはじめ，社会のさまざまな場所で適切な対応が
求められている．

近年小児のアレルギー疾患についての病態生理の解明，あるいはエビデンスの集積が進み，その治療法や管
理方針について大きなパラダイムシフトが起こっている．例えば喘息に対する以前の治療は発作が出現した時
のみの対症療法が中心であり，喘息死例も少なくなかった．ところが小児の喘息においても成人と同様，慢性
のアレルギー性気道炎症が存在し，コントロール不良例では不可逆的な呼吸機能の低下を招く可能性が明らか
になった．このため，管理方針は気道炎症を抑制し喘息発作をコントロールする予防的薬物療法へと大きくシ
フトした．その結果，喘息児の QOL は以前より格段に改善し，本邦での最近の喘息死はほぼゼロレベルを維
持するまでになっている．一方食物アレルギーについては従来，該当食品を厳格に除去し，「治るのを待つ」
のが基本方針であった．これに対し，最近では必要により食物負荷試験などの客観的検査を実施しながら，食
べられる範囲で早期から積極的に摂取を進め「治していく」という考え方に変わってきた．これに関連して最
近，早期の食物の経口摂取は食物アレルギーの発症をむしろ回避する方向に働き（経口免疫寛容），経口摂取
ではなく皮膚からの侵入による感作（経皮感作）が食物アレルギーの感作ルートとして重要であるという仮説
が注目されている．経口免疫寛容の例として，ピーナッツでは乳児期早期からの積極的な摂取によりピーナッ
ツアレルギーの発症頻度が激減することが証明されている．また，アレルギー児では，乳幼児期のアトピー性
皮膚炎の罹患がその後の異なるアレルギー疾患発症のリスク因子となることが知られる（アレルギーマーチ）．

子どものアレルギー疾患に対する治療と管理 
―最近の考え方―

埼玉県立嵐山郷／埼玉医科大学小児科

德山　研一
•••••••••••••••••••••••••
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アトピー性皮膚炎における皮膚のバリア障害が経皮感作を容易に惹起しアレルギーマーチをきたしている可能
性があるが，今後更なる発症機序の解明と治療システムの構築が待たれる．

アレルギー疾患に対する新たな治療薬として，抗ヒト IgE モノクローナル抗体を始めとした生物製剤・分子
標的薬は小児にも適応が拡大されつつあり重症・難治例の治療に効果を発揮している．また以前より行われて
きたダニやスギに対する免疫療法の新たな方法として舌下投与法が開発され，適応の年齢制限が撤廃された．
このため，多くのアレルギー児でも治療が可能となっている．アドレナリン自己注射製剤（エピペン™）はア
ナフィラキシー症状出現時の第 1 選択薬であるが，食物アレルギー児の増加に伴いそのニーズ・処方数が増え
ている．アナフィラキシーは生命を脅かすことのある症状のため適切な使用のタイミング，注射方法を熟知す
る必要があり，本人・家族のみならず教育施設の職員などに対する啓蒙・教育がより一層必要となっている．

本講演では子どものアレルギー疾患の病態解明の進歩と治療・管理の最近の考え方について概説したい．併
せて小児歯科診療に関連したアレルギーについてもその対応について触れる予定である．



 JSPP 企画講演 

5 月 19 日（木）13：00～14：30　B 会場
「小児歯科に携わる歯科医師として「早期治療」を 

どの様に考え実践するのか？」
いなみ矯正歯科
居波　　徹
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JSPP 企画講演

60th JSPD

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〜 2022 年 2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〜 2021 年 12月	 近畿東海矯正歯科学会会長

学会活動等：公益社団法人日本矯正歯科学会	認定医，臨床指導医（旧専門医）

この二年間の新型コロナ禍で「自分を大切にする」意識の方向性の中に「歯並びと噛み合わせ」の比重が高
まっていると考えられる．成人だけでなく子どもの咬合に関する初診相談が今までになく増加しているのであ
る．そこで，小児歯科に携わる歯科医師として医療介入の時期についてのはっきりとした判断基準が今まで以
上に求められている．今回の講演では，1：「Ⅱ級不正咬合の早期治療」，2：「小児期の拡大治療への警鐘」3：

「反対咬合の早期治療と鑑別診断」について発表させていただく．
1：「Ⅱ級不正咬合の早期治療」について
従来，Ⅱ級不正咬合では二段階の第Ⅰ期治療（前期治療，早期治療）と第Ⅱ期治療（後期治療）がなされて

きた．ご存知のように，Ⅱ級不正咬合治療における第Ⅰ期治療の効果については EBM を踏まえた文献考察で
はその効果に疑問視する向きも多い．そこで，小児歯科・矯正歯科開業医としてⅡ級不正咬合治療に関わって
きた経験から，その治療効果や患者家族の物語について過去の症例を振り返り調査を行った．実際には，Ⅱ級
不正咬合で早期治療を開始した患者さんについて使用装置の内訳や治療効果の概略，患者さんに対するアン
ケート調査等を実施した．その結果，本当に早期治療に意義があったのか？　またあるとすればどのような場
合か？　と自問している．小児歯科に関わるわれわれは心理 • 機能 • 形態の成長発達の渦中に生きる生活者に
関わって医療を展開している．特に早期治療を行う場合は口腔機能障害に対する理にかなった医療介入が求め
られる．治療過程はもちろんのこと早期治療の治療成果が厳しく求められ，一般患家に十分に納得のいく説明
と証明が成されるべきだと考えられる．つまり，心理や機能を考えた早期治療は開始したほうが良いという意
見に異論はないものの，患児の理解と協力，全治療期間の長期化，費用等の負担増加と治療効果への貢献等を

小児歯科に携わる歯科医師として「早期治療」を 
どの様に考え実践するのか？

いなみ矯正歯科

居波　　徹
•••••••••••••••••••••••••
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含め十分に考察する必要があると考えている．長年，成育歯科医療に携わってきた経験から，EBM（エビデン
スベースドメディシン）だけではない NBM（ナラティブベースドメディシン）の立場からの提言ができれば
と考えている．さらに，日本矯正歯科学会の診療ガイドライン策定委員会の発表した「上顎前突編」を踏まえ，
成長発達期におけるⅡ級不正咬合の早期治療の意義について述べたい．

2：「小児期の拡大治療への警鐘」について
必要にして十分と考えられる精密検査を行っても，治療方針が決めづらい場面がある．積極的な歯列弓拡大

を行うか否かに関してである．つまり将来の抜歯・非抜歯の問題でもある．40 年以上に渡り小児歯科・矯正
歯科開業医として臨床を行ってきたが，いまだに判断に迷う場合が多い．そこで，自分自身の過去の反省症例
や他院からの転医症例を提示して，小児・発達期における歯列弓拡大治療の問題点を探りたい．

3：「反対咬合の早期治療と鑑別診断」について
卒後，歯科矯正学講座に入局し「乳歯反対咬合研究班」で自然治癒を主に調査した．外勤では小児歯科専門

医で治療のイロハを学んだ．1981 年に「いなみ矯正・小児歯科クリニック」として開業したが，反対咬合の
鑑別診断ができずに矯正治療途中で過度の下顎骨成長が生じて外科矯正に移行せざるを得なかった症例を経験
した．この苦い体験をもとに「KIX index」を考えてきた．今回は「小児歯科臨床（第 58 回日本小児歯科学会）」
発表時に記載した「後ろ向き研究調査」の詳細と日本矯正歯科学会の発表した診療ガイドラインを踏まえて「反
対咬合の早期治療と鑑別診断」を考察したい．



女性小児歯科医・男女共同 
参画委員会企画セミナー

5 月 19 日（木）15：00～16：00　B 会場
「小児歯科医師としての現在・過去・未来 
―12 年間の委員会活動を通して考える―」

日本歯科大学新潟生命歯学部小児歯科学講座
下村―黒木　淳子
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女性小児歯科医・男女共同参画委員会企画セミナー

60th JSPD

1997 年 3月	 新潟大学歯学部歯学科卒業
2001 年 3月	 新潟大学大学院歯学研究科修了
2001 年 4月	 新潟大学歯学部附属病院小児歯科医員
2004 年 4月	 日本歯科大学新潟歯学部附属病院小児歯科講師
2006 年 4月	 日本歯科大学新潟生命歯学部小児歯科学講座講師
2008 年 4月	 日本歯科大学新潟生命歯学部小児歯科学講座准教授
2014 年 5月～ 2015 年 10月	 ヘルシンキ大学バイオテクノロジー部門客員研究員
2020 年 4月～現在	 日本歯科大学新潟生命歯学部小児歯科学講座教授

学会活動等：日本小児歯科学会専門医指導医／日本小児歯科学会理事／日本小児歯科学会北日本地方
会理事／日本小児歯科学会女性小児歯科医・男女共同参画委員会委員／日本小児歯科学会教育問題検
討委員会委員／日本小児歯科学会国際渉外委員会委員

日本小児歯科学会女性小児歯科医委員会は，2010年度に新設され，女性小児歯科医が生涯にわたり安心し
て仕事を続け，能力を発揮していくことができるために活動を行ってきました．2020年からは現在の女性小
児歯科医・男女共同参画委員会と名称を変え，現在まで 12年間が経過しました．今回，委員会設立当初から
当委員会に所属し，微力ながらも委員会活動に参加させていただいた経験から，この 12年間の委員会活動を
通して，女性小児歯科医師を取り巻く環境がどのように変化したのかを紹介させていただきたいと思います．
この 12年間での活動内容は，女性小児歯科医を対象に行ったアンケート調査から始まり，学会開催時の託
児所設の常備化，全国大会での「202030 男女共同参画の推進」をテーマとした委員会企画講演の開催，さら
にキャリア支援・復職支援のための小児歯科医バンクの設立と多岐にわたります．これらの活動は，より多く
の女性小児歯科医が生涯現場で働き続けることができるように，また専門医を取得・更新していくためのモチ
ベーションを持ち続けられるためのみでなく，現在では男女問わず全会員のリカレント教育にも役立っている
と考えております．
では，委員会が当初から掲げている「202030 の実現」ですが，現状では日本小児歯科学会の理事のうち女
性理事は 15％と，目標値の半分となっております．これは，理事の半数を占める大学教授のうち女性教授が
少ないことと，単独で開業している女性歯科医師数がまだまだ少ないことに起因しています．さまざまな価値
観をもった世代が混在している状況の中では，非常に触れにくいデリケートな課題ではありますが，この問題
は，ジェンダーレスに教育を受けてきた若い世代が台頭する近い将来，自然と実現に向かうのではないかと個
人的には感じています．
私は現在，日本歯科大学新潟生命歯学部小児歯科学講座の教授を拝命しておりますが，ここに至るには，さ
まざまな出会いが大きく影響しています．その中でも，当委員会で出会うことができた素晴らしい先生方から

小児歯科医師としての現在・過去・未来 
―12 年間の委員会活動を通して考える―

日本歯科大学新潟生命歯学部小児歯科学講座

下村―黒木　淳子
•••••••••••••••••••••••••
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いただいた多くの教えがあったからこそ，現在の私がいると言っても過言ではありません．この素晴らしい経
験を，将来の小児歯科学会を担う若い先生方にもいつか経験してもらいたいと考え，この講演の中で出会いの
素晴らしさについてもお話しさせていただけたらと思います．
現在 20代，30代の若手の先生方は，男女問わず，ジェンダーギャップについて深く考えたことがないの
ではないでしょうか．この委員会活動が，先生方が将来，40代，50代と年齢を重ねても，もはやジェンダー
ギャップに直面することのない未来への道筋をつくる一助になれたら幸いです．



 研究倫理審査委員会セミナー 

Web配信
「小児を対象とした臨床研究に関する倫理審査の概要」

日本小児歯科学会 研究倫理審査委員会委員長 
神奈川歯科大学小児歯科学講座

木本　茂成
「研究倫理申請書の書き方のポイント」

日本小児歯科学会 研究倫理審査委員会副委員長 
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

齊藤　一誠
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研究倫理審査委員会セミナー

60th JSPD

1984 年 3月	 神奈川歯科大学歯学部卒業
1988 年 3月	 神奈川歯科大学大学院歯学研究科修了（小児歯科学専攻）
1988 年 4月	 神奈川歯科大学大学歯学部助手
1991 年 7月	 米国セントルイス，ワシントン大学客員研究員（〜 1992 年 6月）
	 	（Div.	 of	Bone	 and	Mineral	Diseases,	Washington	University	Medical	Center,		

St.	Louis,	Missouri,	USA.）
2000 年 4月	 神奈川歯科大学小児歯科学講座講師
2006 年 4月	 神奈川歯科大学小児歯科学講座，附属病院小児歯科教授（現在に至る）
2016 年 6月	 公益社団法人日本小児歯科学会理事長（〜 2020 年 5月）
2016 年 7月	 日本歯科医学会常任理事（〜 2020 年 6月）
2018 年 5月	 一般社団法人日本歯科専門医機構業務執行理事（現在に至る）

2015 年 2 月に厚労省から「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス」が発出され，その
後，個人情報保護法の改訂に伴う改訂を経て運用されていた同指針は，2021 年 4 月に再び改訂されました．
改訂された指針は「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス」として同年 6 月 30
日から運用が開始されています．それに伴い，日本小児歯科学会においても研究倫理審査の書式を新たなガイ
ドラインに準拠するように改訂を行いました．また，申請書の作成と提出に際して，申請のフローチャートと
事前チェックシート，さらに申請書記載例を日本小児歯科学会のホームページ上に掲載して，申請書書式とと
もにダウンロード可能な状態にしています．

大きな変更点としては以下のような項目が挙げられます．
1． 申請する研究のために研究対象者から新たに試料・情報を取得し，研究機関に試料の提供のみを行う機関は，

「研究協力機関」として定義され，資料提供のみを行う場合には研究遂行者から除外することになりました．
2． 研究計画書に基づいて複数の研究機関において実施される研究は「多機関共同研究」として定義され，原

則として単独の倫理審査委員会による一括した審査が求められることになりました．
3． 介入を行う研究について，jRCT（臨床研究実施計画・研究概要公開システム）等の公開データベースに，

当該研究の概要等をその実施に先立って登録し，更新を行わなければならないことが規定されました．また，
その他の研究についても登録が努力義務とされています．

4． 生命・医学系指針が適用される研究について，医学系指針およびゲノム指針の適用範囲に，医学系以外の
領域で行われる工学系学部の医工連携による研究への参画や，人文社会学系学部が人類学的観点から行う
研究などを含むことが考慮され，文部科学省，厚生労働省，経済産業省の３省の所管として扱われること
となりました．

小児を対象とした臨床研究に関する倫理審査の概要 

日本小児歯科学会 研究倫理審査委員会委員長／神奈川歯科大学小児歯科学講座

木本　茂成
•••••••••••••••••••••••••
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5． 重篤な有害事象が発生した場合の大臣への報告等，研究実施に伴う必要な手続の実施主体が変更され，研
究機関の長ではなく研究責任者とされています．

新たなガイドラインの変更点の概略については，すでに前年の日本小児歯科学会第 59 回大会の研究倫理審
査委員会企画セミナーで解説されています．本セミナーでは，現在実施されている当委員会における審査にお
いて，指摘事項として挙げられる頻度の高い項目について解説します．研究倫理審査委員会における審議で指
摘されることの多い問題を開示することで，円滑な審査の実施が可能となるよう，会員の皆様のご協力をお願
いします．
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研究倫理審査委員会セミナー

60th JSPD

1999 年	 九州大学歯学部歯学科卒業
2003 年	 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	 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	 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	 米国 Baylor	College	of	Dentistry.	Visiting	Researcher
2010 年	 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	 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
2021 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

資格：日本小児歯科学会専門医・専門医指導医／日本障害者歯科学会認定医

小児歯科臨床に携わる先生方が，深い臨床経験の下，自由な発想で臨床研究を行うことは大変重要と考えま
す．さらに小児歯科に関する様々な臨床研究の遂行は，すなわち小児歯科臨床の発展に大いに寄与するため，
個々の知的好奇心を大切にし，学会全体として研究マインドを育んでいく必要があります．また，小児歯科専
門医は，高い臨床レベルを維持するために，学術大会での発表や学術誌に報告する義務を有し，すでに専門医
を取得している先生だけでなく，これから専門医を目指す先生も，臨床研究に関する一定の理解が求められて
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である「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です．これらの事例を鑑みても倫理教育は非常に重要であり，
日本小児歯科学会でも研究倫理審査委員会がその役割を担っています．

実際に倫理申請書を作成したことがある先生はご経験があると思いますが，申請書内のそれぞれの項目に何
を書いていいか分からず，時間だけが過ぎていくということが実際にあったのではないでしょうか．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．そこで本セミナーでは，実際のいくつかの倫理申請書を挙げながら，申
請書の記載欄に求められる内容や注意点について解説を加えたいと思います．

研究倫理申請書の書き方のポイント 

日本小児歯科学会 研究倫理審査委員会副委員長／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

齊藤　一誠
•••••••••••••••••••••••••



 受賞記念講演 

5 月 20 日（金）9：00～10：20　A 会場
学術賞（LION AWARD）

「口唇と関連運動器官の機能変化からみる摂食スキルの発達」
新潟大学大学院医歯学総合研究科小児歯科学分野

中村　由紀
奨励賞

「口腔バイオフィルム形成におけるActinomyces oris の 
役割と病原性および短鎖脂肪酸との関連性の解明」

日本大学松戸歯学部小児歯科学講座
鈴木　　到

「口腔におけるHelicobacter pylori の検出と 
歯周病原性細菌叢の解析」

大阪大学大学院歯学研究科小児歯科学教室
門田　珠実

「タンパク質の翻訳後修飾を応用した骨再生療法の開発」
東北大学大学院歯学研究科地域共生社会歯学講座小児発達歯科学分野

星川　聖良
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受賞記念講演（学術賞（LION AWARD））

60th JSPD

2003 年 3月　九州歯科大学歯学部歯学科卒業
2007 年 3月　九州大学大学院歯学研究院博士課程修了
2007 年 4月　九州大学病院小児歯科医員
2008 年 5月　九州大学大学院歯学研究院小児口腔医学分野助教
2010 年 7月　新潟大学大学院医歯学総合研究科摂食嚥下リハビリテーション学分野助教
2014 年 2月　�米国シカゴ大学 Department�of�Organismal�Biology�and�Anatomy 客員研究員（～

2015 年 8月）
2016 年 3月　新潟大学大学院医歯学総合研究科小児歯科学分野助教
2021 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

人の哺乳運動から摂食運動へのダイナミックな変化は生後 4 ～ 6 か月齢から開始し，その後も種々の複雑
な食品を摂取できるように学齢前期を通してその機能は向上する．この時期の機能向上には，歯列咬合の発育
変化に伴う咀嚼運動や口唇・舌といった口腔周囲筋を含む軟組織の運動に加えて，上肢や体幹と口腔との協調
運動が深く関与する．小児期の摂食機能の発達変化については長きにわたり研究報告が積まれてきたが，過去
における小児を対象とした生体計測では，対象者の理解度や協力度の問題から煩雑な計測は困難とされ，その
多くは視覚的観察研究に限られていた．小児摂食機能の運動生理学的・生体力学的な知見を蓄積し客観的指標
の確立を目指すことは，「食べ方」の育成支援のさまざまな現場において口腔機能発達の側面からの支援をよ
り強固なものにできる．そこでわれわれは，定量性・客観性を有した口腔機能の評価方法の検討を行い，摂食
における口唇閉鎖機能および上肢を中心とした関連器官と口腔との協調運動についての小児期の解析を進めて
きた．

捕食における口唇閉鎖機能解析では，光学式三次元動作分析装置と圧センサシステムを統合した，高性能か
つ比較的簡素で計測時対象者への負担が少ない計測システムを構築し，小児と成人を対象に口腔および上肢を
含む食具の運動と口唇閉鎖圧との同期解析を行った．圧センサシステムは，食具への口唇の接触圧と口唇閉鎖
に伴い口腔内に形成される口腔内圧の両方を感知し，それぞれ陽圧と陰圧として波形パターンが観察される．
若年成人の成熟した捕食動作では，陽圧のみが形成もしくは陽圧に先立って陰圧が形成される 2 パターンを認
め，その出現は食品物性に依存し粘着性食品では陰圧形成の頻度が高かった．一方小児（幼児後期～学齢前期）
では陽圧と陰圧の組合せで 4 パターンを認め，成人では認めなかった陰圧が優位なパターンが出現すること，
それぞれのパターンの出現は食品物性に非依存性であることが明らかとなった．また，捕食時の食具操作と口
唇閉鎖との関係性においても小児と成人とでは違いを認め，小児では挿入相から引抜き相への転換ポイント付

口唇と関連運動器官の機能変化からみる 
摂食スキルの発達

新潟大学大学院医歯学総合研究科小児歯科学分野

中村　由紀
•••••••••••••••••••••••••



6560th JSPD

60th Annual Conference of the Japanese Society of Pediatric Dentistry

第60回　日本小児歯科学会大会 

近で圧力が発生しており，成人と比較して圧力発生タイミングが早く，圧作用時間も延長した一方で，最大圧
力や積分値は有意に小さいという結果であった．

このような結果から，捕食時の口唇閉鎖および食具操作と口腔との協調運動について発達過程特有の機能的
特徴が示され，摂食機能の未熟さの傍証を掴んだ．今後は，対象年齢を幼児前期へと拡大，離乳開始期以降の
摂食機能の基礎的データの蓄積を図り，発達過程における客観的指標を見出したいと考えている．食品による
窒息死は年間 20 件以上報告されており，小児における「食品が原因の窒息」は決して珍しいことではない．
本研究の展開は，摂食機能の側面から窒息のリスクについての検討や，小児の機能発達に応じた食品選択への
応用に繋がる可能性がある．
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2008 年 4月　日本大学松戸歯学部歯学科入学
2014 年 3月　同上　卒業
2014 年 4月　日本大学松戸歯学部附属病院臨床研修医
2015 年 3月　同上　修了
2015 年 4月　日本大学大学院松戸歯学研究科小児歯科学専攻博士課程入学
2019 年 3月　同上　修了
2019 年 4月　国立感染症研究所協力研究員
2019 年 4月　日本大学松戸歯学部小児歯科学講座専修医　現在に至る

口腔常在菌であるActinomyces oris は，Actinomyces naeslundii が再分類されたものであり，口腔バイ
オフィルム形成における初期付着菌である．A. oris の菌体表層には，2種類の線毛が存在し，Type1線毛（FimP, 
FimQ）は主に歯面上の唾液糖タンパク質への付着に関係する．一方，Type2 線毛は（FimA, FimB）は他の
口腔細菌との共凝集に関係する．A. oris は口腔バイオフィルム形成の足場として重要であると考えられる．
口腔バイオフィルム中に存在する口腔細菌は，酢酸や酪酸，プロピオン酸などの短鎖脂肪酸（SCFAs）を代
謝産物として生産している．現在までに，SCFAs はA. naeslundii の初期付着・凝集やバイオフィルム形成
を促進することが明らかとなっているが，A. oris との関係性については明らかとなっていない．そこで，A. 
oris のバイオフィルム形成および初期付着・凝集に対する SCFAs の影響について検討した．

A. oris のバイオフィルム形成に対する SCFAs の影響を明らかにするために，フローセルシステムを用いた
バイオフィルム形成実験を行った．6.25 mM 酪酸または 3.125 mM プロピオン酸を添加した 0.25％スクロー
ス添加TSB培地を用いてバイオフィルム形成を行った．バイオフィルムをLIVE/DEAD染色し，共焦点レーザー
顕微鏡（CLSM）を用いて観察した．その結果，短鎖脂肪酸が死菌を含む FimA 依存的なA. oris のバイオフィ
ルム形成を促進させることを明らかとした．

次に，A. oris の初期付着・凝集に対する SCFAs の影響を明らかにするために，初期付着・凝集実験を行った．
初期付着・凝集体を LIVE/DEAD 染色し CLSM にて観察するか，付着菌を寒天培地上に播きコロニー数を計
測した．CLSM の観察において，60 mM の SCFAs 添加により，SCFAs 無添加と比較して初期付着・凝集量
が促進した．一方コロニー数は，酢酸または酪酸，プロピオン酸にて無添加と比較して有意に増加した．この
結果から，SCFAs 間における性質の違いが影響しコロニー数の差が生じたと考えた．この 3 つの酸は弱酸に
分類されている．次に，培地中の pH について注目した．60 mM の SCFAs 添加培地の pH は 4.7 であるこ

口腔バイオフィルム形成におけるActinomyces oris 
の役割と病原性および短鎖脂肪酸との関連性の解明

日本大学松戸歯学部小児歯科学講座

鈴木　　到
•••••••••••••••••••••••••
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とから，塩酸により pH 4.7 に調整した培地を用いて初期付着・凝集形成を行った．60 mM 酪酸添加時と比
較し，塩酸添加時は死菌が多く誘導された．この結果は，60 mM 酪酸添加時と比較し，塩酸添加時の培地は
解離型の酸が増加したことが原因と考えた．FimA非依存的なA. oris の初期付着・凝集形成も同様の結果となっ
た．60m M 酪酸に水酸化ナトリウムを添加し pH7.2 に調整した時の初期付着・凝集量は，60 mM 酪酸添加
時と比較し減少した．この結果は，培地中に解離型の酸が増加したことが原因と考えた．一方，60 mM 酪酸
ナトリウムに塩酸を添加し pH4.7 に調整した時の初期付着・凝集量は増加した．この結果は，培地中の非解
離型の酸が増加したことが原因と考えた．FimA 非依存的なA. oris の初期付着・凝集では，60 mM 酪酸ま
たは 60 mM 酪酸ナトリウムに塩酸添加時に生菌が多く観察されたが，塩酸添加時は死菌が多く観察された．
60 mM 酪酸ナトリウムに塩酸添加時は 60 mM 酪酸と似た結果を示した．歯垢中の濃度に設定した酢酸，酪
酸およびプロピオン酸の混合物添加時の初期付着・凝集量は，60 mM 酪酸添加時と似た結果を示した．以上
のことから，短鎖脂肪酸はA. oris の線毛依存的非依存的な生菌を含む初期付着・凝集を誘導し，その効果は
非解離型の酸に依存することを明らかとした．

今後の展望としては，短鎖脂肪酸によるA. oris の付着および促進に関する線毛と発現分子との関係を明ら
かにするために，タンパク質や mRNA を抽出し，プロテオミクス解析やマイクロアレイ解析を行うことを検
討している．
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60th JSPD

2016 年 3月　大阪大学歯学部卒業
2016 年 4月　大阪大学歯学部附属病院研修医
2021 年 3月　大阪大学大学院歯学研究科博士課程修了
2021 年 4月　大阪大学大学院歯学研究科小児歯科学教室医員　現在に至る

Helicobacter pylori は胃潰瘍や胃癌をはじめとする胃疾患の原因細菌であり，口腔を介して感染が成立
すると考えられているが，感染機序の詳細はいまだに解明されていない．H. pylori は発見当時，Campylo-
bacter 属に類似した特性が多く認められたことからC. pylori と命名されたが，その後の解析によって独自の
属性を有することが明らかとなり，名称がH. pylori に変更された．また，胃におけるH. pylori の検出法として，
尿素呼気試験や血清学的検査法のような臨床的手法に加えて，検出感度の高い PCR 法を応用した分子生物学
的手法が確立され，胃からだけでなく口腔からもH. pylori が検出された．さらに，H. pylori は歯周病原性細
菌の一種であるCampylobacter rectus と類似したタンパク性抗原を有しており，口腔内ではC. rectus と
同様に深い歯周ポケットに存在している可能性が考えられたため，H. pylori の口腔への定着は歯周病と関連
しているのではないかと注目されている．しかしながら，多くの研究はH. pylori 感染判明者における歯周病
の臨床症状に着目するのみであり，H. pylori 感染を確認していない人の口腔におけるH. pylori の存在と歯周
病原性細菌種および歯周状態の関係については検討していない．

これらのことから，本研究では対象者の口腔内診査および歯周組織検査を実施した後，唾液サンプルおよび
抜去歯を採取し，分子生物学的手法を用いてH. pylori および主要な歯周病原性細菌 10 菌種の細菌 DNA の
検出を行った．その結果，H. pylori が検出されなかった被験者と比較して，H. pylori が検出された被験者に
深い歯周ポケットが認められた．また，H. pylori 検出者からは歯周病原性細菌の中でも病原性が高いとされ
るレッドコンプレックスに属する菌種が多く検出される傾向にあり，特にPorphyromonas gingivalis の検出
率が高いことが明らかとなった．

P. gingivalis は，菌体表層に口腔組織への付着に関与する線毛を有している．線毛の主要な構成タンパクで
ある Filamentous appendage（FimA）をコードする遺伝子fimA は，Ⅰ型からⅤ型およびⅠb 型の合計 6

口腔におけるHelicobacter pylori の検出と 
歯周病原性細菌叢の解析

大阪大学大学院歯学研究科小児歯科学教室

門田　珠実
•••••••••••••••••••••••••
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種類の遺伝子型が判明しており，歯周病患者が有するP. gingivalis の多くはⅡ型fimA が発現していることが
示されている．そこで，本研究の被験者から検出されたP. gingivalis が有するfimA の遺伝子型を解析し，口
腔内に存在するH. pylori との関係について検討した．その結果，H. pylori 検出者におけるfimA はH. pylori
非検出者と比較してⅡ型fimA が多く発現していた．

以上の結果から，レッドコンプレックスに属する歯周病原性細菌，特にⅡ型fimA を有するP. gingivalis が
存在し，歯周状態が悪化した口腔内にH. pylori は存在しやすい可能性が示された．今後は本研究の結果をも
とに，H. pylori の歯周組織に対する影響やP. gingivalis との相互作用を解明することで，H. pylori の口腔お
よび胃への定着機序の詳細を追究するとともに，感染予防法についても検討していきたいと考えている．
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60th JSPD

2015 年� 東北大学歯学部卒業
2016 年� 東北大学病院歯科医師臨床研修医修了
2019 ～ 2020 年� 日本学術振興会特別研究員DC2
2020 年� 東北大学大学院歯学研究科博士課程修了
� 東北大学歯学研究科小児発達歯科学分野助教　現在に至る

間葉系幹細胞は脱落乳歯等からの非侵襲的採取が可能であり，組織再生医療の細胞供給源として注目されて
いる．しかし，臨床応用の際には，採取細胞間の分化能の差異といった不均一性が問題となる．本研究では，
歯科領域で多くの疾患が生じる骨の再生に着目し，骨分化および歯の発生に重要な役割を果たしている Os-
terix（Osx/Sp7）を対象に，均一で効率的な骨芽細胞分化誘導法の確立を目的とし，Osx タンパク質活性制
御分子メカニズムの解析を行ったので報告する．

近年，多発性骨髄腫の分子標的薬として奏功するプロテアソーム阻害剤が骨病変部の骨量改善作用を示すこ
と，臨床試験や in vitro 解析系でプロテアソーム阻害剤依存的な骨芽細胞分化シグナル増幅が生じることが
報告されている．これらのことから，ユビキチンプロテアソーム系を介した Osx タンパク質分解に着目し，
Osx タンパク質安定性調節機構の詳細と骨芽細胞分化への関与について解折した．本研究で得られた知見を以
下に示す．（1）低濃度 BMP（Bone morphogenetic protein）とプロテアソーム阻害剤同時処理による骨芽
細胞分化誘導実験から，効果的な BMP/ プロテアソーム阻害剤最小濃度を同定するとともに，骨芽細胞分化亢
進の際の翻訳後修飾依存的な Osx タンパク質の相乗的な安定化を確認した．（2）Osx タンパク質安定化機序
の解明を目的とした生化学的解析により，基質受容体サブユニット Fbw7（F-box/WD repeat containing 
protein 7）を含む SCF（Skp1/Cullin1/F-box protein）複合体である SCFFbw7 が Osx の E3 リガーゼ
であることを同定した．（3）Fbw7 はリン酸化依存的に基質認識することから，リン酸化酵素の同定を試み，
p38 が Fbw7 依存的 Osx ポリユビキチン化と分解を誘導することを明らかとした．（4）p38 選択的阻害剤
を用いた薬理学的解析から，阻害剤処理により骨芽細胞分化誘導後の間葉系幹細胞で Osx タンパク質量の増
大と細胞分化亢進を認めた．（5）Fbw7 ノックダウン間葉系幹細胞ならびに Fbw7 ノックアウトマウス由来
骨芽前駆細胞において，Osx タンパク質の蓄積と骨芽細胞分化亢進を確認した．（6）Osx ノックアウト骨芽

タンパク質の翻訳後修飾を応用した骨再生療法の開発 

東北大学大学院歯学研究科地域共生社会歯学講座小児発達歯科学分野

星川　聖良
•••••••••••••••••••••••••
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細胞様細胞に p38 リン酸化部位を置換した Osx 変異体を発現させ解析したところ，Osx 野生型と比較し，変
異体導入細胞株において有意な骨芽細胞分化亢進が観察された．以上の結果から，Fbw7/p38 経路を介した
Osx の分解が，骨芽細胞分化抑制を介して骨代謝調節機構の一部として機能していることが示された．

研究の将来展望として，Osx タンパク質の安定化・活性化の誘導による効率的な骨芽細胞分化誘導を応用し，
スキャフォールドと組み合わせることで効果的な新規骨再生療法の開発を行いたいと考えている．また，Osx
は歯の形成においても象牙芽細胞分化に重要であることが明らかとなりつつある．Fbw7 を象牙芽細胞特異的
にノックアウトし，象牙芽細胞分化への影響，歯冠と歯根の形態や成熟度と病的変性への抵抗性を解析するこ
とで，歯の疾患についても分子レベルで解明し，小児歯科臨床に応用していきたい．



 60 周年記念大会企画講演 

5 月 20 日（金）14：00～15：30　A 会場
テーマ：「長期化するコロナ禍で子どもたちをどう支えるか」

「子ども虐待予防の親支援」
公益社団法人母子保健推進会議

佐藤　拓代
「子ども虐待を含め，COVID-19 感染症が 

こども達や養育者に及ぼした影響」
おかだこどもの森クリニック

岡田　邦之
「被虐待児早期発見の取り組み 

―小児歯科から子どもたちを救おう―」
鶴見大学歯学部小児歯科学講座

船山ひろみ



74

60 周年記念大会企画講演

60th JSPD

1978 年	 東北大学医学部医学科卒業
	 複数の医療機関で小児科医，産婦人科医，新生児科医として勤務
1988 年	 大阪府入職
	 複数の保健所等で保健所長等として勤務
2010 ～ 2017 年	 	大阪府立母子保健総合医療センター（現：大阪母子医療センター）母子保健情報セ

ンター長等
2015 年	 一般社団法人全国妊娠 SOSネットワーク代表理事　現在に至る
2018 年	 公益社団法人母子保健推進会議会長		現在に至る

専専門分野：妊娠期からの子ども虐待予防

学会活動等：日本公衆衛生学会認定公衆衛生専門家／日本子ども虐待医学会理事／日本子ども虐待防
止学会監事／日本小児保健協会代議員

新型コロナ感染症の蔓延下では収入減少などの生活困難や，対人での支援が得られにくい，子どもをのびの
びと遊ばせられないなど，親も子もストレスが高まり子ども虐待に至りかねない状況が続いている．虐待が疑
わしい場合は児童相談所または市区町村児童福祉部署に通告するが，子どもに及ぼす影響が大きいことから，
発見からの支援ではなく虐待に至ってしまうことを予防する必要がある．

ヒトは 2 足歩行で頭が大きいが体は未熟な子どもを産み，育児に手がかかりしかも大人になるのに時間がか
かる動物である．この手間暇がかかる子育てを群れで行ってきており，群れからはずれること，自分に関心を
持たれないことは，不安で大きいストレスとなる．子育てに問題がある親子を見つけ出そうとする（アセスメ
ントして支援対象者を把握しようとする）ことは，自分ができないことを指摘されたと受け止め，支援を拒否
し，みずから群れから外れようとして転居し，虐待がエスカレートしかねない．今，求められることは監視で
はなく，どんな親でも受け止め，どんなことでも相談していいというメッセージを送り，群れからはじき出さ
ないお節介型の支援である．

人間は日々生活しているが，体や心を十分知り尽くして生活しているわけではない．故にこの分野に専門的
知識を持つ医療職は信頼を得られやすいが，自分に向き合わずにカルテや作業だけに没頭していると不満を待
たれてしまう．医療職が親子に関心を持って接し，スタッフも治療の介助の傍ら日々の生活を尋ねねぎらうな
ど，アセスメントの視点ばかりでなく目の前にいる親子の日々の生活に思いを寄せ，子育てを自己責任にせず
群れとして負担を軽減する必要がある．子育ての問題を指摘され指導されても改善することが困難だからこそ，
虐待が起こっているのである．

母子保健事業では妊娠届出時の母子健康手帳交付，乳幼児健診や各種保健指導や家庭訪問等が行われている．
わが国が世界に誇るべきどこの市区町村でも行われている事業であるが，これらのサービスを利用しにくい・

子ども虐待予防の親支援 

公益社団法人母子保健推進会議

佐藤　拓代
•••••••••••••••••••••••••
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利用しない，サービスの切れ目にある親子の問題が厚生労働省の児童虐待死亡事例等の検証報告で明らかに
なっている．そこで，平成 28 年改正の母子保健法で母子保健施策が虐待予防に資することが明記され，妊娠
期からの切れ目のない子育て支援による虐待予防を目指して，子育て世代包括支援センター（以下，「センター」
とする．法律上は母子健康包括支援センター）設置が市区町村の努力義務となった．

センターは，主として妊産婦および乳幼児ならびにその保護者を対象として，地域の実情に合わせた，利用
者目線に立った母子保健と子育て支援が融合した支援を行うポピュレーションアプローチであり，システムで
もある．目指す切れ目のない支援とは，ある時期は疾病や障害の早期発見を目的とし，またある時期は仲間作
りや子育て支援を目的とするといったように事業実施者の理由によるサービスの姿勢ではなく，利用者側の
日々の生活や親子の育ちを，利用者を中心に考える姿勢である．これには，集団による親子への接し方ではな
い，支援者が名乗った個と個の支援を丁寧に行うことが必要である．

目の前の親子の日々の生活に思いを寄せ「この大変な子どもによくやっている親」という視点で関わると，
問題を隠すのではなく自ら相談してくれるようになったという声を聞く．人間が求めているのは個が埋没した
集団指導ではなく個に対する承認欲求なのであり，お互いに名前がわかっている小児歯科医療でのお節介な信
頼関係作りによる虐待予防を期待したい．
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60 周年記念大会企画講演

60th JSPD

1982 年 3月	 獨協高等学校卒業
1992 年 3月	 北里大学医学部医学科卒業
1992 年 5月	 獨協医科大学越谷病院小児外科教室入局
1994 年 5月	 同医局　臨床助手
1996 年 1月	 獨協医科大学越谷病院小児科教室臨床助手
1996 年 6月	 埼玉県立小児医療センター未熟児新生児科レジデント
1996 年 10月	 獨協医科大学越谷病院小児科教室臨床助手
1999 年 1月	 	アメリカテキサス州	テキサス州立大学サウスウウェスタン・メディカルセンター生

理学教室研究員	麻酔科学教室兼任
2002 年 1月	 春日部市立病院小児科医長
2006 年 4月	 埼玉医科大学小児科助手
2007 年 7月	 埼玉医科大学・大学院小児科大学院講師
2010 年 10月	 おかだこどもの森クリニック開院

学会活動等：日本小児呼吸器学会理事，薬事委員会委員長／日本子ども虐待医学会理事／第 7回日本
子ども虐待医学会学術集会大会長

平成から令和に元号も変わり，新たな時代の幕開けの象徴として東京五輪も控えた 2020 年 2 月．中国武
漢に起源を持つと考えられる新型コロナウイルス（のちに COVID-19 と命名）の世界的な流行が始まった．
小児科医の多くは，コロナウイルスは一般的な風邪の原因ウイルスであり世界中で約 8,000 人が感染し 775
人が死亡した SARS や，約 2,500 人が感染し 858 人が死亡した MERS のような地域的な流行はあるものの世
界的に大流行にはならないと予想していたと思われる．しかしこの予想は見事に外れ，抄録を書いている令和
3 年 11 月末で全世界の累積感染者数は 2 億 3,700 万人，累積死亡者数は 480 万人を超えている．この正真
正銘のパンデミックに対し，2020 年 2 月末に日本政府から学校の休校要請が出された．卒業式や入学式は行
われず，年度末と言うこともあり在校生に対しては宿題や課題なども出されない何もしなくてよい休みになっ
た．

一方，大人達も在宅勤務やテレワークという自宅での仕事が始まった．主婦も当初は，家事の分担をして貰
える，子ども達といつも一緒に居られるなどの期待もあっただろう．

しかし 4 月になり緊急事態宣言が発令され，緊張感も高まると同時に外出も極端に控えることで家族以外と
の接触が減り，制限はより厳しいものになった．多くの国では罰則を伴うような厳しい制限下でさらに長期間
に及ぶ外出制限や休校処置等が行われた．そのためストレスを抱え騒がしくなったこども達に，職場ではない
環境で仕事をするストレス，いつもは家に居ない同居者が常に居るストレスなど，家族各々が異なったストレ
スを抱えた慣れない環境下で生活することになった．世界各地で，他人との接触を含め社会と強制的に孤立さ
せられストレスを制御できなくなった家庭内での DV や虐待の増加が報告されるようになり，当然日本国内で

子ども虐待を含め，COVID-19 感染症が 
こども達や養育者に及ぼした影響

おかだこどもの森クリニック

岡田　邦之
•••••••••••••••••••••••••
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も同様の現象が起きると危惧された．しかし，児童相談所の虐待対応件数を観ると，各県により状況は多少異
なるが極端に増加したとは言い難い．私の住む埼玉県では，児童相談所における虐待対応件数例年右肩上がり
で増加していたが，令和元年度の 17,473 件が令和 2 年度では 16,902 件と初めて減少に転じていた．私自身，
児童相談所の嘱託医であり，埼玉県児童虐待ネットワーク事業のコアメンバーとして児童相談所や医療機関や
地元の市町村から虐待対応に関し相談される立場にあるが，虐待が増えた実感はない．しかし以前に比べ，保
育所，幼稚園，学校生活の時間が短縮し，外出を控えることから社会との接点が減少し虐待発見の機会が減っ
ていることは間違いなく，虐待が家庭に埋もれている可能性は否定できない．さらに，保健師や支援員などの
市町村職員は，コロナワクチン集団接種などの通常とは違った業務が増え，また感染対策のため家庭訪問も難
しい状況にある．他人の目が入りづらく，助けを求めることも難しい状況にあることは明らかで，この複雑な
環境下でどのような見守りをすべきか考える必要がある．

子ども虐待を中心に今回のコロナ禍での問題点を述べたが，改善された点もある．不登校だった子ども達が
安定し，学校に行かせようと必死だった両親もそのプレッシャーから解放されたため結果として家庭が安定し
た．発達障害児の居る家庭では，両親が在宅勤務等により子ども達と長時間過ごせるようになり子ども達の成
長がみられた．また祖父母が家に居る時間が増えて両親の手伝う余裕ができた家庭などの良い点もみられてい
る．

一般の小児科医からみた，COVID-19 感染症がこども達や養育者に及ぼした影響について解説する．
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60 周年記念大会企画講演

60th JSPD

1997 年	 東北大学歯学部卒業
2001 年	 東北大学大学院歯学研究科修了（歯学博士）
	 東北大学歯学部附属病院医員
2002 年	 東北大学大学院歯学研究科助手
2007 年	 鶴見大学歯学部小児歯科学講座助教
2011 ～ 2013 年	 米国コロンビア大学客員研究員
2020 年	 鶴見大学歯学部小児歯科学講座講師　現在に至る

資格：日本小児歯科学会専門医指導医／日本障害者歯科学会認定医

児童虐待件数は年々増加傾向にあります．厚生労働省から発表されたデータによると，児童相談所での虐待
相談対応件数は平成 2 年度では 1,101 件であったものが，令和 2 年度では 20 万 5,029 件（186 倍）となり，
統計開始以来30年連続で最多を更新しています．また，虐待相談の内容別件数をみると心理的虐待が最も多く，
身体的虐が次いで多くなっています．児童虐待相談対応件数が大幅に増加した自治体からの聞き取りによると，
心理的虐待が増加した要因は，児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力がある事案（面前 DV）に関
して，警察からの通告が増加したことが要因ではないか言われています．令和 2 年度においては，新型コロナ
ウイルスの感染拡大による外出自粛などで子どもを見守る機会の減少が懸念され，虐待のリスクが高まってい
ることから，引き続き地域の見守り体制の強化が望まれています．

私たち小児歯科医療従事者も，この虐待の増加に歯止めをかけるためにも，子どもの健全な成長・発達を支
援し，子どもの口腔内のみならず，全身状態，養育環境についても注視することが求められています．小児歯
科臨床は，子どもと接する時間が長く，また齲蝕は蓄積される疾患であるため，虐待やネグレクトの早期発見，
早期対応を可能にする重要な機会です．しかし，新型コロナウイルスの感染拡大が，歯科受診控えや，虐待が
疑われる子どもの保護者に歯科を受診させない理由を与える形となっているが懸念があります．

当科における被虐待児早期発見の取り組みの中で，子どもの齲蝕や家庭の経済状況が虐待（ネグレクト）リ
スクと関連する可能性が示唆されています．しかし，歯科診療で虐待，ネグレクトを疑う症例に遭遇しても，
歯科からの発見は生命の危険につながる緊急性のある症例は少なく，対応に苦慮することも少なくありません．
生命を脅かすほどの緊急性のある症例に遭遇した場合は，早急に児童相談所への通告および情報提供を行うの
が医療従事者としての責務ですが，児童相談所は，通報元を明かしたうえで対応を行わざるを得ないこともあ
るため，とくに開業医からの通告は，今後の通院の途絶えや歯科医師自身のプライバシーの問題からも，通告

被虐待児早期発見の取り組み 
―小児歯科から子どもたちを救おう―

鶴見大学歯学部小児歯科学講座

船山ひろみ
•••••••••••••••••••••••••
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および情報提供を差し控えてしまう可能性も懸念されます．私たち小児歯科領域で遭遇する，生命を脅かすほ
どの緊急性はないが，経過観察や支援が必要と思われる事例においては，幼稚園や保育園，学校はもとより，
各自治体にあるこども家庭支援課等と情報提供・情報共有を行うことで，行政からの支援につなげることも可
能です．われわれ小児歯科医も，子どもの健やかな成育環境作りを支援するため，未来を担う子ども達の成長
を支える一員として，多くの“目”で見守っていくことが肝要と思われます．

本講演では，当科における被虐待児早期発見の取り組みと横浜市における歯科からの発見を追加した虐待，
ネグレクトを疑う子どもの通報，情報提供，およびその後の支援への流れをご紹介いたします．



5月 20日（金）13：00～14：00　B会場
「ポストコロナにおける子どものお口ぽかんの今後を考える」

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
齊藤　一誠

 認定歯科衛生士 
認定更新必須研修セミナー 
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認定歯科衛生士 認定更新必須研修セミナー

60th JSPD

1999 年	 九州大学歯学部歯学科卒業
2003 年	 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	 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	 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	 米国 Baylor	College	of	Dentistry.	Visiting	Researcher
2010 年	 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	 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
2021 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

資格：日本小児歯科学会 専門医・専門医指導医／日本障害者歯科学会 認定医

2020 年 1月に国内で初めて新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の罹患が確認されて以降，感染拡
大は継続し，医療だけでなく日常生活や経済活動にも大きな影響を与えました．社会保険診療報酬支払基金な
どの過去のデータでは，医科と比較し，歯科は新型コロナウイルス感染症による影響は少なかったことが明ら
かになっています．おそらくかかりつけ歯科医におけるリコールシステムの定着，個々の感染管理対策や国民
の歯科受診への意識が少なからず影響したものと考えられます．
しかし一方で，学校閉鎖や運動制限，家庭内にて過ごす時間の増加など，子どもの日常生活においては多大
な影響があり，口腔の状況においても少なからず影響があるものと考えられます．お口ぽかん（口唇閉鎖不全）
は，口唇や顔面の表情筋の弛緩と過緊張，口呼吸，不自然な口唇形態などと関連します．また，口腔周囲軟組
織の形態・機能・位置はそれぞれ密接に関連しながら発達し，徐々に話し方や対人コミュニケーション能力を
向上させるために，子どものお口ぽかんの管理は重要となってきますが，コロナ感染対策の 1つであるマスク
着用により，子どもの口腔内の問題も一緒にマスクされてしまっているように思います．
われわれの研究グループは 2014 年に全国的な大規模疫学研究を行い，日本人の子どもの 30.7％がお口ぽ
かんを示し，お口ぽかんの有病率は年齢とともに増加していたことを明らかにしました．これらの調査結果つ
いて解説するとともに，新型コロナウイルス感染症への対策が継続する中，子どもの口腔に生じている問題に
ついて最新情報をお届けするとともに，お口ぽかんの対応法について述べさせていただきたいと思います．

ポストコロナにおける子どもの 
お口ぽかんの今後を考える

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

齊藤　一誠
•••••••••••••••••••••••••



 歯科衛生士委員会企画セミナー 

5 月 20 日（金）14：30～15：30　B 会場
「認定歯科衛生士への道Ⅴ」

あすなろ小児歯科医院（富山県富山市）
福井　真理

「小児歯科の歯科衛生士資格を取得してみませんか 
―ポイントと注意事項―」

瑞穂小児歯科診療所（愛知県名古屋市）
鬼頭　秀明
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歯科衛生士委員会企画セミナー

60th JSPD

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

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 problem」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

認定歯科衛生士への道Ⅴ 

あすなろ小児歯科医院（富山県富山市）

福井　真理
•••••••••••••••••••••••••
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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たちの健やかな成長と輝かしい未来のために学び，活躍して子どもたちと長く関
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．
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歯科衛生士委員会企画セミナー

60th JSPD

1995 年	 愛知学院大学歯学部卒業
1999 年	 愛知学院大学歯学部大学院修了
2002 年	 瑞穂小児歯科診療所勤務
2011 年	 瑞穂小児歯科診療所院長　現在に至る

学会活動等：名古屋臨床小児歯科研究会副会長／全国小児歯科開業医会理事／日本小児歯科学会中部
地方会役員／日本小児歯科学会歯科衛生士委員会委員／日本小児歯科学会専門医認定委員会委員

小児歯科医療は成長発育期の口腔管理全般を求められる重要な分野であり，年々高度化し広範囲となってき
ました．小児歯科医療の従事者として，これまで非常に重要な役割を果たしている歯科衛生士を対象として，
日本小児歯科学会では，2007 年より認定歯科衛生士制度をスタートしております．

認定歯科衛生士の資格取得は，特殊性の高い小児歯科専門分野において，高度な業務実践の知識・技能を有
すると認められた歯科衛生士の証となります．必然的に医療を受ける側からの信頼を得るだけでなく，自身の
仕事の質を高めることになり，その価値は高いと考えられ，既に多くの方が取得されています．

認定歯科衛生士委員会といたしましては，日ごろより小児歯科医療に懸命に努めている方々に，是非一人で
も多く，その資格を取得していただきたいと考えております．ただし小児歯科医療が高度化し続けている分，
問われる内容も以前より審査基準が高まっており，公的な責任もある以上，当然ではありますが安易に取得で
きるものではありません．

そこで今回は，認定審査を受けるに際してのポイントと注意事項について解説したいと思います．
また，申請者（歯科衛生士）による申請資料作成にあたっては，所属先の歯科医師（院長）による指導，サポー

トが必要となります．所属先の歯科医師の方もご聴講，ご確認いただければ幸いに存じます．

小児歯科の歯科衛生士資格を取得してみませんか 
―ポイントと注意事項―

瑞穂小児歯科診療所（愛知県名古屋市）

鬼頭　秀明
•••••••••••••••••••••••••



 ランチョンセミナー 

ランチョンセミナー 1　共催：株式会社モリタ
5 月 19 日（木）　12：00～12：50　B 会場

「子どもの口腔機能の経験値を上げよう！～私達が手に入れるアイテム～」
とき歯科

土岐　志麻
ランチョンセミナー 2　共催：株式会社松風

5 月 19 日（木）　12：00～12：50　C 会場
「～新しいう蝕予防法の提案“こども PMTC の実践”～ 

マルチイオン効果を応用したエナメル質のバイオアクティブ成熟化戦略」
九州大学大学院歯学研究科小児口腔歯学分野 

東北大学大学院歯学研究科小児発達歯科学分野
福本　　敏

ランチョンセミナー 3　共催：日本フィンランドむし歯予防研究会
5 月 20 日（金）　12：00～12：50　A 会場

「キシリトール再考」
日本歯科大学生命歯学部

福田　雅臣
ランチョンセミナー 4　共催：株式会社松風

5 月 20 日（金）　12：00～12：50　B 会場
「歯科衛生士が実践する齲蝕予防の Treat & Care 
～バイオアクティブ材料（Giomer）をどう使う？～

東北大学病院小児歯科
山田　亜矢

北海道医療大学病院歯科衛生部
梶　美奈子

四日市市歯科医療センター
松岡　陽子

ランチョンセミナー 5　共催：アレクシオンファーマ合同会社
5 月 20 日（金）　12：00～12：50　C 会場

テーマ：「HPP の診断・治療・管理において小児歯科の果たす役割の重要性」

「医科歯科連携の地域での取り組みの重要性～連携で見いだされた HPP 診断症例～」
産業医科大学小児科

荒木　俊介
「HPP の治療管理におけるチーム医療の重要性～歯科の役割の重要性～」

大阪大学大学院歯学研究科小児歯科学教室
仲野　和彦
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60th JSPD

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）
2000 年　青森市で開業（とき歯科）

学会活動等：全国小児歯科開業医会会長／日本小児歯科学会専門医指導医／日本小児歯科学会常務理
事／東北大学臨床教授／北海道医療大学非常勤講師／日本大学歯学部兼任講師／青森市教育委員会教
育委員／歯科医師臨床研修指導医

新型コロナウィルスの感染拡大から 2 年以上経過し，人びとの生活は大きく変わりました．マスクをしての
生活が当たり前の現在は，口を大きく動かす機会が減り，息苦しさからお口で息をしてしまう子もいるでしょ
う．会話しながらの食事はできないから，早く食べてみんなと話したいと考える子どもは，充分に咬まず丸飲
みしたり，かきこむように食べるでしょう．休校や自粛生活で家でのゲームの時間が増え，姿勢の悪さも目立
つようになり，多くの子が，うっすらと口が開いています（口唇閉鎖不全）．

平成 30 年に口腔機能発達不全症が発表された当時よりも，子ども達の口腔機能の問題はさらに悪化してい
ると想像できます．しかし，このような状況で，子ども達に，マスクの下でもお口を大きく開けて話しなさい，
もっとゆっくり咬んで食べなさい，ゲームをしてはいけません！とは言えません．子ども達もいろいろなこと
を我慢して生きています．

しかし，もちろん「仕方ないから放っておく」という選択肢は，私達にはありません．子ども達のために，
歯科医療関係者は支援の方法を検討しなければなりません．

そんな中，「うちの子の食べ方が気になる」「話し方が気になる」「いつもお口が開いてる」と保護者が子ど
もの口腔機能の問題に気付き始めました．さらに，保育士，学校関係者は口腔機能の発達不全は歯科医院で診
てもらえるということを知り始めました．私達がなんとかしなければと考えている間に，世間はどんどん私達
に要求し始めます．「なんとかして」と．

子ども達が自院に来院され，上記のような相談をされた際に，では，自費で…とは患者さんにとってハード
ルが高いでしょう．

まずは，お家でできる簡単なトレーニングを行ってみませんか？　当院ではポスカ F を用いた「ガムトレ」
を行うことによって，舌の位置の確認を行い，乳児型嚥下の残存への指導や，口唇のストレッチも行っていま

子どもの口腔機能の経験値を上げよう！ 
～私達が手に入れるアイテム～

とき歯科

土岐　志麻
•••••••••••••••••••••••••
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す．そして，最近では，奥歯で咬むことと前歯で咬むことの違いを指導しています．前歯で咬みきる食材はあっ
ても，前歯で何度も咬むという食材はありませんよね．咬む場所によって，脳の活性化する部位が違うことが
わかっています．咬み方のトレーニングだけではなく，咬む場所によって脳トレもできる時代が来ているのか
もしれません．

そして，咬むのに飲み込まないという経験もさせてあげましょう．子ども達には経験が必要です．最近は，
8 歳でもガムを咬んだことがないという子もいます．また，お口に入れたものは全て飲み込むものだと思って
いる子もいます．だからガムは怖くて食べることができないという子がいました．お口の中で咬んだものでも
飲みこまないものもあるという経験がないと，咬みきれないものを無理に飲み込み，窒息の原因にもなります．
普段の食材で経験できないことを是非，ガムを用いて経験してもらいましょう．

今回は，筋肉のバランスを考えた実際のトレーニングだけでなく，ポスカ F のその他の効果（再石灰化）に
ついてもご紹介したいと思います．
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60th JSPD

1994 年 3月	 長崎大学歯学部卒業
1994 年 4月	 長崎大学歯学部小児歯科学講座助手
1997 年 4月	 長崎大学大学院歯学研究科入学
1998 年 4月	 日本学術振興会特別研究員（DC1）
2000 年 3月	 長崎大学大学院歯学研究科博士課程修了
2000 年 4月	 長崎大学歯学部小児歯科学講座助手
2000 年 10月	 米国国立衛生研究所（NIDCR／NIH）客員研究員
2003 年 4月	 長崎大学歯学部付属病院小児歯科講師
2004 年 9月	 九州大学大学院歯学研究院助教授（小児口腔医学分野）
2007 年 11月～現在	 東北大学大学院歯学研究科教授（小児発達歯科学分野）
2019 年 4月～現在	 九州大学大学院歯学研究院教授（小児口腔医学分野）

平成 28 年度歯科疾患実態調査において，日本のう蝕は低年齢層で減少，中年齢層で横ばい，そして高年齢
層では逆に増加している状況が認められる．近年，フッ化物含有歯磨きペーストの普及や砂糖摂取制限を含む
食事指導による管理，そして定期的な予防処置等により，低年齢層のう蝕は減少傾向にある．しかし，中年齢
層のう蝕状況から，その予備軍とも言うべき低年齢層におけるう蝕予防の取り組みは現状の対応で十分だと言
えるのでしょうか？　答えは“No”であり，自立性や環境変化を伴う中年齢層のう蝕を低減するためには，
低年齢層の段階から更なるう蝕予防の取り組みが必要不可欠であることは明らかである．そこで今回，う蝕原
因の一つである歯質に着目し，歯の萌出直後から起こる歯の成熟化過程において S-PRG フィラーから徐放す
るマルチイオンを応用した高機能化エナメル質の形成（バイオアクティブ効果の付与）を目指した新しいう蝕
予防法“こども PMTC の実践”を提案する．

エナメル質は成熟化により高度に石灰化したリン酸カルシウムの結晶であることが知られている．しかし，
歯の発生から萌出までの形成過程においてマグネシウムイオンと炭酸イオンが歯質に含まれていることが知ら
れており，それらイオンの存在が萌出直後における歯質の耐酸性を低下させている．そして歯の萌出後，唾液
中のカルシウムイオンやリン酸イオンがそれらのイオンと置換することにより歯が成熟化するのであるが，個
人差等によりう蝕感受性の違いとして現れることも知られている．

現在，臨床で多用されている PMTC ペーストに含まれているフッ化物は歯質への浸透性に乏しく表層の
みで反応が進みフッ素化された耐酸性層を形成する．一方，S-PRG フィラーを含有したマルチイオン徐放性
PMTC ペーストの臨床応用はマルチイオン（フッ化物を含む 6 種類のイオン）の歯質浸透性に優れ，高機能
化した歯質を形成（バイオアクティブ効果の付与：スーパーティース）することが大きな特徴となる．近年，
多くの永久歯や乳歯において MIH や HSPM と呼ばれるエナメル質形成不全が観察されており，これらは子ど

～新しいう蝕予防法の提案“こども PMTC の実践”～ 
マルチイオン効果を応用したエナメル質のバイオアクティブ成熟化戦略

九州大学大学院歯学研究科小児口腔歯学分野／東北大学大学院歯学研究科小児発達歯科学分野

福本　　敏
•••••••••••••••••••••••••
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も達にとって重度のう蝕を引き起こす原因となるが，これらへの対応としても今回ご紹介する“こども PMTC
の実践”は臨床的に有効であるものと期待される．

さらに，われわれは小児歯科医療に用いる S-PRG フィラー含有のさまざまな製品群（歯面コーティング材，
シーラント，コンポジットレジン，歯磨材等）を用いてエナメル質を改質する試みも長期臨床経過を踏まえな
がら行っており，それらのアップデートした情報も紹介したい．
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キシリトールは，齲蝕の発生を抑える効果がある甘味料として知られています．齲蝕の発生を抑える効果が
ある甘味料の基本的要件として，“不溶性グルカン合成の基質にならないこと”，“口腔内細菌による酸産生の
基質にならないこと”の 2 項目が挙げられます．キシリトールをはじめとする糖アルコール類は，この 2 項
目の条件を有する糖質です．特に，キシリトールは良質な甘味とショ糖と同程度の甘味度を有することから，
食品，特にガムなどの菓子類に広く使用されていることは周知の事実です．

キシリトールの口腔保健効果を証明した研究は，今から 50 年前の 1972 年に Finland で実施された Turku 
Sugar Studies にさかのぼることになります．Turku Sugar Studies では，ショ糖含有食品（ショ糖群）とショ
糖をすべて果糖に代替した食品（果糖群），すべてキシリトールに代替した食品（キシリトール群）の 3 群の
2 年後の齲蝕発生状況を比較した研究と，通常の食事に加えて，食後にショ糖ガムを摂取する群，キシリトー
ル含有ガムを摂取する群での齲蝕発生状況を比較した 2 つの研究が行われました．その結果，前者の研究では，
キシリトール群は，ショ糖群に比べ 85％，果糖群に比べ 50％齲蝕発生が減少，後者の研究ではキシリトール
ガム摂取群はショ糖ガムに比べて齲蝕減少率が 85％であったと報告されました．そして 1970 年代後半以降，
北欧等では，キシリトール配合ガムなどの菓子類が販売され，生活環境の中にキシリトール含有食品が準備さ
れ，口腔保健活動にも広く応用されるようになりました．

わが国では 1997 年に食品添加物として認可され，多くのキシリトール配合食品（主に菓子類）の販売が開
始されました．キシリトール配合食品の中には，“特定保健用食品”の許可取得した製品（“歯の健康を守る”
という趣旨の表示）も見られるようになってきました．残念ながら，特定保健用食品は，あくまでも食品であ
ることから，表示に対する文言に制約があり，キシリトールの口腔保健効果として「むし歯予防」などの薬効
にあたる表示をすることはできません．しかしながら，歯科医師，歯科衛生士としてキシリトールの口腔保健

キシリトール再考 

日本歯科大学生命歯学部

福田　雅臣

1982 年　　　　　日本歯科大学歯学部卒業
1986 年　　　　　日本歯科大学大学院修了（衛生学専攻）
1991 ～ 1993 年　フィンランド	トゥルク大学歯学部客員研究員
2014 年　　　　　日本歯科大学生命歯学部衛生学講座教授

学会活動等：日本公衆衛生学会認定専門家／日本産業衛生学会学術委員会委員／日本口腔衛生学会専
門医

•••••••••••••••••••••••••
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効果を地域住民に伝えることは可能です．
キシリトールが食品添加物の認可を受けた当初，目新しさもあり，齲蝕予防効果のある甘味料として話題と

なりました．そして，多くの国民がその効果に関心を持つようになりました．しかし，四半世紀の時が経った
現在，消費者は，キシリトール配合製品をコンビニやスーパーなどでいつでも容易に購入することができ，「ガ
ムにキシリトールが入っているのが当たり前」という認識をもつ消費者が増えてきたと推察されます．その反
面，キシリトールの持つ口腔保健的効果への関心は薄れてきていることも否めません．そこで，本ランチョン
ンセミナーでは，キシリトールの口腔保健効果について，これまでの研究成果を踏まえてお話しさせていただ
き，キシリトールの口腔保健活動への活用法について再考していきたいと考えています．
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歯科衛生士が実践する齲蝕予防の Treat & Care 
～バイオアクティブ材料（Giomer）をどう使う？～

•••••••••••••••••••••••••

1995 年　長崎大学歯学部卒業
1997 年　長崎大学歯学部小児歯科学講座助手
2005 年　九州大学大学院歯学研究院小児口腔医学分野助教
2008 年　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　東北大学大学院歯学研究科小児発達歯科学分野准教授（～現在）
2020 年　東北大学病院小児歯科科長（病院特命教授）（～現在）

1987 年　東日本学園大学歯学部附属歯科衛生士専門学校卒業
　　　 　東日本学園大学歯学部附属病院
1999 年　佛教大学社会学部（通信教育学部）卒業
2003 年　北海道医療大学病院
2013 年　同　歯科衛生士長

1997 年	 名古屋歯科衛生士専門学校卒業
2011 ～ 2014 年	 ユマニテク医療福祉大学校歯科衛生学科　専任教員
2014 年	 四日市市歯科医療センター副センター長（～現在）
2018 ～ 2020 年	 東北大学大学院歯学研究科小児発達歯科学分野修士課程
2020 年	 東北大学大学院歯学研究科小児発達歯科学分野博士課程入学（～現在）

東北大学病院小児歯科

山田　亜矢

北海道医療大学病院歯科衛生部

梶　美奈子

四日市市歯科医療センター

松岡　陽子
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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が世界的に拡大し始めた 2020.3.15，アメリカのニューヨーク・
タイムズ紙が「新型コロナの感染リスクが最も高い職種は歯科衛生士と歯科医師である」という記事を掲載し
たことから，患者さんたちは歯科受診を控えるようになり，歯科医療従事者は肩身の狭い思いをしたかと思い
ます．当院も例外ではなくこの報道から 2 週間後，感染拡大予防のためとして外来診療が制限されました．し
かしながらその後，歯科医院での院内感染の発生についてほとんど聞かれることはありませんでした．

医療行為のスタイルを考えると職業的には感染リスクが高いと評価されるかもしれませんが，常日頃「感染
症」に対応している私達です．感染予防対策は新型コロナウイルス感染症拡大前から日常的に行っており，他
の職業の方々よりむしろ慣れたものです．口腔ケアが感染および重症化のリスクを下げるのに大事であること
も明らかになりました．もちろん，歯科医療従事者は自分自身の口腔ケアも怠らないでしょう（そう信じたい）．
つまり，歯科受診を控えることによって口腔内の環境や病気が悪化するリスクのほうが高く，きちんと定期的
に口腔ケアを行うことが重要であると認識してもらえる機会になったのではないでしょうか．

齲蝕予防はもちろんのこと，ウイルス感染症などの予防のための口腔ケアで大事なポイントの一つとなるの
が，歯面に細菌やウイルスが付着しにくくすることです．コロナ禍前のランチョンセミナーで，「予防・管理」
を長期的に維持していくためのスマートプリベンション（最先端の高機能型予防処置）というコンセプトに基
づき，各種 S-PRG フィラー含有のバイオアクティブ材料 Giomer 製品の臨床応用法をご紹介させていただき
ました．それから 2 年が経過し，Giomer 製品の中でも唯一の歯面トリートメントペーストである「PRG プ
ロケアジェル」に新たな改良が加えられ，全ての面で進化しました．そこで，今回のセミナーでは，PRG プ
ロケアジェルからの改良点の説明や小児歯科臨床における Giomer 製品の効果的な応用法，そして大学病院の
小児歯科と障害者を診察する歯科医療センターに勤務する二人の歯科衛生士さんから，臨床現場での PRG プ
ロケアジェル改良品であるバイオアクティブ歯面改質型ティースケアペーストを用いた実際の応用例などを紹
介してもらいながら使用するコツを説明していただく予定です．
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2001 年 3月　産業医科大学医学部医学科卒業
　　　　　 　産業医科大学小児科入局，産業医科大学病院研修医
2002 年 6月　北九州市立医療センター小児科研修医
2004 年 4月　産業医科大学医学部医学科大学院入学
2008 年 3月　同上　卒業
2012 年 4月　産業医科大学病院総合周産期母子医療センター助教
2014 年 4月　埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療センター新生児部門助教
2016 年 4月　産業医科大学病院NICU 室長
2018 年 4月　産業医科大学小児科講師

資格：日本小児科学会専門医・指導医・将来の小児科医を考える委員会委員／日本内分泌学会内分泌
代謝専門医（小児科）・指導医／日本周産期新生児医学会周産期専門医（新生児）・指導医

低ホスファターゼ症（HPP）は，アルカリホスファターゼ（ALP）をコードする ALPL 遺伝子の変異により，
ALP 活性が喪失または低下することで引き起こされる遺伝性の代謝性骨疾患である．HPP は発症時期と重症
度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 病型に分類される．TNSALP
は組織非特異的に発現するため，HPP の症状は骨の低石灰化，くる病様変化などのレントゲン検査にて明らか
となる骨所見のみならず，重篤な筋力低下，呼吸不全，ビタミン B6 依存性けいれん発作，高カルシウム血症，
多尿，低身長や体重増加不良，乳歯の早期脱落，骨痛などさまざまな症状・所見を呈する．生命に関わる重篤
な症状を呈する周産期型は診断が容易であるが，乳児型あるいは小児型では運動発達遅滞やけいれん発作また
は乳歯の早期脱落などが初発の症状となることもある．採血にて血清 ALP 値が低値を示すが，一般的に成人
標準値に基づいて異常値の注意喚起がなされていることから，小児期の患者の場合は特に年齢性別標準値に照
らし合わせた評価を行う注意が必要である．2021 年 4 月より，これまで用いられてきた JSCC 法から国際統
一基準の IFCC 法に表示が変更になったことも，「ALP 低値」に気づく事を一層難しくさせていることが考え
られる．

これまで HPP は根本的治療法がないことや，患者数が大変少ないなどから疾患認知が低く，診断に至るケー
スは少なかった．しかし日本において 2015 年より酵素補充療法が可能となったことで疾患認知が高まり，診
断に至るケースが増大した．中でも発見の契機として，歯科においてHPPの特徴的な歯科症状（乳歯の早期脱落，
歯根部を残して脱落）に気づかれ，小児科に紹介され診断に至るケースが多い．歯科症状で発見される場合で
あっても歯限局型 HPP であるということではなく，歯以外の全身症状を有する場合や，その後小児型へ進行
する場合もあり，進行性の疾患管理という観点からも，乳幼児期という早期診断は診断意義が大変高いといえ
る．またこの診断を契機とした積極的な医科歯科連携はその後の長期に及ぶ治療・管理という診療環境構築に

医科歯科連携の地域での取り組みの重要性 
～連携で見いだされた HPP 診断症例～

産業医科大学小児科

荒木　俊介
•••••••••••••••••••••••••
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は欠かせない．
現在，本邦において日本小児内分泌学会より『低ホスファターゼ症診療ガイドライン』，また『HPP モニタ

リングガイダンス日本版』が公表され，診断・治療・管理の標準化が図られることとなった．その中において
長期管理，チーム医療の重要性が示され，その重要な役割を担う専門診療科として「小児歯科」が位置づけら
れている．小児歯科の歯科的見地からの HPP の治療・管理ならびに小児科への適切なフィードバックが総合
的な管理の向上に繋がっている．HPP の酵素補充療法ならびにモニタリングの長期的エビデンスは未だ限られ
ており，関連する専門診療科において，症例数の限られた個別の症例を丁寧に評価し，診療科を超えて共有す
ることが重要である．

今回，早期診断・診療環境として北九州市における乳幼児歯科健診導入の状況，医科歯科連携により診断に
至った実際の症例，また臨床試験における HPP のベースライン評価，酵素補充療法の臨床効果や有害事象に
ついて紹介する．
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低ホスファターゼ症（Hypophosphatasia；HPP）は，遺伝性の骨系統疾患の 1 つであり，骨の形成に関
与するアルカリホスファターゼの活性が低下することで発症する．主症状としては，「骨の石灰化障害」と「乳
歯の早期脱落」が挙げられており，歯の脱落はセメント質形成不全に起因すると考えられている．発症時期に
より，周産期型（重症型・良性型），乳児型，小児型，成人型に分類され，歯にしか症状が現れないものは「歯
限局型」と称されている．

わが国における HPP 重症型の発生頻度は 10～15 万出生あたり 1 人と報告されており，医科領域でのアプ
ローチによって全身状態が落ち着いてから，歯のフォローのために小児歯科専門医へと紹介される症例がほと
んどである．一方で，歯限局型のような軽症型の頻度は不明であり，歯の動揺や脱落などの症状から，歯科医
師が疑いを持つことで小児科医に紹介し診断に至ることが多い．確認されている事例として，低身長などの全
身症状が出現していても HPP 未診断の乳幼児において，歯科医師の気づきによって HPP 診断に至る症例が増
加している．

小児期における歯周炎の発症頻度は極めて低く，遭遇した際には背景に潜む全身疾患を疑う必要がある．歯
周炎に関連する全身疾患の多くは，医科領域で診断されてから，歯科治療や口腔管理のため歯科領域へ紹介さ
れる．一方で，上述のような全身症状が顕著でない HPP 患者に関しては，歯科医師の気づきで医科領域に紹
介して診断に至る症例が多い．最近になって，HPP 診断当初は歯限局型とされていても，成長とともに全身症
状が出現する症例の報告があり，歯科領域における気づきが重要視されている．

HPP における歯周炎は，歯周組織が脆弱なことによって生じるいわゆる「非炎症性歯周病変」であり，基本
的には歯肉の発赤や腫脹を伴わない．一方で，深い歯周ポケット部にプラークが蓄積することで，二次的に歯

HPP の治療管理におけるチーム医療の重要性 
～歯科の役割の重要性～

大阪大学大学院歯学研究科小児歯科学教室

仲野　和彦

1996 年 3月	 大阪大学歯学部卒業
1996 年 4月	 大阪大学歯学部研究生
1996 年 6月	 大阪大学歯学部附属病院研修医（小児歯科）
1997 年 4月	 大阪大学歯学部附属病院医員（小児歯科）
2002 年 11月	 大阪大学博士（歯学）
2003 年 12月	 大阪大学歯学部附属病院小児歯科助手
2007 年 5月	 大阪大学歯学部附属病院小児歯科講師
2011 年 10月	 大阪大学大学院歯学研究科小児歯科学教室准教授
2014 年 8月	 大阪大学大学院歯学研究科小児歯科学教室教授（～現在）
2018 年 4月	 	大阪大学大学院歯学研究科副研究科長（～現在）	

大阪大学歯学部副学部長（～現在）

学会活動等：日本小児歯科学会常務理事／日本小児歯科学会近畿地方会会長／日本小児歯科学会専門
医指導医

•••••••••••••••••••••••••
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肉炎や歯周炎の症状を呈する症例も存在している．そこで，徹底した口腔衛生指導を行うとともに，必要に応
じて機械的歯面清掃や歯石除去処置などを行うことで，歯周組織が脆弱な歯を可及的に長く保存できるように
配慮することが重要である．歯が脱落した症例では，機能面や審美面での改善につなげるために，可及的早期
に義歯の装着を行うことが望ましいと考えている．

わが国は，2015 年に世界に先駆けて酵素補充療法が承認されたことで，HPP の臨床や研究のあらゆる面に
おいてフロントランナーである．最近になって，これまでに知られていなかったさまざまな知見が明らかになっ
てきた．その 1 つが，周産期重症型とそれ以外の病型では異なる歯科症状を呈するということである．酵素補
充療法によって命がつながれた症例が分析できるようになると，このような周産期重症型の症例では「歯や顎
骨自体の形成不全」を呈しており，いわゆる「乳歯の早期脱落」という所見がそれ以外の病型の特徴であると
いうことが明らかになった．また，HPP は常染色体潜性遺伝の形式であるとされてきたが，周産期重症型以外
の病型では常染色体顕性遺伝の形式をとるということも示されてきている．このことから HPP の発症頻度は
周産期重症型以外を考慮するとかなり高いことが推測されるようになっている．

本講演では，HPP に関する基礎知識と最新情報に加え，治療管理におけるチーム医療の重要性について具体
的にお示しするとともに，小児歯科医の立場から歯科の役割の重要性についてお話していきたい．
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4歳時の上顎前方歯列と 8歳時の同歯列のマルコフ連鎖モンテカルロ
共分散構造分析による因果関係の解析

Structural equation modeling and the analysis of causal relationship of the upper anterior dentition 

between 4 years old and 8 years old using the Markoff chain Monte Carlo

○木舩敏郎 1），木舩　崇 2），山座治義 3），福本　敏 3, 4）

Toshiro Kifune1）, Takashi Kifune2）, Haruyoshi Yamaza3）, Satoshi Fukumoto3, 4）

（1）きふね小児歯科（大分市），2）九大病院・小児歯，3）九大・院・小児歯，
4）東北大・院・小児歯）

1）Kifune Pediatric Dental Office, 2）Kyushu Hosp. Ped. Dent., 3）Kyushu Univ. Dept. Ped. Dent.,

 4）Tohoku Univ. Dept. Ped. Dent.

【目的】
　乳歯列期からの永久歯列予測は有用性が高い．
共分散構造分析（SEM）では，直接観察出来な
い潜在因子を仮定し因果関係を図示できる．サン
プルサイズが小さくてもベイズ推計マルコフ連鎖
モ ン テ カ ル ロ（Markoff chain Monte Carlo：
MCMC）使用 SEMが使用できる．経年資料を使
い，4歳時の上顎前方歯列と 8歳時の同歯列の因
果関係を解析した．
【対象と方法】
　 1， 2 が萌出した平均年齢 8歳のトモシンセ
シスパノラマエックス線画像（TPX）のある小児
30名（男女各々 15名）を基準に，その 2年前と
4年前の TPXの 4年間の経年変化を調査した．
TPX画像に Z座標は表示されないが，2点間の
3D距離（mm）を計測すると各点の XY座標が
pixelで表示され，これらから XYZ座標を mmで
求める方法を独自に考案した．TPX画像上に
ABC， 123 上の各計測点を設定し，撮影時位置
付けの補正（X， Y， Z軸の回転）と拡大率を修正
した後，新たな基準平面を設定し経年比較を可能
にした．XYZ座標から歯の立体的な傾斜や回転，
歯冠幅径，歯列幅径，歯列長径，歯列周長を
Excelで計算した．統計処理には SPSS-Amosを
使い共分散構造分析で最適な解を求めた．Excel

統計の重回帰分析から 4歳時からの 8歳時上顎前
歯部歯列周長，空隙分析の予測式を作成した．日
本小児歯科学会倫理審査許可番号 19-6．
【結果】
　試行錯誤から「乳歯列成長因子」「前期混合歯
列成長因子」の潜在因子を仮定した．観測因子に
12歯冠幅径（4歳時），男女（男 0，女 1）， C

部歯列幅径（4歳，8歳），左前歯歯列周長（4歳，
8歳）を選び MCMC法により図 1の因果関係を

示すパス図を作成した．→の向きが因果関係で数
字は標準化係数（1が最大），↔は相関関係と相
関係数を示す．8歳の上顎前歯歯列周長と空隙分
析値を予測する重回帰式の重相関係数はそれぞれ
0.79，0.80．

【考察】
　上顎の 4歳の乳前歯歯列周長と 8歳の前歯歯列
周長はそれぞれ乳歯列成長因子と前期混合歯列成
長因子から 9割近くが説明された． 12 幅径は乳
歯列にやや大きな影響を，男女は混合歯列にやや
大きな影響を与えていた．8歳時の前歯部歯列周
長と空隙分析値は，4歳時の歯列と萌出前永久前
歯から予測可能なことが示唆された．

〈図 1〉 左上歯列（4歳）と同歯列（8歳）の因果
関係
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低位舌と上顎歯列形態ならびに鼻腔通気状態との関連―流体力学的研究―
Association between low tongue posture, maxillary dentition form, and nasal airway 

ventilation condition　―A computational fluid dynamics study―

○前尾　慶 1），北村尚正 1），幸平若奈 1），石井　瞳 2），嘉ノ海龍三 2），岩﨑智憲 1）

Kei Maeo1）, Takamasa Kitamura1）, Wakana Kohira1）, Hitomi Ishii2）, 

Ryuzo Kanomi2）, Tomonori Iwasaki1）

 

（1）徳大・院・小児歯，2）カノミ矯正歯科クリニック（姫路市））
1）Tokushima Univ. Dept. Pediatric Dent., 2）Kanomi Orthodontic Clinic

【目的】
　低位舌は口腔機能発達不全症だけでなく，口呼
吸や小児睡眠時無呼吸との関わりも示唆されてい
る．さらに鼻腔通気障害や上顎歯列狭窄との関連
も指摘されていいるものの，その関係は明らかに
されていない．そこで，本研究は CBCTを用い
て低位舌と上顎歯列幅径，さらに鼻腔通気状態を
評価し，その関係を明らかにすることを目的に
行った．本研究は徳島大学病院医学系研究倫理審
査委員会（承認番号 4018）にて承認済みであり，
開示すべき COIはない．
【対象と方法 】
　対象は歯列咬合治療の精査のため CBCT撮影
した，低位舌を認める小児 28名と認めない小児
34名の合計 62名（平均年齢 8.8歳）である（図 1）．
　CBCTデータから 3次元画像構築し，①低位舌
の評価として口蓋と舌背間の口腔内気道体積を計
測，②上顎歯列幅径として第一大臼歯間幅径を計
測，③鼻腔通気状態として鼻腔 3次元モデルを構
築し，流体解析にて得られた鼻腔圧力を算出した

（図 2）．
　統計処理は 2群間の比較に関しては t-testなら
びに Mann-Whitney 検定を用い，計測項目間の
関連については Pearsonならびに Spearmanの相
関係数を用いて評価し，有意水準は P＜0.05とした．
【結果】
　低位舌群は正常群に比べ，上顎歯列幅径が有意
に狭く，鼻腔圧力が有意に大きかった（表）．
　さらに，低位舌の程度を示す口腔内気道体積と
上顎歯列幅径が有意な負の相関を示し，鼻腔圧力
は有意な正の相関を示した．また上顎歯列幅径と
鼻腔圧力は有意な負の相関を示した（図 3）．

【考察および結論】
　本研究から低位舌を認める場合，上顎歯列が狭
窄し，鼻腔圧力が大きかったことから，低位舌と
上顎歯列狭窄，そして鼻腔通気障害は密接に関
わっていることを明らかにすることができた．そ
のため，小児期の適切な顎顔面歯列咬合形態の成
長発達には，低位舌や鼻腔通気障害との関連が指
摘されている口呼吸の改善の重要性が確認でき
た．今後は今回示された低位舌，上顎歯列狭窄，
鼻腔通気障害についての因果関係を明らかにする
予定である．

〈表〉低位舌群と正常群の口腔内気道体積，
上顎歯列幅径，鼻腔圧力の比較

〈図 3〉 低位舌，上顎歯列狭窄，鼻腔通気障害の関連

〈図 2〉 口腔内気道体積と上顎歯列幅径（上段）
の計測と鼻腔通気状態の評価（下段）A：
鼻腔抽出範囲，B：鼻腔モデルの流体解
析，C：鼻腔圧力の算出

〈図 1〉 本研究の対象者，A：低位舌児，B；正常児
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晩期残存乳歯の生存率に関する研究
Study on longevity of retained deciduous teeth

○木下莉沙子，田上直美，西口美由季，日高　聖，近藤好夫，西俣はるか，
伊藤李香，白倉佳奈，藤原　卓

Risako Kinoshita, Naomi Tanoue, Miyuki Nishiguchi, Kiyoshi Hidaka, Yoshio Kondo,

Haruka Nishimata, Momoko Ito, Kana Shirakura, Taku Fujiwara

（長大院・医歯薬・小児歯）
Nagasaki Univ. Dept. Pediatric Dent.

【目的】
　乳歯の晩期残存は様々な理由で起こりうるが，
晩期残存乳歯の生存に関連する因子について調べ
た報告は少ない．本研究では，晩期残存乳歯に対
する適切な治療法の確立を目的に，晩期残存乳歯
の生存に関連する因子を検討したので報告する．
【対象と方法】
　2014年から 2018年までに長崎大学病院でパノ
ラマエックス線画像を撮影した初診時 7歳以上の
患者 17,980名から短期受診患者，無歯顎患者を
除外した 13,516名を対象とした .

　永久歯の萌出時期になっても脱落せず存在する
乳歯を晩期残存とみなし，パノラマエックス線画
像を元に晩期残存乳歯の有無，存在した場合はそ
の状態について評価した．評価は小児歯科医 7名
にて行った．さらに電子カルテより，患者情報と
して性別と全身疾患の有無の 2項目を，歯牙情報
として歯列，残存乳歯，後継永久歯に関する 16

項目を収集した．残存乳歯の抜歯・脱落をイベン
トとし，各乳歯に対する後継永久歯の平均萌出時
期 1）からイベントまでの期間を生存期間と定義
した．イベントがない残存乳歯については最終来
院日をもって打ち切りとした．
　多重共線性評価のための Fisherの正確確立検
定等により 13項目を説明変数として選択し，ラ
ンダム効果を患者番号とした共有フレイルティモ
デルによる生存分析を実施した（a＝0.05）．本研
究は長崎大学病院臨床研究倫理委員会の承認を得
て行った（許可番号 21062118）．
【結果】
　晩期残存乳歯を有した患者は 178名（1.32％，
男性 71名，女性 107名），晩期残存した乳歯は
420歯であった．初診時から 2021年 12月までの
観察期間において 165歯にイベントが発生した．
全晩期残存乳歯の 20年生存率は 42.93％であっ
た．生存分析の結果，残存総歯数，後継永久歯の

有無で関連が認められ（p＜0.001），残存総歯数
が少ない場合と後継永久歯がある場合において高
いハザード比が示された．

【考察】
　本研究は後ろ向きコホート研究であり，評価で
きなかった口腔清掃状態や咬合状態なども生存率
に影響を与えた可能性がある．しかしながら，残
存歯数が多ければ生存率が上がった原因として
は，咬合圧が分散されたという物理的な問題のみ
ならず，口腔環境の適切な管理によって多くの歯
牙が残存できたためとも理解できる．また，後継
永久歯がない場合に乳歯が長期生存したことは，
日常臨床での経験則と合致する．晩期残存乳歯
は，特に後継永久歯が存在しない場合に可及的に
保存される傾向にあり，生存率に関連する項目の
特定は，適切な治療計画の一助となると思われ
る．
【文献】

 1）日本小児歯科学会：日本人小児における乳
歯・永久歯の萌出時期に関する調査研究Ⅱ―
その 2.永久歯について―，小児歯誌，57：
363-373，2019.

〈図〉全晩期残存乳歯の Kaplan-Meier生存曲線
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幼児の口腔機能発達不全症の現状
―咀嚼筋活動に関する検討－

Current status of predictors of developmental insufficiency of oral function in children

―Examination of masticatory muscle activity―

○池田理沙 1），内海明美 2），石﨑晶子 2），大田千央 1），山口知子 2, 3），権　暁成 2, 4），石川健太郎 2），
高橋摩理 2），弘中祥司 2），船津敬弘 1）

Risa Ikeda1）, Akemi Utsumi2）, Akiko Ishizaki2）, Chihiro Ota1）, Satoko Yamaguchi2, 3）, 

Hyosong Kwon2, 4）, Kentaro Ishikawa2）, Mari Takahashi2）, Shouji Hironaka2）, Takahiro Funatsu1）

（1）昭和大・歯・小児歯，2）昭和大・歯・口腔衛生 ,

 3）神歯大・歯・小児歯，4）K Dental Clinic（葛飾区））
1）Showa Univ. Dept. Pediatric Dent., 2）Showa Univ. Div. Hygiene and Oral Health, 

3）Kanagawa Dental Univ. Dept. of Pediatric Dent., 4）K Dental Clinic

【目的】
　幼児の口腔機能発達不全症の診断には舌圧測定
と保護者への食行動の聞き取りが有用である結果
を Otaら 1）は報告した．本研究では，口腔機能
発達不全症児の咀嚼運動の特徴を明らかにするこ
とを目的に咀嚼筋活動の違いについて検討を行っ
た．
【対象と方法】
　都内某区立保育園に通う 96名のうち，5歳児
以上かつガム咀嚼を行うことに同意を得た 42名
（男児 17名，女児 25名）とした．保護者への聞
き取り，口腔診査等での調査結果をもとに，口腔
機能発達不全症の診断基準 2）により，口腔機能
発達不全症（以下，発達不全群）16名と非該当
（以下，非該当群）26名に分類した．
　被験児の両側咬筋浅部相当部位の皮膚面に，
コードレス筋電計（MQ-Air2,キッセイコムテッ
ク（株））を筋束の方向に沿って，電極間距離約
15 mmの位置に装着し，咀嚼筋活動記録を行っ
た．測定時の姿勢は，足底が床面に接地した垂直
座位とした．被験食品は，キシリトール咀嚼
チェックガム 1/3量（ロッテ社）を用いた．椅座
位にて咀嚼チェックガムを 60回自由咀嚼させ，
吐出するまでの咬筋筋活動を記録した．データ解
析は BIMUTAS-Video（キッセイコムテック（株））
にて，筋電図原波形を平滑化波形にし，60回咀
嚼の平均筋活動量と平均咀嚼周期を波形と記録動
画から分析した．本研究では咀嚼周期を波形の開
始から終了までの筋放電の持続時間と定義した．
得られたデータの統計学的有意差の検定は JMP・

16を使用し，t検定にて比較検討した．本研究は，
昭和大学における人を対象とする研究等に関する
倫理委員会の承認を経て実施した（2018-007）．
【結果】
　筋電図解析から非該当群の 60回咀嚼の平均筋
活動量が 6.8±0.5 mV/secであるのに対し，発達
不全群は筋活動量が 4.9±0.7 mV/secで筋活動量
が有意に少なかった（p＝0.032）．非該当群の平
均咀嚼間隔が 0.31±0.01 msecであるのに対し，
発達不全群では 0.36±0.02 msecで，有意な差は
なかったが，咀嚼時間は長い傾向にあった（p＝ 

0.062）．
【考察および結論】
　発達不全症群では咬筋筋活動量が少なく，咀嚼
間隔が長い傾向がみられた．つまり，咀嚼筋活動
が弱く，1サイクルの咀嚼後，再び次の咀嚼運動
を始めるまでにタイムラグが生じており，結果
「嚙めない」「咀嚼に時間がかかる」といった現症
が生じている可能性が示唆された．今後，筋電図
の分析区間等を検討し，口腔機能発達不全症児に
おける咀嚼筋活動の特徴を明確にしていく予定で
ある．
【文献】

 1）Ota C et al.：Predictors of Developmental In-

sufficiency of Oral Function in children, Ped 

Dent J, https://doi.org/10.1016/j.pdj.2021.12. 

002 （2022.01.11.アクセス）
 2）日本歯科学：https://www.jads.jp/basic/pdf/ 

document-200722-3.pdf（2022.01.07.アクセ
ス）
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幼年期から老年期までの男女における口腔機能の加齢による変化
Age-related changes in oral function among men and women from childhood to old age

○藤田優子，竹島朋宏，大野陽真，大野慧太郎，牧　憲司
Yuko Fujita, Tomohiro Takeshima, Yoma Ohno, Keitaro Ohno, Kenshi Maki 

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

【目的】
　近年，口腔機能に関する研究は増加傾向にあ
り，われわれも過去に口腔機能が咬合力，舌圧，
咀嚼，嚥下などさまざまな機能の統合の上に成り
立ち，年齢などその他多くの因子と関連があるこ
とを明らかにしている．口腔機能は，一般的に成
長とともに増加し，ピークを迎えたあと経年的に
低下していくと考えられているが，すべての機能
がこのような曲線を描くかどうかについてはあま
り知られていない．
　そこで本研究では，咀嚼機能を含む口腔機能を
幼年期から老年期にかけて客観的に評価し，その
推移を明らかにすることにした．
【対象と方法】
　本研究は，九州歯科大学研究倫理委員会の承認
を得て行った（18-37）．排泄，入浴，歩行，食事
などの日常生活動作が自立し，日本語が理解可能
で協力的な 5歳以上 80歳未満の男女合計 248名
を対象とした．評価項目は，①握力，②最大咬合
圧，③咀嚼能力，④嚥下閾値とした．咀嚼能力
は，グルコラム®（株式会社ジーシー，東京，日
本）を 20秒間咀嚼させ，溶出されたグルコース
濃度で評価した．嚥下閾値検査もグルコラム®を
使用し，初回嚥下までの咀嚼回数と時間，および
グルコース濃度で評価した．参加者を年代別に，
5-9歳，10-19歳，20-29歳，30-39歳，40-49歳，
50-59歳，60-69歳，70-79歳の 8群，さらに各
群を男女に分け，年代間および男女間で平均値の
比較を行った．
【結果】
　握力はすべての年代で男女に有意差がみられ
（p＜0.05），男性は 30代，女性は 20代でピーク
を迎えた．最大咬合圧の加齢による変化の様式は
握力に類似していたが，男性は 50代，女性は 20

代で低下し始め（図 1上段），散布図上で低下の
レベルが 2極化していた点が握力と異なってい
た．
　咀嚼能力はすべての年代で男女に有意差はみら

れず，男女とも 20代でピークに達したあとゆる
やかな下降がみられた（図 1下段）．
　初回嚥下までのグルコース濃度は，咀嚼能力よ
りもピークが遅く，男性は 30代，女性は 40代
で，以降は低下傾向を示した．初回嚥下までの咀
嚼回数と咀嚼時間は，男女とも 5-9歳から 20代
にかけて低下傾向を示し，以降は加齢とともにわ
ずかな増減を繰り返した．他の機能と異なり変動
に規則性はみられなかった．

【考察】
　最大咬合圧の分布が老年期に 2極化した理由と
して，大臼歯の有無が影響していることが考えら
れる．咀嚼機能は，基本的に成長期に獲得され，
ピーク時期を過ぎた後，低下の一途をたどること
が明らかとなった．嚥下までの咀嚼回数と咀嚼時
間は例外で，嚥下閾値の向上または低下防止のた
め比較的早い時期から備わっている機能である可
能性が示唆された．

〈図 1〉 最大咬合圧（上段）と咀嚼能力（下段）
の推移
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幼児の口腔機能発達不全症の現状
―超音波診断装置を用いた咬筋の評価―

Current status of predictors of developmental insufficiency of oral function in children

―Examination of masseter muscle by ultrasonography―

○権　暁成 1, 2），石川健太郎 1），内海明美 1），石﨑晶子 1），大田千央 3），池田理沙 3），
山口知子 1, 4），高橋摩理 1），船津敬弘 3），弘中祥司 1）

Hyosong Kwon1, 2）, Kentaro Ishikawa1）, Akemi Utsumi1）, Akiko Ishizaki1）, Chihiro Ota3）, Risa Ikeda3）, 

Satoko Yamaguchi1, 4）, Mari Takahashi1）, Takahiro Funatsu3）, Shouji Hironaka1）

（1）昭和大・歯・口腔衛生，2）K Dental Clinic（葛飾区），
3）昭和大・歯・小児歯，4）神歯大・歯・小児歯）

1）Showa Univ. Dev. Hygiene and Oral Health, 2）K Dental Clinic, 
3）Showa Univ. Dept. Pediatric Dent., 4）Kanagawa Dental Univ. Dept. of Pediatric Dent.

【目的】
　われわれは幼児の口腔機能発達不全症の診断に
あたり，舌圧測定と保護者への食行動の聞き取り
が有用である可能性について報告した 1）．本研究
では口腔機能発達不全症児の咀嚼運動を解明する
ことを目的に超音波診断装置を用いた咬筋の量的
質的評価を行った．
【対象と方法】
　対象は，都内某区立保育園に通い研究への参加
に保護者より同意の得られた 72名（男児 31名，
女児 41名）である聞き取り，口腔診査等の結果
をもとに，口腔機能発達不全症の診断基準 2）に
より口腔機能発達不全症（以下，発達不全群）28

名と非該当（以下，非該当群）44名に分類した．
咀嚼機能の評価として咬合力測定と超音波診断装
置を用いた咬筋の評価を行った．超音波診断装置
を使用し，プローブはフランクフルト平面に平行
で，頰骨弓と下顎下縁の中点を通る位置に設定し
た．測定ソフト上にて咬筋の厚さを測定するとと
もに，得られた画像を画像編集ソフト上にて 8 

bit gray-scale（黒：0～白：255）のヒストグラ
ム分析を行い，筋輝度を算出した．咬合力は
Dental prescaleⅡを使用した．測定時の姿勢は，
背筋を伸ばした椅座位とし，大腿部と足底が床と
平行になるように椅子の高さを調節した．統計学
的解析には，エクセル統計を用いた．本研究は，
昭和大学における人を対象とする研究等に関する
倫理委員会の承認を経て実施した（2018-007）．
【結果】
　対象者の平均月齢は，発達不全群 64.6か月，

非該当群 63.0か月であった．男女比（男：女）
は，発達不全群 14：14，非該当群 17：27であり，
月齢，男女比ともに両群に差は認めなかった．咬
筋の厚さでは，発達不全群 10.5 mm，非該当群
10.9 mmであり，両群に有意な差は認めなかっ
た．筋輝度では，発達不全群 117.1，非該当群
116.2であり，両群に有意な差は認めなかった．
【考察および結論】
　近年，超音波診断装置を用いた筋輝度評価は筋
に質的評価として用いられいる．その数値は筋組
織の状態を反映しており，輝度の高い筋では組織
の線維化・脂肪化が進んでいるとされる．本研究
より，基礎疾患を有していない健常発達の児にお
いて，咬筋の量的質的評価に差がないことが明ら
かとなった．口腔機能発達不全症児の咀嚼機能不
全の解明には咀嚼筋の筋活動など機能的な評価が
有用である可能性が示唆された．
【文献】

 1）Ota C et al.：Predictors of Developmental In-

sufficiency of Oral Function in children, Ped 

Dent J, https://doi.org/10.1016/j.pdj.2021. 

12.002 （2022.01.11.アクセス）
 2）日本歯科医学会：口腔機能発達不全症に関す
る基本的な考え方．https : / /www. jads . jp / 

basic/pdf/document-200722-3.pdf （2022. 

01.07.アクセス）
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小児の閉塞性睡眠時無呼吸に対する
小児歯科医と小児呼吸器科医との医科歯科連携

Medical and dental cooperation between pediatric dentists and pediatric pulmonologists for 

obstructive sleep apnea in children

○杉山　剛 1），長谷川裕介 2），小川智加 2）

Takeshi Sugiyama1）, Yusuke Hasegawa2）, Tomoka Ogawa2）

（1）一宮西病院・小児科（一宮市），2）一宮西病院・地域連携室（一宮市））
1）Ichinomiya-nishi Hospital, Dept. Pediatrics, 

2）Ichinomiya-nishi Hospital, Regional Medical Liaison Office

【目的】
　小児の閉塞性睡眠時無呼吸（OSA）診療におけ
る当科と東海地区の歯科医療施設との医科歯科連
携の現状を明らかにし，その成果，今後の課題つ
いて明らかにする．
【対象と方法】
　2021年 1月から 2021年 12月までの 1年間に，
OSAおよびその類縁病態（アデノイド増殖・口
蓋扁桃肥大，アレルギー性鼻炎をはじめとする鼻
閉等）の存在を疑われ，精査加療目的に当科を紹
介された 15歳以下の小児例を対象とした．上記
対象者に対し，当科で行われた検査の内容につい
て電子診療録の情報をもとに後方視的に検討し
た．また，対象期間に当科に患者紹介歴を有する
歯科医療施設に対し，医科歯科連携に関するアン
ケート調査を実施し，有用な点や問題点について
検討した．
【結果】
　対象は 47例，男女比 29：18，年齢中央値 7歳
であった．紹介を受けた歯科医療施設は計 10施
設，各施設からの 1年間の紹介患者数は 10例以
上が 2施設，5－9例が 2施設，1－4例が 6施設
であった．紹介施設の所在地は愛知県が 6施設，
三重県 2施設，岐阜県 2施設であった．紹介目的
となった主訴（複数回答）は OSA，睡眠障害の
疑いが 28例，アデノイド増殖，口蓋扁桃肥大が
18例，鼻閉，アレルギー性鼻炎の疑いが 17例で
あった．当科で行われた医科的検査は CTによる
画像診断が 42例（89.4％），鼻腔通気度検査 43

例（91.5％），血液検査によるアレルゲン特定検
査が 41例（87.2％），ポリソムノグラフィが 17

例（36.2％）に実施されていた．
　アンケートの回答率は 100％であった．医療連
携に対する満足度の NRSは 9.6と高かった．当

科との医科歯科連携におけるメリットは「歯科診
療に有用であった」が最も多く 80％，次いで「患
者満足度が高かった」が 60％であった．希望す
る改善点では「予約が取りにくい」が 30％と最
も多かった．また，自由記載の医科歯科連携に対
する意見としては，勉強会や研修会開催の希望が
多かった．
【考察】
　演者が現所属施設に異動して 5年経過するが，
この間，学会や講演会などを通じて歯科の先生方
とのネットワークが拡がり，東海地区における医
科歯科連携のネットワーク構築が進んでいる．こ
のような中，歯科医療施設から OSAおよび OSA

類縁疾患が疑われて当科に紹介された症例の 90

％前後に CT，鼻腔通気度検査，アレルゲン特定
検査が実施され，1/3以上の症例に OSAの確定診
断である PSGが実施されていたことから，紹介
元の歯科医師の小児 OSAに対するスクリーニン
グ能力の高さが示唆された．また，アンケート調
査の結果からは，紹介元の歯科医の満足度は高い
ことがうかがわれ，当科にとっても OSAや口呼
吸の原因が顎顔面の劣成長や歯列・咬合，口腔筋
機能である場合に連携施設に紹介することで，い
わゆる win-winな，有機的かつ双方向的な医科
歯科連携が実現できていることが実感された．一
方で，患者数が飽和して予約が取りにくいなどの
改善すべき点も明らかとなった．今後も東海地区
のより多くの歯科医療機関と連携し，小児の閉塞
性睡眠時無呼吸診療の充実を図っていきたいと考
えている．
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バイオファンクショナルセラピーによる
舌小帯短縮症とガミースマイルへのアプローチ

Approach to ankyloglossia and gummy smile by biofunctional therapy

○米﨑美桜 1），花田真也 2）

Miou Yonezaki1）, Shinya Hanada2）

（1）若林歯科（豊田市），2）はなだ歯科クリニック（大野城市））
1）Wakabayashi Dental Clinic, 2）Hanada Dental Clinic 

【目的】
　一般的には，幼児期の過蓋咬合の原因は，吸啜
不足，舌筋力不足，舌小帯異常，口呼吸などの悪
習癖が関連しあっていると言われている 1）．「口
腔機能発達不全症」管理の重要な担い手であるか
かりつけ歯科医としては，適切な時期での治療介
入が大切である．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歯列不正の原因
を改め，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，重要だと考えている 2～ 4）．
　今回，乳歯列からの BFT指導及び混合歯列期
での矯正治療により機能形態ともに安定した咬合
を獲得した症例を検討した．保護者より同意書を
得ている．
【対象と方法】
　3歳より当院に通院している女児．乳歯列時よ
り過蓋咬合と叢生あり（図 1）舌小帯短縮のため
低位舌も著しく（図 2）舌機能，口唇閉鎖力に問
題が認められた．BFTとしては，低年齢のため
平易に取り組みやすいあいうべ体操指導および食
育指導（特に前歯部を使う咬断運動）を行った．
4前歯が萌出する時期までは，家庭での BFTを
主体とし口腔機能の向上を図った．7歳 12か月
より叢生，過蓋咬合の改善のため，床矯正治療を
開始した．矯正治療中も舌のスポットを意識さ
せ，ポッピング指導を行った．お口ポカンに対し
ては，歯科用口唇筋力固定装置・リットレメー
ターを用いたトレーニングを行った．
【結果】
　舌に関しては，ハート型に割れていた舌先も伸
び，小帯切除することなく低位舌の改善を図るこ

とができた（図 3）．正しい舌機能の獲得と床矯
正装置を使用した拡大治療により過蓋咬合は改善
し，10歳 4か月現在，口腔周囲筋と調和がとれ
た良好な咬合を維持できている（図 4）．
　口唇閉鎖力が向上し，劣成長気味だった上顎骨
が成長し，ガミースマイルも改善した（図 5）．
【考察】
　機械的な治療のみに頼るのではなく，低年齢よ
り BFTによって口腔機能の向上を図り，その後
の矯正治療においても BFTを併用することが良
好な結果をもたらすと言える．
【文献】

 1）小佐々晴夫ほか：GPだからできる不正咬合
予防の診療，2013.2）鈴木設矢編著：GPの
ための床矯正・矯正のすすめ，2008.3）花田
真也：臨床家のための床矯正治療　バイオ
ファンクショナルセラピーという新しいアプ
ローチ，2021.4）中野真紀ほか：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，小児歯誌，58：173-173，2020.

〈図 3〉 〈図 4〉 7歳 12ヶ月

10歳 4ヶ月

〈図 5〉

〈図 1〉 〈図 2〉
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小児期の重度歯周炎を引き起こす新規口腔細菌叢の解析
Characterization of a novel oral bacterial flora causing severe periodontitis in children 

○宮井由記子，仲　周平，仲野道代
Yukiko Miyai, Shuhei Naka, Michiyo Matsumoto-Nakano

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

【目的】
　乳歯の脱落は，各後継永久歯の萌出時期に伴い
乳歯の生理的な歯根吸収が生じることにより起こ
る．しかしながら，稀に乳歯の歯根吸収がほとん
どなく早期に脱落することが認められ，これは全
身疾患関連歯周炎および染色体異常や遺伝疾患に
随伴する歯周炎による場合が多い．一般的に歯周
疾患による歯の脱落には歯肉縁下の歯周病細菌叢
が関与し，歯肉溝浸出液（Gingival crevicular flu-

id；GCF）に検出されることが知られており，年
齢と共に細菌の構成が複雑化していく．小児期で
は重度歯周炎を引き起こすような細菌は認められ
ず，Aggregatibacter actinomycetemcomitans が
侵襲性歯周炎の原因菌の一つとして挙げられる．
本研究では，全身的に健康であるが急速な歯周組
織の破壊を伴い，歯根吸収がみられない乳歯の早
期脱落を起こした患児の GCF中の細菌叢を健常
児と比較し解析したので報告する．
【対象と方法】
　本研究は，岡山大学倫理審査委員会の承認（研
1810-028）を得て行った．乳歯の早期脱落を主訴
として受診した 5名（7.5±1.1歳）を患児群，定
期検診で受診した 10 名（7.7±1.4歳）を健常児
群とし，患児群は局所的垂直性の骨吸収を認めら
れる部位の，健常児群では下顎最後方臼歯周囲 

の GCFをペーパーポイントで採取した． 採取し
た GCFを血液寒天培地に播種し，37℃で 5～ 6

日間，嫌気培養を行った後，コロニーを Tryp-

tone soya broth培地に植え継ぎ，37℃で一晩，
嫌気培養した．その後細菌 DNAを抽出し歯周病
細菌に特異的なプライマーを用いて PCRを行い，
DNA シークエンスを用いて遺伝子配列を解析し，
菌種を同定した． 

【結果】
　患児群からは 343菌株（49菌種），健常児群か
らは 374菌株（59菌種）を分離した．そのうち  

26菌種は共通であった．GCF中における細菌叢

の構成において，属別にみると Actinomyces属
（患児群 vs. 健常児群；28.0％ vs. 6.1％，P＜

0.001），Staphylococcus属（2.3％ vs. 0.5％，P＜
0.05）が患児群で高頻度に検出され，Capnocy-

tophaga属（0.9％ vs. 4.0％，P＜0.01），Fusobac-

terium属（3.8％ vs. 7.0％，P＜0.05），Veillonella 

属（8.5％ vs. 23.0％，P＜0.01）は健常児群で有
意に高頻度で検出された．また，歯周病関連菌と
して報告されている Streptococcus constellatus

（2.6％ vs. 0％，P＜0.01），Streptococcus interme-

dius（1.5 ％ vs. 0 ％，P＜0.01），Streptococcus 

sanguinis（5.5 ％ vs. 2.1 ％，P＜0.05），Actino-

myces sp.（66.7％ vs. 1.9％，P＜0.01）が患児群
で高頻度に検出され，Streptococcus sp.（5.8％ 

vs. 17.4％，P＜0.01），Veillonella parvula（5.8％ 

vs. 16.0％，P＜0.01）が健常児群で高有意に高頻
度で検出された．その他 Actinomyces naeslun-

dii（20.1 ％ vs. 4.0 ％，P＜0.01），Streptococcus 

punemoniae（9.0％ vs. 3.5％，P＜0.01）は患児
群で高頻度に検出され，Veillonella parvula（5.8

％ vs. 16.0 ％，P＜0.01），Veillonella sp.（1.7 ％ 

vs. 5.9％，P＜0.01）は健常児群で有意に高頻度
で検出された．
【考察】
　本研究の結果から，患児群と健常児群で共通す
る菌種は約半分であったことから細菌叢の構成が
大きく変化していることが認められた．重度歯周
炎や侵襲性歯周炎で認められる細菌は分離されな
かったものの，細菌叢が大きく変化していたこと
から，これまで歯周病に影響を及ぼすと考えられ
ていなかった新たな細菌による病原性バイオフィ
ルムの形成が重度歯周炎を引き起こしている可能
性が示唆される．今後は各細菌における相互的な
作用について検討する予定である．
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抗菌薬により死菌処理した Streptococcus mutansのコラーゲン結合能の分析
Analysis of collagen-binding properties of Streptococcus mutans after killing by antibiotics

○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.

【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 

endocarditis；IE）の起炎菌としても知られてい
る．S. mutansのうち，菌体表層に約 120 kDaの
コラーゲン結合タンパクである Cnmを発現する
菌株は，IEの病原性に関与すると考えられてい
る．これまでの研究から，IE患者の心臓弁検体
からは Cnm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
あることが明らかとなっている．そのため，死菌
であっても病原性を有する可能性が示唆されてい
る．そこで本研究では，観血的な歯科処置に際し
た IEの予防において第一選択薬として用いられ
ているアモキシシリンによって死菌処理した S. 

mutansを用いて，IEの病原因子であるコラーゲ
ン結合能に及ぼす影響を分析した．
【対象と方法】

1．供試菌と培養条件
　供試菌として，当教室保有の S. mutansのう
ち TW295株（Cnm陽性），TW295CND株（TW295

株の cnm 遺伝子を不活化した株）および
TW295comp株（TW295CND 株に cnm遺伝子を
導入した株）を用いた．供試菌は，Brain Heart 

Infusion（BHI）液体培地を使用して 37℃で 18

時間培養し，1×109 CFU/mLに調整した（生菌
群）．その後，37℃で 18時間 1 mg/mLの濃度の
アモキシシリンを作用させて死菌処理を行った
（アモキシシリン処理群）．

2．電子顕微鏡による観察
　生菌群およびアモキシシリン処理群 1×109 

CFU相当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および透過
型電子顕微鏡を用いて観察し，供試菌の菌体構造
を観察した．
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

に供試菌を添加して 37℃で 3時間反応させた後，
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（各菌液 n＝4），S. mutans 

SA83株（Cnm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
した．
4.統計学的分析
　ANOVAの後 post-hoc解析として Bonferroni

法を用いて行い，p＜0.05を有意差ありとした．
【結果】

1．電子顕微鏡による観察
　走査型電子顕微鏡による菌体表層構造の観察で
は，アモキシシリン処理群において表層にわずか
に傷害を認めた．また，透過型電子顕微鏡による
菌体内構造の観察では，アモキシシリン処理群に
おいて細胞質内の変性が認められた．
2．コラーゲン結合能の評価
　生菌群において TW295株および TW295comp 

株はそれぞれ 120.8±0.1％および 69.1±0.1％と
TW295CND 株と比較して有意に高いコラーゲン
結合能を示した（p＜0.001）．また，アモキシシ
リン処理群においても TW295株および TW295 

comp株はそれぞれ 77.0±0.1％および 50.0％±
0.1％と TW295CND 株と比較して有意に高いコ
ラーゲン結合能を示した（p＜0.001）．
【考察】
　本研究結果より Cnm陽性株はアモキシシリン
が作用し死菌となっても，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，抗
菌薬投与により死滅した菌も，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，
TW295株以外の S. mutansの臨床株を用いてさ
らなる分析を行っていきたいと考えている．
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RT-LAMP-BART法を用いた SARS-CoV-2検出法の開発 2

Detection of SARS-CoV-2 using reverse transcription loop-mediated isothermal amplification plus 

bioluminescent assay in real-time

○飯島孝太，金森　大，関　みつ子，星野倫範
Takahiro Iijima, Dai Kanamori, Mitsuko Seki, Tomonori Hoshino

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

【目的】
　SARS-CoV-2を原因ウイルスとする新型コロ
ナウイルス感染症（COVID-19）の封じ込めは，
早急に解決すべき課題である．先進国ではワクチ
ン接種が進み，一時は解決に向かうと思われた
が，変異株の出現は問題解決を困難にしている．
感染力の著しいアルファ株やデルタ株は，Spike

タンパクに各々 N501Yや L452Rの特徴的な変異
を有する．昨年末には，さらにオミクロン株も出
現するに至る．COVID-19感染の制御には SARS-
CoV-2を迅速かつ正確に検出することが求めら
れるが，従来法は時間がかかり手技も煩雑である
ため，これに代わる検出法が求められる．
　Loop-mediated isothermal amplification

（LAMP）法はわが国発の簡便，正確，迅速，安
価な遺伝子増幅法である．Bioluminescent Assay 

in Real-Time（BART）法は増幅された遺伝子を，
従来よりも迅速に，機器仕様もさらに簡便，安価
に検出する方法である．われわれは RT-LAMP-
BART法を用いて，SARS-CoV-2の検出および
Spikeタンパクの重要な変異について検出を試み
たので報告する .

【方法】
　ウイルスのゲノムデータベース GISAIDの配列
情報を用いて，SARS-CoV-2に特異的な配列お
よびスパイクタンパクの重要な変異配列（N501Y 

および L452R）についてアライメント解析を行
い，プライマー設計に用いる配列を準備した．富
士通社製 PrimerExplore Ver.5を用いて，LAMP

プライマーを設計した．さらに，変異配列に対す
るプローブを設計した．検体には標的配列を含む
人工 RNAを用い，反応性および反応感度を評価
した．19種の呼吸器感染症に関連する reference

病原体の RNAを用いて反応特異度を評価した．
臨床応用を想定し，標的配列を含む人工 RNAを
鼻咽頭スワブおよび唾液からのウイルス抽出液に

添加した．これを検体として反応を行い，臨床検
体による反応への影響を評価した（倫理承認番
号：A2001）．RT-LAMP-BART 反 応 は BartMas-

ter乾燥試薬（Erba Mannheim，UK）に作成され
たプライマー，プローブおよび検体を混和し，20 

nLを反応液として，リアルタイム測定装置 

PCRun（Biogal Galed Labs，Israel） あ る い は
3MTM Molecular Detection Instrument，MDS100

（3M，USA）を用い，60℃，60分間反応を行っ
た．結果は従来法のリアルタイム RT-PCR法と
比較した .

【結果】
　RT-LAMP-BART法の特異度は良好であり，25

分以内に SARS-CoV-2ウイルスRNAを 80コピー
まで検出した．従来法のリアルタイム RT-PCR

法は 130分以内に 5コピーまでの検出を認めた． 

RNAをスパイクした臨床検体では，RT-LAMP-
BART法およびリアルタイム RT-PCR法の双方
で，わずかに検出感度の減退を認めた．また，ペ
プチド核酸（PNA）プローブを加えることで，
RT-LAMP-BART法は N501Yおよび L452Rのス
パイク変異を正しく識別した．
【考察】
　開発された方法は，SARS-CoV-2および Spike

タンパク変異の正確な識別が可能であった．本法
は簡便で正確，迅速，安価な検出法であり，
COVID-19のスクリーニング検査や変異株による
感染の特定への応用が考えられた .

【文献】
 1）Gandelman OA, Church VL, Moore CA, Kiddle 

G, Carne CA, et al.：（2010） Novel Biolumi-

nescent Quantitative Detection of Nucleic 

Acid Amplification in Real-Time, PLoS ONE, 

5（11）：e14155.
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歯原性細胞を用いたバイオ 3Dプリンターによる 3次元構造体の作成の試み
Trial of 3D structures engineering with odontogenic cells using Bio 3D printer

○田口雅英 1），岡　暁子 1, 2），陶山可奈子 1），吉本尚平 2, 3），緒方佳代子 2, 4），大木　調 1），尾崎正雄 1）

Masahide Taguchi1）, Kyoko Oka1, 2）, Kanako Suyama1）, Shohei Yoshimoto2, 3）, Kayoko Ogata2, 4）, Shirabe Ohki1）, 

Masao Ozaki1）

（1）福岡歯大・歯・成育小児歯，2）福岡歯大・口腔医学研究センター，3）福岡歯大・歯・病態構造学， 
4）福岡歯大・歯・機能構造学）

1）Fukuoka Dent. Coll., Div. Ped. Dent., 2）Fukuoka Dent. Coll., Oral Medicine Research Center,  
3）Fukuoka Dent. Coll., Div. Patho., 4）Fukuoka Dent. Coll., Div. Func. Struct.

【目的】
　歯は，歯原性の上皮細胞と間葉細胞との相互作
用によって形成される．したがって，エナメル質
や象牙質を再生するには，これら 2種の細胞の凝
集塊に秩序を持たせて再構築する必要がある．今
回われわれは，上皮と間葉の 2種の細胞を用いた
3次元構造体の作成に向けて，剣山式バイオ 3D

プリンターに適する細胞凝集塊（Spheroid）の作
成を検討した．
【対象と方法】
　細胞は，上皮細胞として mHAT9d細胞（エナ
メル上皮細胞株），間葉細胞として O9-1細胞（多
能性マウス神経堤細胞株）を使用した．非接着性
96well plateに細胞を播種し Spheroid作成後，剣
山式バイオ 3Dプリンター 1）を用いて 3次元構造
体を作成した（図 1）．構造体の設計は 1層あた
り 32個の Spheroidを管腔状に配置した 10層構
造とした（図 1左）．プリント後，循環培養し 7

日目にカテーテルチューブ培養へ移行しさらに 7

日間培養して 3次元構造体を得た（図 1中央およ
び右）．Spheroidおよび構造体から組織切片を作
成後，Ki67抗体を用いて免疫組織学的染色を行っ
た．
【結果】
　3D プ リ ン ト に 適 応 可 能 な Spheroid は，
mHAT9d 細胞，O9-1 細胞共に，3.5×104 cells/

well，播種後 2日目で得られた．Ki67陽性の細
胞は，Spheroid外周に多く，中心に向かって減
少する傾向があった．
　プリント後の Spheroid間の連続性は，3日目
から肉眼的に確認でき，7日目にカテーテル
チューブへ移行する操作ができる強度を持った構
造体となった．プリント後 14日目では各 Spher-

oidの境界は消失した（図 1右）．
　構造体を組織像で確認するとプリント後 7日目
では，個々の Spheroidの形態を維持したまま連

続していることがわかった．しかし，14日目で
は組織学的にも Spheroidの境界は確認されず，
一塊の管腔構造を形成していた．カテーテル
チューブに接触する構造体の内腔側には，壊死様
の組織が一部観察され，Ki-67陽性細胞も外側に
多く観察された．

【考察】
　今回の解析において，mHAT9d細胞および
O9-1細胞によって形成された Spheroidは，剣山
式バイオプリンターを用いて 3次元構築できるこ
とが確認できた．また 3次元構築後に内腔側に観
察された壊死様組織は，酸素供給不足が原因と考
えられた．今後，酸素供給を確実にし，2種の細
胞をどのような配列で構築していくかを検討する
こととしている．
　本法の応用は，歯原性細胞の上皮-間葉相互作
用を in vitro環境で解析することを可能にすると
考えている．
【文献】

 1）Itoh M et al.：Development of an immunode-

ficient pig model allowing long-term accom-

modation of artificial human vascular tubes, 

Nat Commun, 10 （1）：2244. 2019.

【会員外共同研究者】
中山功一，藤本亮太（佐賀大学・医学部臓器再生
医工学講座中山研究室）

〈図 1〉 （左）3Dプリント直後の O9-1細胞の
Spheroids（中央）培養語 7日目の構造体
（右）培養語 14日目の構造体
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SEMDJL2の責任遺伝子 KIF22は
軟骨前駆細胞様細胞株 ATDC5の増殖と軟骨分化に必須である

KIF22, responsible gene of SEMDJL2, is essential for cell proliferation and chondrocyte differentiation 

in ATDC5 chondrocyte-like cells

○川上紘佳 1, 2），古株彰一郎 2），牧　憲司 1）

Hiroka Kawaue1, 2）, Shoichiro Kokabu2）, Kenshi Maki1）

（1）九歯大・小児歯，2）九歯大・生化学）
1）Kyushu Dental Univ. Dept. Growth and Development for Function, 2）Kyushu Dental Univ. Dept. Molecular 

Signaling and Biochemistry

【目的】
　脊椎骨端骨幹端異形成―関節弛緩症（SEMDJL2

［MIM 603546］）は，低身長や顔面中央部の劣成
長，手根骨や長管骨骨端部の異形成を特徴とする
常染色体優性遺伝の疾患で，責任遺伝子である
KIF22に一塩基変異が認められる．本疾患の特徴
は軟骨の低形成によるものと考えられるが KIF22

の軟骨における機能は不明である．そこで本研究
では軟骨における KIF22の役割を検討した．

【対象と方法】
　5週齢マウスのさまざまな組織から mRNAを
抽出し定量的 PCR（qPCR）を行った．抗 Kif22

抗体を用いて 2週齢マウスの脛骨の免疫組織染色
を行った（動物実験承認番号 20-14）．
　マウス軟骨前駆細胞様細胞株 ATDC5に Kif22

〈図 1〉7歳の SEMDJL2患児のエックス線写真
（文献 1より改変）

に対する shRNAを導入し Kif22の発現を抑制し
た．WST-8法による生細胞数の計測と，増殖マー
カーである Ki67を免疫染色し細胞増殖能を検討
した．さらに TUNEL法，LDHの測定，切断型
Caspase 3の免疫染色によりアポトーシスを検討
した．ATDC5をインスリン・トランスフェリン・
亜セレン酸ナトリウムで刺激し，分化を誘導し
た．軟骨細胞分化をアルシアンブルー染色および
軟骨細胞分化マーカーの qPCRにより評価した
（遺伝子組み換え実験承認番号 R2-A002）．
【結果】
　Kif22は成長板，骨髄，皮質骨に多く発現して
いた．免疫組織染色の結果，Kif22は成長板の増
殖層の軟骨細胞に局在していた．Kif22の発現抑
制により，ATDC5細胞の生細胞数は経時的な増
加を認めず，Ki67陽性細胞数は対照群に比べて
有意に減少していた．一方，アポトーシスを起こ
している細胞数には差はなかった．また，Kif22

の発現抑制によりアルシアンブルー染色および分
化マーカーの発現量が有意に低下した．
【考察】
　KIF22は骨・軟骨の成長を担う増殖層軟骨に強
く発現し，さらに軟骨の増殖と分化に必須であっ
た．このことから，SEMDL2の病態の原因は，
一塩基変異により機能喪失した KIF22が引き起
こす軟骨細胞の増殖と分化能の低下であることが
示唆された．
【文献】

 1）Boyden ED et al.：Recurrent Dominant Mu-

tations Affecting Two Adjacent Residues in 

the Motor Domain of the Monomeric Kinesin 

KIF22 Result in Skeletal Dysplasia and Joint 

Laxity, AJHG, 89：767-772, 2011.
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妊娠マウスへの骨吸収抑制薬投与は新生仔における歯の成長障害をもたらす
Administer the bone resorption inhibitor to pregnant mouse bring a development of 

tooth disorder in the neonate mouse

○山口真帆 1～ 3），坂井信裕 2, 3），船津敬弘 1）

Maho Yamaguchi1～ 3）, Nobuhiro Sakai2, 3）, Takahiro Funatsu1）

（1）昭和大・歯・小児歯，2）昭和大・歯科薬理，3）昭和大・薬理科学研究センター）
1）Showa Univ. Dept. Pediatric Dent., 2）Showa Univ. Dept. Pharmacology Dent., 

3）Showa Univ. Dept.  Pharmacological Research Center

【目的】
　妊娠性骨粗鬆症や妊娠中のがん治療は解決すべ
き 1つの問題となっているが，がん骨転移や高
Ca血症に伴い骨吸収抑制薬を使用する事がある．
しかし妊婦に対してビスホスホネートやデノスマ
ブは基本的に投与禁忌であり，胎児への骨の影響
について詳細な報告はなかった．われわれは妊娠
初期マウスにデノスマブと同等の作用をもつ抗マ
ウス RANKL抗体を投与した結果，新生仔マウス
の骨密度増加と出産後 48時間以内にすべての新
生仔マウスが死亡したことを報告した．今回は妊
娠後期に抗マウス RANKL抗体とゾレドロネート
をマウスに投与し，生存率および骨と歯の成長に
ついて解析した．
【対象と方法】
　妊娠後期（胎生 17 日目）の雌性マウス
（C57BL/6J）に抗マウス RANKL抗体（5 mg/kg），
ゾレドロネート（0.1，1.0 mg/kg）および生理食
塩水（対照実験群）を単回皮下投与した．出産
後，仔マウスは経時的に麻酔下で CT撮影（1回
/週）を行い 6週齢まで観察した．新生仔と母マ
ウスは安楽死後，大腿骨および頭蓋骨を摘出し骨
構造を microCTにて骨形態計測により解析した．
生存率の低下の原因を追求するために新生仔マウ
スから胸腺を摘出して免疫組織染色を実施した．
また ,生後 7日齢マウス切歯からエナメル芽細胞
を単離し ,上記薬物による影響を検討した（昭和
大学実験承認番号 13011）．
【結果】
　抗 RANKL抗体群の新生仔マウス 6週齢までの
生存率は 2割程度だった．生理食塩水群に比べ，
歯の萌出は遅延し，特に上顎切歯の片側が形成不
全を呈していた．また，上顎第 1臼歯近心咬頭に
エナメル質形成不全を認めた（図 1）．骨量は 2

週目までは顎骨および大腿骨の骨量は有意に増加

していたが，その後 4週齢では低下していた．胸
腺は有意に小さく胸腺髄質細胞の形態が不定形
だった．一方，ゾレドロネート群（1.0 mg/kg）
の仔マウスは，発育成長および歯の萌出が抗
RANKL抗体よりもさらに遅く，生後 3週以内に
すべて死亡したが，抗 RANKL抗体と同じくエナ
メル質の形成不全を認めた（図 1）．またゾレド
ロネートを投与した母マウスは生理食塩水群と比
べ ,出産後 6週では高い骨量増加を認めたが，抗
RANKL抗体を投与した母マウスは出産後 4日ま
では増加したが，6週では有意に低下していた．
またエナメル芽細胞培養では薬剤無添加群に比べ
両薬物添加群では細胞マーカーであるサイトケラ
チン 14の発現レベルが低下した．

【考察】
　妊娠後期（出産 3日前）に骨吸収抑制薬を投与
すると，出産後の生存率は向上し，生存期間は延
長された．そのため出産直後から薬剤の影響を観
察することが可能になり，新生児マウスの歯の萌
出および歯牙形成が障害されることが確認でき，
歯冠形成期における骨吸収抑制薬による破骨細胞
の機能低下はエナメル質の形成機序に何らかの影
響を及ぼすことが考えられた．また，仔マウスの
胸腺に影響を与えることも示唆された．

〈図 1〉骨吸収抑制剤による歯の形態異常（nCT像）
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歯間乳頭における自律神経性血流調節の特殊性
Distinctive regulatory system of blood flow mediated by autonomic vasomotor responses 

in the rat interdental papilla

○岡田悠之介 1），石井久淑 2），齊藤正人 1）

Yunosuke Okada1）, Hisayoshi Ishii2）, Masato Saitoh1）

（1）北医療大・歯・小児歯，2）北医療大・歯・生理）
1）Div. Pediatric Dent., Health Sciences University of Hokkaido, 

2）Div. Physiol., Health Sciences University of Hokkaido

【目的】
　歯肉の血流動態が歯肉の免疫力の向上や創傷の
治癒に重要な因子の一つとして注目されている．
また，これらの歯肉の機能は歯間乳頭，遊離歯肉
と付着歯肉で異なることも報告されているが，歯
肉の血流動態と機能特性との関係は明確にされて
いない 1）．
　歯肉には血流を急峻かつ広範囲に増加させる副
交感性血管拡張線維と血管トーヌスを持つ交感性
血管収縮線維が存在する 2, 3）．したがって，自律
神経性血流調節とそれらの相互作用は歯肉の機能
に重要であると考えられる．しかしながら，これ
らの血管反応と歯肉の機能特性との関連性は十分
に検討されていない．
　本研究は歯肉の自律神経性血管反応の部位特異
性の有無とそれらの相互作用について検討し，こ
れらの歯肉の機能特性との関連性を明らかにする
ことを目的とした．
【材料と方法】
　実験には，ウレタン麻酔下で人工呼吸にて管理
された雄性ラット（9-16週齢）を用いた．遊離
歯肉と付着歯肉の血流量は，二次元血流計とレー
ザードップラー血流計を用いて測定した．ラット
の体幹血圧は大腿動脈から観血的に記録するとと
もに，諸種の薬物は大腿静脈から全身性に投与し
た．副交感神経の活性化には，三叉神経の求心性
刺激による反射法を用いた 2, 3）．一方，交感神経
の活性化には頸部交感神経の末梢性電気刺激を用
いた 4）．なお，本動物実験手技については，北海
道医療大学動物実験委員会にて審議・承認されて
いる（No. 20-039）．
【結果】
　舌神経の求心性刺激は，各部位の歯肉に顕著な
血流増加を誘発したが，これらの血流増加は歯間
乳頭で最も大きかった．舌神経刺激による血流増
加は歯間乳頭において自律神経節遮断薬のヘキサ

メトニウム（約 90％），ムスカリン受容体遮断薬
のアトロピンにより有意に抑制された（約 50％）．
頸部交感神経刺激は各部位に有意な血流減少を誘
発するとともに，舌神経刺激による血流増加を顕
著に抑制した．
【結論】
　三叉神経の求心性入力を介する副交感性血管拡
張（血流増加）は，特に歯間乳頭の血流調節に重
要であることが明らかになり，この血管拡張のメ
カニズムにはコリンおよび非コリン作動性の血管
拡張線維が関与していることが示唆される．ま
た，過度の交感神経活動は，歯肉の副交感性血管
拡張を顕著に抑制することが示され，この抑制作
用が諸種の歯周疾患の病態に密接に関与すること
が示唆される．今後，これらの部位特異性と歯肉
の機能的特性との関連性に関する研究展開が，歯
周疾患（歯肉炎等）の予防や病態改善或いは組織
治癒過程の促進における新たなアプローチを導く
ことができるのではないかと考えている．
【文献】

 1） Csiszar A, Wiebe C, Larjava H, Hakkinen L：
Distinctive molecular composition of human 

gingival interdental papilla, J Periodontol, 

78：304-314, 2007.

 2） Ishii H, Niioka T, Sudo E, Izumi H：Evidence 

for parasympathetic vasodilator fibres in the 

rat masseter muscle, J Physiol, 569：617-629, 

2005.

 3） Izumi H：Nervous control of blood flow in 

the orofacial region, Pharmacol Ther, 81：
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パネルデータ分析による社会経済状況と口腔内環境の関連性の分析
Panel data analysis of relationship between socioeconomic status and oral environment

○古々本一馬 1, 2），大川玲奈 2），仲野和彦 2）

Kazuma Kokomoto1, 2）, Rena Okawa2）, Kazuhiko Nakano2）

（1）阪大・歯病・医療情報，2）阪大・院・小児歯）
1）Dept. Medical Informatics, Osaka Univ. Dent. Hosp.,

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

【目的】
　子供の齲蝕の割合は，世帯所得や虐待との関連
があると言われている．今回われわれは，社会経
済状況と口腔内環境を同時に調査した大規模な時
系列データセットを用い，その関係性を分析した
ので報告する．
【対象と方法】
　本研究は，国立教育政策研究所「教員の配置等
に関する教育政策の実証に関する研究」で得られ
たデータを二次利用した．データ提供元の地方自
治体から承認を得て，全ての情報を匿名化した状
態で分析を行った．8,810人の小中学生における
社会経済状況および口腔内環境のデータを利用し
た．1人に対して半年に 1度の調査を 3年間行い，
合計 52,860件のデータを得た．社会経済状況の
項目として，生活保護の有無，児童扶養手当の有
無，就学援助の有無，非課税世帯かどうか，虐待
相談の有無，小学生か中学生のどちらか，調査年
度での年齢を分析に利用した．口腔内環境の項目
として，歯列咬合の状態，歯垢の状態，齲蝕の有
無を分析に利用した．
　本研究で使用したデータを全て結合して分析を
行った場合，時系列性が失われてしまう．本研究
で分析するデータは個人を複数時点に渡って追跡
調査したものであるため，時系列性を持つパネル
データとして分析を行う方が望ましいと考えられ
た．パネルデータ分析では，固定効果モデル，変
量効果モデル，プーリング回帰モデルのいずれが
適切かを比較することが多い．F検定，Hausman

検定，Breusch and Pagan検定を組み合わせ，本
研究に最適なモデルを求めた．求めたモデルを利
用し，齲蝕の有無とその他の要素の関連性を分析
した．パネルデータ分析の結果の解釈は，一般的
な重回帰分析に倣うこととした．統計的有意水準
は全て p＜0.05とした．

【結果】
1．本研究で採用するモデルの検討
　Breusch and Pagan検定の結果 p＜0.0001とな
り，プーリング回帰モデルよりも変量効果モデル
が適切であると判断された．また，F検定の結果
p＜0.0001となり，プーリング回帰モデルよりも
固定効果モデルが適切であると判断された．さら
に，Hausman検定の結果 p＜0.0001となり，変
量効果モデルよりも固定効果モデルが適切である
と判断された．以上 3つの検定結果から，本研究
で用いるパネルデータでは，固定効果モデルを用
いた分析が最も適切であるということが明らかに
なった．
2．分析結果
　固定効果モデルを用いて齲蝕の有無と関連のあ
る要素を分析した結果，有意に関連が認められた
要素は，就学援助の有無，小学生か中学生のどち
らか，調査年度での年齢，歯列咬合の状態，歯垢
の状態であった．
【考察】
　本研究の結果から，社会経済状況を反映する就
学援助の有無と齲蝕の有無に関連がある可能性が
示唆された．今回は特定の地方自治体から得られ
たデータのみを利用して分析を行ったが，今後は
分析対象を増やし，さらなる検討を続けていきた
い．
【会員外共同研究者】
松繁寿和（大阪大学国際公共政策研究科）
柿澤寿信（大阪大学全学教育推進機構）
岡嶋裕子（大阪大学経営企画オフィス）
妹尾　渉（国立教育政策研究所教育政策・評価研
究部）
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健康小児の口腔・手指におけるブドウ球菌の分布状況と分子疫学的特徴
Prevalence and genetic characteristics of staphylococcal isolates

from oral cavity and hand in healthy children

○廣瀬弥奈，福田敦史，青山有子，藤田裕介，蓑輪映里佳，
大友麻衣子，八幡祥子，梶　美奈子，齊藤正人

 Mina Hirose, Atsushi Fukuda, Yuko Aoyama, Yusuke Fujita, Erika Minowa, Maiko Ootomo, 

Shoko Yahata, Minako Kaji, Masato Saitoh

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

【目的】
　近年，MRSAをはじめとする薬剤耐性ブドウ球
菌の市中への拡りが懸念されている．そこで本研
究では，小児の唾液と手指から検出されたブドウ
球菌種の保有状況を調べ，分子疫学的解析を行っ
た（北医療大倫理委員会　承認番号　第 177号）．
【対象と方法】
　2021年 4月～ 12月に当小児歯科を受診した 2

～ 18歳の健康小児で，保護者の同意を得られた
104人を対象に，滅菌綿棒で唾液と手指スワブを
採取した．このうち 4人からは C3齲蝕，膿瘍等
口腔内病巣の検体も採取した．ブドウ球菌を分離
培養後，DNAを抽出し，PCRによりmecA遺伝
子等を検出した．Staphylococcus aureusについ
ては，コアグラーゼ（coa）型別と，MLST解析，
メチシリン耐性株（MRSA）に対しては SCCmec

型別を行った．coa陰性ブドウ球菌（CNS）につ
いては，16SrRNA遺伝子の解析により菌種を同
定した．18種の抗菌薬に対する薬剤感受性を微
量液体希釈法により測定し（ドライプレートʻ栄
研ʼDP32，栄研株式会社，栃木），薬剤耐性遺伝
子を PCRにより検出した．
【結果】
（1） 104人中 S. aureusの検出率は，唾液で 32.7

％（34人），手指で 21.2％（22人），唾液と
手指の両方で 11.5％（12人）であった．こ
のうち 2人の手指から MRSAが検出された
（1.9％）．1人の唾液から S. argenteusが検出
された（1％）．

（2） 計 56株の S.aureusが分離され，唾液から
34株，手指から 22株であった．

（3） メチシリン感受性 S. aureus（MSSA）は，
ST15（coaXa）が 9 株，ST8（coaIIIa），

ST188（coaVb）が 各 7 株，ST30（coaIVa）
が 4株と多く，新規 ST型が 5株認められた．

（4） MRSAの 2株は，coaIVb-SCCmecIVa-ST6と，
coaVIIa-SCCmecIVa-ST1であった．

（5） S. argenteusは ST2250（coaXId）で 18種の
薬剤に感受性であった．

（6） CNSの検出率は，唾液で 17.3％（18人），手
指で 86.5％（90人）で，総株数は 115株で
あった．

（7） 14種類の CNSが同定され，S. warneri（34

株），S. capitis（22 株），S. saprophyticus

（17株）が多く，mecA保有株は合計 7株で
あった．

（8） S.aureus，CNSの耐性率は各々，アンピシ
リン：39.3％，29.6％；オキサシリン：3.8％，
6.1％；エリスロマイシン：32.1％，27.8％；
ゲンタマイシン：21.4％，9.6％；フォスフォ
マイシン：0％，65,2％； レボフロキサシン：
8.9％，4.3％であった．

【考察】
　S.aureusは唾液，CNSは手指からの検出率が
高く，MSSAは多様な STに属していた．健常成
人の鼻腔に約 20％存在するといわれる S. aureus

は今回 30％の小児唾液から分離され，代表的皮
膚常在菌の CNSは 80％以上の小児の手指に認め
られた．健康小児の口腔からの S. argenteusの検
出報告は我々が初めてである．S. aureusと CNS

では抗菌薬の種類により耐性率に違いが認められ
たため，今後その要因について明らかにするとと
もに，低頻度ながら mecA陽性株が検出された
（9/172 株，5.2％）ことから，市中における

MRSA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．
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小児齲蝕リスクの高い口腔内細菌叢は，
歯科治療や指導を通じて改善できるのか？

Do adequate dental treatment and oral health guidance improve an infant oral microbiome at high risk 

of severe dental caries?

○太田大聖，櫻井敦朗，本間宏実，永井宜子，樺澤由佳李，新谷誠康
Taisei Ota, Atsuo Sakurai, Hiromi Homma, Nobuko Nagai, Yukari Kabasawa, Seikou Shintani

（東歯大・小児歯）
Dept. Pediatric Dent., Tokyo Dental Collage

【目的】
　Mutans Streptococciは齲蝕の主要な原因菌で
あることがよく知られている．しかし，口腔には
他にも数多くの細菌種が存在しており，近年では
さまざまな種が齲蝕の発生・進行に関与している
と考えられている．口腔内細菌叢の形成は出生時
の産道から，あるいは胎児期から形成を開始して
いるともいわれるが，疾患発生リスクの高い細菌
叢は将来の口腔・全身疾患発生リスクにも影響を
与える可能性がある．そうであれば，齲蝕罹患リ
スクの高い細菌叢は小児期のうちに，早急に改善
を図るべきである．しかし歯科治療や必要な口腔
衛生指導を行って口腔内の細菌叢が改善するのか
を検討した研究はほとんどない．本研究では，齲
蝕を有する小児から，齲蝕治療や必要な指導を行
う前後で，それぞれデンタルプラークを採取し，
細菌叢の変化を解析した．また，齲蝕を有さない
小児のデンタルプラークの細菌叢とも比較を行
い，治療や必要な指導によって健全な口腔内細菌
叢にどの程度近づいているのかについても検討を
加えた．
【対象と方法】
　東京歯科大学小児歯科外来へ来院した小児のう
ち，3～ 5歳の乳歯列期の齲蝕をもつ小児につい
て，保護者への説明と同意のもと，治療前と治療
後にそれぞれ 9か所の歯面プラークを採取し，対
照群として齲蝕のない小児（Healthy group）か
らも採取を行った（東京歯科大学倫理委員会承認
番 号 944）．DNA 抽 出 後，16S rRNA 遺 伝 子
V3-V4領域の増幅後に，次世代シーケンサー
Miseq（illumina社）を用いて遺伝子データを取
得した．得られたデータは QIIME2（Version 

2021.2）および複数のデータベースを用いて解析
を行った．
【結果】
　a多様性を示す sOTUs（sub-Operational taxo-

nomic units）数や，Shannon indexは治療前で最
も高く，治療後は低くなった．Healthy groupは
最も低くあった．b多様性の指標である Un-

weighted unifrac distance に 基 づ く PCoA や，
Bray-Curtis dissimilarity indexを用いて治療前と
治療後の細菌叢を比較すると，多くの被験者で細
菌叢の変化が示されたが，あまり細菌叢が変わっ
ていない被験者もいた．次に種レベルで検出され
た分類群について構成比率の変化を検討したとこ
ろ，治療前と Healthy groupで有意差がみられた
種は 100種であったが，治療後に Healthy group

と有意差があった種は 57種まで減少していた．
その中には，齲蝕の発生に関与する S. mutans

をはじめ，齲蝕の多い口腔内で多く検出されるこ
とが報告されている Actinomyces 属の 2 種，
Leptotrichia属の 7種，Prevetella属の 3種が含
まれていた．
【考察】
　治療後に a多様性の指標が低下し，構成比率
が Healthy groupと有意に異なる分類群の数が治
療前と比べて大きく減少したことから，多くの被
験者で治療後には Healthy groupの細菌叢に近づ
き，齲蝕リスクは減少していると考えられる．一
方で，齲蝕リスクの高い小児に既製金属冠修復を
行うことが勧められていたが，すべての臼歯に既
製金属冠修復を行ってもなお，細菌叢があまり変
化しなかった被験者もいた．生活習慣や食習慣は
家庭によって大きく異なると考えられるが，臨床
において歯科治療や必要な指導を行ってもなお齲
蝕を多発する小児は時に遭遇する．こうした細菌
叢は将来の疾患発生リスクにも影響を与え，健康
格差の拡大につながる可能性がある．このような
小児の細菌叢を是正するためには齲蝕治療のみな
らずプロバイオティクスなどのアプローチ方法も
模索していく必要があると考えられる．
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維持力を評価基準とした乳歯列期用・混合歯列期用
マウスガードのデザインに関する 1考察

A Consideration on the design of mouthguards for milk dentition and mixed dentition based on 

sustainability

○正村正仁，森山敬太，水島秀元，紀田晃生，大須賀直人
Masahito Shoumura, Keita Moriyama, Hidemoto Mizushima, Akio Kida, Naoto Osuga

（松歯大・小児歯）
 Matsumoto Dental Univ., Dept. of Pediatric Dent. 

【目的】
　マウスガード（以下 MG）は，スポーツ外傷に
対して予防の有効性が示唆されており，小児期に
おいてもスポーツ活動時には装着する事が推奨さ
れている．ところが，その MGのデザインに関
しては，小児期用（乳歯列期用および混合歯列期
用）についての明確な基準が示されていない 1）．
このような現状の一因としては，小児期が成長発
育期であり，そのため顎口腔領域にもさまざまな
変化が生じることが挙げられる．そこで今回われ
われは，成長発育による歯列状態の変化で MG

の維持力にどのような変化が生じるのか実験を行
い，それにより得られた結果から，維持力を評価
基準とした場合に推奨される，乳歯列期用および
混合歯列期用 MGのデザインについて検討を行
うこととした．
【対象と方法】
　試料作製を目的に，ニッシン社製の乳歯列期模
型，混合歯列期模型，永久歯列期模型を用意し
た．次に，これらより，乳歯列期用 MG，混合歯
列期用 MG（4種），永久歯列期用 MGを作製し
た．また，歯の形態の違いが MGの維持力に与
える影響についても検討する目的で，上顎左側
E，上顎左側 5，上顎左側 6のレジン歯（1歯模
型）に対する MGも作製した．その後，各 MG

を模型に装着して引っ張り試験を実施し，MGが
模型から脱離した瞬間の牽引力（N）を記録して，
得られたデータに対しては統計学的解析を行っ
た．そして，この実験結果を基に，乳歯列期用お
よび混合歯列期用 MGの推奨されるべきデザイ
ンについて，さらに検討と考察を加えた．なお，
本実験研究に関して開示すべき利益相反はない．
【結果】
　乳歯列期用および混合歯列期用 MGの推奨さ
れるべきデザインについて検討する目的で行った
実験の結果は以下の通りである．永久歯列期模型

用 MGは，他のすべての MGより有意に維持力
が高くなった．逆に，乳歯列期模型用 MGは，
他のすべての MGより有意に維持力が低くなっ
た．混合歯列期模型用 MGでは，リリーフの歯
数が多くなるほど維持力が低くなる傾向が認めら
れた．また，1歯模型用 MGでは，上顎左側 E用
MG，上顎左側 5用 MG，上顎左側 6用 MGの間
に，維持力についての有意差は認められなかっ
た．
【考察】
　実験結果より，乳歯列期および混合歯列期の小
児に MGを作製する際は，維持力向上のための
配慮が必要であることがわかった．また，上顎左
側 E用 MG，上顎左側 5用 MG，上顎左側 6用
MGに関しては，歯の形態の違いが MGの維持力
に与える影響はないであろうことが示唆された．
よって，実験において認められた歯列模型用MG

間の維持力の差は，MGによる被覆面積の違い
（被覆歯数の違い） が主な要因であると考えられ
た．以上に基づいて，維持力の観点から乳歯列期
用および混合歯列期用 MGの推奨されるべきデ
ザインについて考察を加えると，「MGの外形を
永久歯列期用よりも大きくする」「リリーフの歯
数および範囲は必要最小限にする」ことが望まし
いといえる．しかし，これはあくまでも維持力の
観点からのものであり，実際の MG作製時には，
それ以外の具備要件にも配慮した上での総合的な
判断がなされるべきと考える． 

【文献】
 1）安藤貴則ほか： 2014年度日本スポーツ歯科
医学会が提唱する標準的で適切に製作された
マウスガードのコンセンサス―ワーキンググ
ループ 1：マウスガードの印象，模型製作，
デザイン（外形線，厚み，スポーツの種類）―，
スポーツ歯誌，18（2）：72-76，2015．
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口腔内スキャナーを用いた光学印象による混合歯列空隙分析の信頼性
Reliability of mixed dentition space analysis using optical impression made with an intraoral scanner

○岡本亜祐子 1），苅部洋行 1），河上智美 1），田中聖至 2）

Ayuko Okamoto1）, Hiroyuki Karibe1）, Tomomi Kawakami1）, Satoshi Tanaka2）

（1）日歯大・生歯・小児歯，2）日歯大・新生歯・小児歯）
1）The Nippon Dental Univ. Dept. Pediatric Dent. at Tokyo, 
2）The Nippon Dental Univ. Dept. Pediatric Dent. at Niigata

【目的】
　口腔内スキャナーを用いた光学印象は，小型カ
メラを口腔内の計測対象に近づけることで三次元
的なデジタルデータを取得でき，小児歯科臨床の
有用なツールとして期待されている．しかし，乳
歯列期や混合歯列期のデジタル模型分析の信頼性
に関する報告は少なく，小児患者に対するその有
用性についてはいまだ不明な点も多い．
　本研究の目的は，最新の口腔内スキャナーを用
いた光学印象によるデジタル模型分析と従来の石
膏模型分析を比較し，①デジタル模型による混合
歯列空隙分析の精度，②計測者内と計測者間の違
い，について検討することである．
【対象と方法】
　下顎前歯部に叢生を有する混合歯列期の実習用
顎模型を基準模型として用いた．①基準模型，②
基準模型をアルジネート印象材により印象採得し
て作製した石膏模型，③基準模型を口腔内スキャ
ナー（Cerec Primescan AC）により光学印象して
作製したデジタル模型，の 3模型を計測対象とし
た．
　混合歯列空隙分析を行うため，下顎 4切歯の歯
冠近遠心幅径（4項目）を計測し，小野の回帰方
程式により，側方歯群の予測長（1項目）を算出
した．さらに，両側の側方歯群の実測長（2項目）
を計測し，実測長から予測長を差分した値をそれ
ぞれ両側の萌出余地（2項目）として算出した．
　基準模型と石膏模型は，模型計測用ノギスを用
いて 3回計測し，デジタル模型は，専用ソフト
ウェア CEREC Ortho SW2.0を用いてパーソナル
コンピュータ上で 3回の計測を行った．これらの
計測は，1週間の間隔をあけて計 2回行われた．
計測者内・間比較を行うため，2名の計測者が同
様の方法にて石膏模型とデジタル模型の計測を
行った．統計解析は，基準模型，石膏模型，デジ
タル模型の計測値の比較には Friedman test を用
い，石膏模型とデジタル模型における計測者内・

間比較にはWilcoxon signed-rank testを用いた．
【結果】
　混合歯列空隙分析の各計測値を 3つの模型間で
比較した結果，すべての計測項目で有意差は認め
られなかった．石膏模型，デジタル模型に対する
計測者内比較では，すべての計測項目において，
計測者内の有意差は認められなかった．計測者間
比較では，石膏模型で 6項目に計測者間の有意差
が認められたが（Wilcoxon signed-rank test, P＝
0.026～ 0.028），デジタル模型ではすべての計測
項目で計測者間の有意差が認められなかった．
【考察】
　デジタル模型による混合歯列空隙分析の精度を
検討したところ，デジタル模型と基準模型の差
は，最大で 0.55 mm以内にあり，統計学的有意
差は認められず，臨床的に問題はない精度と考え
られた．
　計測者内比較における有意差は，すべての計測
項目で認められず，石膏模型，デジタル模型とも
に模型の印象精度と分析精度は臨床的有用性を満
たすものと思われた．計測者間比較では，石膏模
型で 6項目に計測者間の有意差が認められたのに
対し，デジタル模型ではすべての項目で有意差が
認められなかった．よって，デジタル模型分析に
おいては計測ソフトを使用することにより，より
均一な精度の高い分析が可能であり，術者間の誤
差を最小にできることが示された．
　本研究の限界として，製作された模型に対する
口腔内環境や患者の挙動などの影響は考慮されて
いないことが挙げられるものの，口腔内スキャ
ナーを用いた光学印象によるデジタル模型の混合
歯列空隙分析は，従来の石膏模型分析と同様の精
度で実施可能であることが示唆された．
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乳歯列期の歯列弓と咬合に関する大規模調査に基づく研究
The study of dental arch and occlusion in primary dentition based on a large-scale survey

○村上史子 1），川戸貴行 1），白川哲夫 2）

Fumiko Murakami1）, Takayuki Kawato1）, Tetsuo Shirakawa2）

（1）日大・歯・衛生，2）日大・歯・小児歯）
1）Dept. Oral Health Sci., Nihon Univ. Sch. Dent., 2）Dept. Pediatric Dent., Nihon Univ. Sch. Dent.

【目的】
　乳歯列弓の大きさや乳歯咬合についての研究は
これまでおもに歯列模型を用いて行われている
が，その多くが 2000年以前であり，また歯科診
療時に作成された模型を分析したものである．本
研究では，保育所に通う幼児から得られた歯列模
型を分析し，最近の幼児の乳歯列弓の幅径のデー
タを得るとともに，不正咬合の頻度を検討した．
【対象と方法】
　熊本県，福岡県，富山県，埼玉県，千葉県に所
在する保育所 13施設に平成 25～ 30年に在籍し
た，永久歯萌出前の 3～ 6歳 1702名を分析対象
とした．それらのうち乳切歯の脱落を認めた 302

名は，咬合の分析からは除外した．歯列弓幅径
は，小野ら 1）と日本小児歯科学会 2）の報告を参
考に上下顎の両側犬歯咬頭頂間（a間），上下顎
の両側犬歯舌側歯頸部最下点間（b間），上下顎
の両側第 2乳臼歯近心頰側分界溝間（c間），上
顎の両側第 1乳臼歯頰側咬頭頂間（d間），下顎
の両側第 1乳臼歯頰側分界溝間（e間）を測定し
た．不正咬合は，日本小児歯科学会が 2015年に
提言した「3歳児歯科健康診断における不正咬合
の判断基準」3）を基に判定した．性別間ならびに
3歳と 6歳間の比較には t検定またはχ2検定を
用いた．本研究は，明海大学歯学部倫理審査委員
会と日本大学歯学部倫理委員会の承認を得て実施
した．
【結果】
　上顎の歯列弓の幅径はいずれも，全ての年齢で
女児に比べて男児で有意に大きかった．下顎で
は，3歳と 6歳の a間と 6歳の b間を除き，女児
に比べて男児で有意に大きかった．また，いずれ
の幅径も 3歳に比べて 6歳で有意に大きく，その
差は前歯部に比べて臼歯部で大きく d間と e間
で 1.5 mm程度であった．不正咬合の頻度（表 1）
では，性別間に有意差は認められなかった．不正
咬合の種類別では，反対咬合が 6歳（5.7％），上

顎前突が 3歳（4.8％），過蓋咬合が 6歳（1.9％），
開咬が 4歳（3.3％），叢生が 6歳（15.2％），前歯
部交叉咬合が 6歳（1.9％），臼歯部交叉咬合が 5

歳で（1.0％）でそれぞれ最も割合が高かった．

【考察】
　歯列弓幅径の性差は，小野ら 1）と日本小児歯
科学会 2）の報告と概ね一致し，男児で大きいこ
とを確認した．また，年齢と歯列幅の成長との関
係について，大規模調査データを基に数値化する
ことができた．日本小児歯科学会の基準 3）を用
いた不正咬合の分類では，叢生が幼児期で多く認
められることが明らかとなった．
【文献】

 1）小野博志ほか：歯列の成長変化に関する研究
第 1報―乳歯列の成長変化について―，口病
誌，27：55-61，1960． 

 2）小児歯科学会：日本人の乳歯歯冠並びに乳歯
列弓の大きさ，乳歯列咬合状態に関する調査
研究，小児歯誌，31：375-388，1993． 

 3）日本小児歯科学会：3歳児歯科健康診断にお
ける不正咬合の判断基準，http://www.jspd.

or.jp/contents/common/pdf/main/hantei 

kijun2015.pdf（2022.01.11.アクセス）．

〈表 1〉不正咬合の頻度（性別，年齢別）
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上顎急速拡大に Lip Training・MFTを併用することで鼻腔通気障害は改善するか？
―鼻粘膜肥厚症例に対して―

Does rapid maxillary expansion with lip training and myofunctional therapy 

improve nasal airway ventilation obstruction? ―To nasal mucosa thickening case―

○幸平若奈 1），北村尚正 1），前尾　慶 1），石井　瞳 2），嘉ノ海龍三 2），岩﨑智憲 1）

Wakana Kohira1）, Takamasa Kitamura1）, Kei Maeo1）, Hitomi Ishii2）,

 Ryuzo Kanomi2）, Tomonori Iwasaki1）

（1）徳大・院・小児歯，2）カノミ矯正歯科クリニック（姫路市））
1）Tokushima Univ. Dept. Pediatric Dent., 2）Kanomi Orthodontic Clinic

【目的】
　上顎急速拡大（RME）は鼻腔通気障害改善が
期待できるものの，鼻粘膜肥厚がある場合，その
効果は十分ではない．近年，Lip Training（LT）
ならびに口腔筋機能療法（MFT）による口呼吸
改善が報告され，RMEに LTと MFTを併用する
ことで，鼻腔通気障害改善が期待できる．そこで
鼻粘膜肥厚症例に RMEと LT・MFTを行った場
合の鼻腔通気障害改善効果を明らかにすることを
目的に流体解析を用い検討した．本研究は徳島大
学病院医学系研究倫理審査委員会（承認番号 

4018）の承認済みで，開示すべき COIはない．
【対象と方法】
　対象は RMEに LTと MFTを行い，その前後に
CBCT撮影を行った鼻腔に異常のない正常群（25

名）と鼻粘膜肥厚群（19名），RMEのみを行っ
た正常群（25名）と鼻粘膜肥厚群（22名）の計
91名（平均年齢 8.7歳）である（図 1）．
　CBCTデータから鼻腔 3次元モデルを構築し，
流体解析にて呼気時の最大圧力を算出した（図
2）．
　統計処理は最大圧力について 4群間の比較には
Kruskcal-Wallis testを用い，治療前後の比較に
はWilcoxon sighned-rank testを用いた．
　また，鼻腔の圧力が 100 Pa以上の場合鼻腔通

気障害有とし，治療による改善率を Fisher exact 

testを用い検討した．有意水準は P＜0.05とした．
【結果】
　鼻粘膜肥厚群で RMEと LT・MFTを行った群
は 576.4 Paから 205.0 Paと有意に軽減し，RME

のみの群は有意な変化を認めなかった（表 1）．
　改善率も RMEに LT・MFTを行った鼻粘膜肥
厚群が 68.4％と，RMEのみ行った鼻粘膜肥厚群
の 33.3％より有意な改善を認めた（表 2）．

〈表 1〉各群の治療前後の圧力変化

〈表 2〉各群の治療時の鼻腔通気障害の改善率

【考察および結論】
　本研究は RMEに LT・MFTを併用することで，
RMEだけでは鼻腔通気障害の改善効果の小さい
鼻粘膜肥厚児でも，その効果が向上することが示
された（図 3）．

〈図 3〉 治療前後の鼻粘膜肥厚症例の鼻腔通気状
態の変化　鼻粘膜肥厚症例では RMEに
LT・MFTを行うことで，鼻腔圧力が軽減
し，鼻腔通気障害の改善を認める．A：
RMEのみ，B：RME＋LT・MFT

〈図 1〉本研究の対象ならびに研究仮説

〈図 2〉鼻腔流体解析の流れ A：鼻腔形態の抽出
B：鼻腔モデルの流体解析， C：鼻腔の圧力分布
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上顎歯列弓側方拡大による犬歯歯胚位置の変化
The positional changes of upper canine tooth germ after lateral expansion of 

maxillary dental arch

一瀬隼汰，熊谷徹弥，松尾　聡，柏村晴子，馬場篤子，岡　暁子，尾崎正雄
Shunta Ichinose, Tetsuya Kumagai, Satoru Matsuo, Haruko Kashiwamura, Atsuko Baba, 

Kyoko Oka, Masao Ozaki

（福岡歯大・成育小児歯）
Fukuoka Dent. Coll., Dept. Oral Growth and Development, Div. Ped. Dent.

【緒言】
　小児の歯の萌出障害の中でも上顎犬歯の埋伏
は，隣在歯の歯根吸収を引き起こすなどの重篤な
症状につながることもある．今回われわれは，急
速拡大装置による側方拡大が行われた症例におい
て，治療前後での上顎犬歯歯胚の位置を計測する
ことで，上顎犬歯歯胚の変化を調査した．
【対象と方法】
対象：当病院小児歯科で Hellman歯齢Ⅲ A期に
急速拡大装置により側方拡大を行った患児 7名の
両側犬歯歯胚 14本を対象とした．
方法：パノラマエックス線写真を用いて，上顎歯
列側方拡大前後での上顎犬歯歯軸傾斜角 1）（図 1）
と，エリクソンの Sector分類 2）（図 2）を計測し
た．拡大前後での変化量が－1.0度以上であれば
改善，＋1.0度以上の変化は悪化と判断した．拡
大前の歯列模型を用いて小野の回帰方程式による
Arch length discrepancyを推測した．

【結果】
　上顎歯列弓拡大前のパノラマエックス線写真撮
影時年齢の平均は，8.2±0.6歳，歯列弓拡大後の
撮影時年齢は，9.0±0.4歳であった．
　また上顎歯列弓拡大前の Arch length discrep-

ancyの平均は，－ 3.6±3.2 mmであった．

〈図 1〉 近心傾斜角
度（a）

〈図 2〉 エリクソンの Sec-

tor分類

上顎正中線と犬歯の歯軸との補角
を近心傾斜角度（a）とする．

パノラマエックス線写真上での犬歯尖頭の
側切歯，中切歯歯根との重なり程度を，尖頭
が乳犬歯に近いほうからS1～S5の5段階に分類．

O1

S1 S2 S3 S4 S5

α

　上顎犬歯歯軸傾斜角の変化については，全 14

歯の 57.1％（8歯）が拡大後に改善を示し，28.6

％（4歯）に変化が見られなかった．また，悪化
したケースも 14.3％（2歯）存在した．上顎犬歯
尖頭の Sector分類を拡大前後で比較すると，
35.7％ （5歯）に改善が見られ，64.3％（9歯）に
変化が見られなかった（図 3）．

【考察】
　急速拡大によって上顎犬歯歯軸傾斜角の改善が
みられたのは，50％を超えており，悪化したもの
は 2歯存在した．一方で，Sector分類での改善
は 35.7％にとどまっており，拡大前後での変化を
捉えられなかった．したがって，歯軸傾斜角を用
いた上顎犬歯の歯胚位置の評価は，咬合治療の効
果を判定しやすいと考えられた．上顎犬歯歯軸傾
斜角が悪化した 2歯のうちの 1歯は，拡大前の歯
軸傾斜角は 27.5°で，拡大前から側切歯歯根端よ
り低位に存在しており，拡大後も咬合面方向への
移動がなく，乳犬歯の歯根に吸収が見られないな
どの特徴があった．このような特徴が拡大後に歯
軸改善しない症例に共通して現れるか今後も精査
していく予定である．
【文献】

 1）Ericson S et al.：Angle Ortho, 70：415-, 
2000.

 2）Ericson S et al.：Eur J Ortho, 10：283-, 1988.

〈図 3〉拡大後の変化

上顎犬歯歯軸傾斜角の変化 Sector 分類の変化
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口腔機能発達障害のあるダウン症児の母親の不安度
Anxiety level of mothers of Down syndrome children 

with developmental disorders of oral function

○阿部洋子，三上　優，田中秀和，小佐々　康，山本浩貴，
園本美惠，池田まりあ，人見さよ子，原田京子，有田憲司

Yoko Abe, Yu Mikami, Hidekazu Tanaka, Yasushi Kosasa, Hiroki Yamamoto,

Mie Sonomoto, Maria Ikeda, Sayoko Hitomi, Kyoko Harada, Kenji Arita 

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

【目的】
　一般的に障害をもつ子どもを育てる母親は，健
常児の母親と比較して子育てストレスが高いこと
が知られている．野中ら 1）はダウン症児の母親
は離乳開始期，離乳進行期のいずれも対照群に比
べて不安が大きく，離乳の経過と共に不安が拡大
すると報告している．
　今回われわれは，摂食指導を希望して来院した
ダウン症児の母親の不安度を STAI（状態 -特性
不安尺度）検査を用いて調査したので報告する．
　なお，本研究は大阪歯科大学医の倫理委員会の
承認を得て行った（承認番号大歯医倫第 111009

号）．
【対象と方法】
　対象は摂食嚥下機能の発達支援を希望して当科
に来院したダウン症児の母親のうち，母親の年齢
と初診時の STAI検査に不備がなかった 90名（DS

群）および摂食指導以外の主訴で来院した健常児
の母親の年齢と初診時の STAI検査に不備のな
かった 52名（対照群）とした．また DS群のう
ち，正常な嚥下および咀嚼運動を習得し，食具食
べ機能獲得期に達して支援を終了したダウン症児
22人の母親（DS支援終了群）には支援終了時に
も STAI検査を実施した．
　対照群と DS群，DS支援終了群の初診時と終
了時の STAI得点について t検定を行った．
　さらに，DS支援終了群の患児について，摂食
指導回数と指導終了までの期間，先天性心疾患の
有無，乳歯先天性欠如の有無などを調査・集計を
行った．
【結果】
　対照群の母親の平均年齢は 36.1±5.2歳，状態
不安の平均得点は 40.3±11.1，特性不安の平均得
点は 40.8±12.0であった．DS群の母親の平均年

齢は 38.8±4.7歳，状態不安の平均得点は 39.5±
8.9，特性不安の平均得点は 42.6±9.8であった．
DS支援終了群の初診時の母親の平均年齢は 39.7

±4.4歳，状態不安の平均得点は 37.5±8.1，特性
不安の平均得点は 41.8±9.5であった．DS支援
終了群の終了時の母親の平均年齢は 42.0±4.3歳，
状態不安の平均得点は 35.4±7.9，特性不安の平
均得点は 38.5±9.0であった．DS支援終了群の
初診時と終了時の特性不安得点の間にのみ有意差
を認めた（p＜0.05）．
　DS支援終了群の患児の男女比は 1：1，平均来
院回数は 16.6±8.4回，摂食指導期間は 26.7±
12.9か月であった．また，先天性心疾患は 59％
に，乳歯の先天性欠如は 50％に認められた．
【考察】
　本研究で，Down症児に継続的な口腔機能の発
達支援を行うことで，間接的にその母親の特性不
安を低下できることが示された．STAI検査にお
ける状態不安とは特定の場面で一過性に感じられ
る不安であり，特性不安とは状況要因に影響され
ず長期的に感じている不安を示していることか
ら，乳幼児期の継続的口腔機能発達支援時に
Down症児の特性の情報提供や言葉かけなど好ま
しい育児態度の提案などを行うによって，母親の
育児不安度を低下できる可能性が示唆された．
【文献】

 1）野中　歩ほか：ダウン症候群児の哺乳と摂食
に関する研究（第 1報）離乳期の栄養指導と
母親へのアンケート調査結果について，小児
歯誌，36：751-757，1998．
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睡眠時の口唇閉鎖不全を認める小児の口腔機能，睡眠および発達に関する検討
Evaluation of oral function, sleep quality, and development in children with 

incompetent lip seal while sleeping

○角野舞香，三笠祐介，大継將寿，大川玲奈，仲野和彦
Maika Kadono, Yusuke Mikasa, Masatoshi Otsugu, Rena Okawa, Kazuhiko Nakano

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

【目的】
　口唇閉鎖不全（Incompetent lip seal；ILS）は
口腔習癖の 1つであり，口呼吸との関連が示唆さ
れている．ILSは日本人の未就学児のおよそ 20

～ 30％に認められることが報告されており，口
腔機能の発達や顎顔面形態の成長発育に影響を及
ぼすと考えられている．また，睡眠時の口唇閉鎖
不全（Incompetent lip seal while sleeping ；
ILS-s）は閉塞性睡眠時無呼吸症候群（Obstruc-

tive Sleep Apnea Syndrome ；OSAS）との関連が
示唆されており，日本版幼児睡眠質問票における
OSASの評価基準の 1項目に含まれている．
　これまでに，ILSの関連因子については明らか
になっているが，ILS-sの関連因子については明
らかになっていない．本研究では ILS-sを認める
小児における口腔の形態的特徴および機能的特徴
を明らかにするとともに，睡眠および発達面での
関連因子についても分析を行った．なお，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-E39）．
【対象と方法】
　大阪府下の 3つの幼稚園および保育園におい
て，保護者の同意が得られた 364名の未就学児
（3～ 6歳）を対象とした．2021年 5月から 6月
にかけて行った歯科検診にて，対象者の歯列咬
合，口唇閉鎖および舌小帯の評価を行った．保護
者に対しては，口腔機能，睡眠，発達に関するア
ンケート調査を行い，各項目について該当率を算
出した．睡眠に関するアンケートのうち，「口を
開けて眠る」の項目により ILS-sの有無を判定し
た．ILS-sの有無により 2群間での各項目の該当
率を比較した．
　統計学的分析には |2検定およびフィッシャー
の正確確率検定を用い，有意水準は 5％とした．

【結果】
　ILS-sは，未就学児のおよそ 4人に 1人に認め
られた．また，約 6割に不正咬合が認められ，約
3割に口唇閉鎖不全が認められた．口腔機能のう
ち咀嚼に関する項目では，「食事時間が極端に長
い」や「硬い食べ物の咀嚼が苦手である」に該当
する未就学児が 2割程度存在した．睡眠に関する
項目では，およそ 4人に 1人が「睡眠中歯ぎしり
をする」に該当した．発達においては，「落ち着
きがない」が約 3割，「極端なこだわりを持って
いる」が 1割以上存在した．
　ILS-sの有無による 2群間の比較では，ILS-s 

群において日中の ILSが有意に高頻度であり，食
事の際に「口が開いている」や「クチャクチャ音
がする」の項目も有意に高頻度であった．睡眠に
関する項目では，「睡眠中の歯ぎしり」や「大き
ないびきをかく」などの該当率が ILS-s群におい
て有意に高かった．さらに「鼻疾患がある」や
「姿勢が悪い」といった全身的特徴，「一人で遊ぶ
ことが多い」「落ち着きがない」といった発達に
関する項目に関しても，ILS-s群において有意に
高頻度であった．一方で，不正咬合や咀嚼能力に
関連する項目に関しては，ILS-sとの関連が認め
られなかった．
【考察】
　本研究結果より，未就学児における睡眠時の口
唇閉鎖不全は閉塞性睡眠時無呼吸症候群の指標で
あるとともに，日中の口唇閉鎖不全や全身的特徴
さらには発達面との関連が示唆された．
　今後は，調査規模を拡大して分析を継続してい
くとともに，口腔機能の視点から未就学児の睡眠
や発達についての研究を進めたいと考えている．
【会員外共同研究者】
加藤隆史（大阪大学大学院歯学研究科口腔生理学
教室）
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幼児の口腔機能に影響を及ぼす因子について
The factors affecting to oral function in infancy 

○宮本えり子 1），髙島由紀子 1），辰巳園子 1），茨木浩子 2）

Eriko Miyamoto1）, Yukiko Takashima1）, Sonoko Tatsumi1）, Hiroko Ibaraki2）

（1）一般財団法人サンスター財団　附属千里歯科診療所（豊中市），
2）一般財団法人サンスター財団　企画室（高槻市））

1）Sunstar Senri Dental Clinic, 2）Sunstar Foundation Planning Office

【目的】
　近年，子どもの口腔機能発達不全症について注
目されているが，子どもには自覚がなく，保護者
も気がついていないことが多い．口腔機能に影響
を及ぼす要因は，吸指癖などの口腔習癖や食・生
活習慣など，器質的な問題以外の後天的なものが
多いとされている．今回，正常咬合を有する幼児
を対象に口腔機能発達不全症の診断を行い，保護
者へのアンケート調査から口腔機能に影響を及ぼ
す因子との関連を分析したので報告する．なお，
本研究は，サンスターグループ内設置の倫理委員
会の承認を得て実施した（伺い番号：18上-03）．
【対象と方法】
　2018年から 2021年に当診療所を受診し，保護
者の同意を得られた患児を対象とした．対象患児
は乳歯列期で，咀嚼に影響する齲蝕のない，正常
咬合を有した 5歳児 72名（男児 38名・女児 34

名）とした．口腔機能発達不全症のチェックリス
トに基づき，食べる機能・話す機能・その他の機
能の評価をおこない診断した．また保護者に対
し，オーラルケアアンケート，食・生活習慣アン
ケートを実施した．
【結果】
　食べる機能と話す機能のうち 2つ以上に該当し
口腔機能発達不全症と診断された患児は 72名中
19名（26.4％）であった．口腔機能発達不全症と
診断された患児はそうでない患児に比べ，口唇閉
鎖不全を認める割合，口腔習癖がある割合が有意
に高かった．保護者へのオーラルケアアンケート
では，口腔機能発達不全症と診断された患児はそ
うでない患児に比べ，「口臭が気になる」と回答
した率が有意に高かった．食・生活習慣アンケー
トでは，口腔機能発達不全症と診断された患児は
そうでない患児に比べ，「起きている時いつも口
が開いている」・食事時に「食べこぼすことがよ
くある」と回答した率が有意に高く，既往歴にお

いては「鼻炎」・「花粉症」が有意に高かった．保
護者が食事で特に気をつけていることは「規則正
しい時間に食事をすること」・「楽しく食べるこ
と」であると回答した率が有意に高かった．
【考察】
　正常咬合であっても口腔機能発達不全症と診断
された幼児が一定数存在した．早期発見・早期対
応のため，小児・保護者への日常生活における詳
細な問診と，口腔機能の診査が必要であると考え
られる．「鼻炎」・「花粉症」の既往歴があり，「起
きている時いつも口が開いている」小児は，口腔
機能発達不全症のリスクが高い可能性がある．ま
た，「口臭」のある小児や食事時に「食べこぼす
ことがよくある」小児は，口唇閉鎖の機能が獲得
できていない可能性がある．規則正しい時間に楽
しく食事をするなど，食事に対する保護者の意識
を高めることにより，口腔機能発達不全症を予防
できる可能性があることが示唆された．今後，歯
列不正を認める小児を含め，保護者への食・生活
習慣の問診を行い，口腔機能との関連性について
更なる分析が必要であると考える．
【文献】

 1）浜野美幸：子どもの口腔機能を育てる本，医
歯薬出版，2020．

 2）口腔機能発達不全症に関する基本的な考え
方，日本歯科医学会，2020．
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本学附属病院小児歯科における障害児の初診の実態調査
Factual survey of patients with disability visiting the pediatric dentistry clinic of 

a university dental hospital for the first visit

○飯領田采奈，梅津糸由子，芦澤みなみ，松尾恭子，杉澤香恵子，荻原栄和，
松崎祐樹，白瀬敏臣，内川喜盛

Ayana Iroden, Yuko Umezu, Minami Ashizawa, Kyoko Matsuo, Kaeko Sugisawa, 

Eiwa Ogihara, Yuki Matsuzaki, Toshiomi Shirase, Yoshimori Uchikawa

（日歯大病院・歯・小児歯）
Nippon Dental Univ. Hosp., Dept. Pediatric Dent.

【目的】
　本学附属病院小児歯科は地域や医科，他科と連
携して障害児に対して歯科医療を行ってきた．そ
こで，患児や保護者へ更なるニーズに応える歯科
医療を提供できるよう，今後の診療形態を考え，
実施する目的で，小児歯科初診患者のうち障害の
ある患児の実態について調査したので報告する．
【対象と方法】
　対象は 2017年 1月から 2021年 12月までの 5

年間に本学附属病院小児歯科を受診した初診患者
のうち，障害のある患児 485名（15歳未満）と
した．集計は，患児の性別，初診時年齢，主訴
（重複あり），障害の種類（重複あり），紹介の有
無，紹介理由について，診療録をもとに行った．
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-T2021-49）を得て行った．
【結果】
　5年間の障害児の初診患者数は，485名（小児
歯科初診患者数のうち，9.4％）であった．性別
は，男児 326名（67.2％），女児 159名（32.8％）
であった．初診時年齢は 9か月から 14歳で，平
均年齢は男児 6.1±2.9歳，女児 5.2±3.5歳であっ
た．
　主訴は「齲蝕」が 210名と最も多く，次に「口
腔健康管理」が 68名，「萌出異常」が 34名，「軟
組織疾患」が 25名であった．
　障害の内訳は，自閉スペクトラム症（以下
ASD）118名が最も多く，次に知的能力障害 66

名，ダウン症候群 56名，注意欠如・多動症
（ADHD）41名，脳性麻痺 21名，てんかんの合
併 25名の順であった．重症心身障害児は 32名で
あった．紹介の有無は，有りが 394名（81.2％）
であった．紹介理由は「処置依頼」が 363名で最
も多く，そのうち「全身麻酔」が 33名であった．

2021年は「訪問依頼」が 26名であった．
【考察】
　2020年の初診患者数は最も少なく，他の年と
比較して約 4割減少した．これは，COVID-19感
染拡大による歯科受診の控えや予約の制限による
ものと考えた．一方，2021年は通院困難な重症
心身障害児の在宅診療の依頼が増加したことによ
り初診患者数は増加していた．
　主訴は「齲蝕」が最も多く，次いで「口腔健康
管理」であった．これは本院口腔リハビリテー
ション科を受診し，当科と連携した患児が多かっ
たためと考えられた．
　障害の内訳は ASD が最も多く，知的能力障害
と続いていた．これは，当科が発達年齢が低い対
応困難な患児の受け入れ機関として機能している
ことが考えられた．
　紹介理由は，関連機関や小児歯科専門医より全
身麻酔などの特別な対応が必要な処置の依頼，特
に 2021年は他医療機関からの在宅診療の依頼が
急増した．障害児や医療的ケア児に対して小児歯
科が早期に介入することは，口腔機能の向上，歯
科疾患の予防およびホームケアの負担軽減を期待
でき，地域，医科，他職種とも連携し更なる支援
体制の構築が急務と考えた．
　以上から，障害児に対する歯科的支援は，個々
の障害特性や環境に適した対応や治療を提案して
いく必要があり，高次医療機関としてニーズに
沿った診療体制を整えていく必要があると考え
た．
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学童の口すぼめ時顔面 3次元画像における口唇の体積は口唇閉鎖力を反映する
The volume of lips in three-dimensional facial image during of 

lip pursing in school children reflects the lip-closing force

○橋口大輔 1），佐橋喜志夫 2），鷲野嘉映 3），齊藤桂子 1），森川和政 1）

Daisuke Hashiguchi1）, Kishio Sabashi2）, Kaei Washino3）, Keiko Saito1）, Kazumasa Morikawa1）

（1）岩医大・歯・小児障害歯，2）さばし矯正小児歯科（可児市），3）愛知みずほ短期大学）
1）Iwate Medical Univ., Div. Pediatric / Spe. Care Dent., 2）Orthodontics and Pedodontics Sabashi, 3）Dept. Life 

Sciences, Aichi Mizuho Junior Coll.

【目的】
　口唇閉鎖には 5つのタイプがある．すなわち
blowing through a straw（ストローを吹く），
puffing out of the cheeks（頰を膨らます），purs-

ing of the lips（口をすぼめる），compression of 

the lips（歯に唇を圧迫する），reciprocal com-

pression of the lips（唇を相互の圧迫する）であ
る．このうち〝口すぼめ〟は，前歯被蓋完成期初
期の学童において多方位口唇閉鎖力測定装置から
口唇閉鎖力として測定された報告がある．また，
3次元画像から定量化した報告 1）はあるが，これ
らの関係は明らかではない．そこで，学童の口唇
閉鎖力と口すぼめ時の顔面 3次元画像との関連性
を検討したので報告する．なお，本研究は岩手医
科大学倫理委員会の承認（承認番号 01325）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永久歯前歯被蓋
初期の 9歳から 11歳の男児 10名，女児 10名
（計 20名）であった．口唇閉鎖力は，多方位口唇
閉鎖力測定装置（プロシード，長野）用いて大石
らの方法 2）に従って測定した．8方向の口唇閉鎖
力の合計を総合口唇閉鎖力（以下，TLCF）とし，
3回測定した平均値を被検者の値とした．顔面
3D写真の撮影と解析は，ハンディタイプの 3D

画像撮影装置 VECTRA H1と VECTRA Software

（Canfield Scientific, Inc. Parsippany, NJ, USA）を
用いて以前にわれわれが報告した方法 1）に従っ
て行った．安静時と口すぼめ時の顔面を撮影した
それぞれ 3枚の画像を合成して 3D画像を作成し
た．これらを重ね合わせて解析し，口唇領域の表
面積差，画像間距離，画像間体積差の 3項目を算
出した．統計分析は，TLCFと 3項目の値と年齢，
性差の検定をした．また，TLCFと 3項目の解析
値それぞれとの相関分析をした．なお，P値＜

0.05を統計的に有意とした．
【結果】
　安静時と口すぼめ時の口唇領域の表面積差，画
像間距離，画像間体積差の 3項目と TLCFは，い
ずれも有意な年齢差と性差がなかった．口唇領域
の表面積差および画像間距離と TLCFの間には，
いずれも有意な相関関係はなかった．画像間体積
差と TLCFの間には有意な正の相関関係があった
（n＝20，c＝0.63，p＜0.01）．
【考察】
　TLCFと画像間体積差との間には有意な正の相
関関係があったことから，口すぼめ時の顔面 3次
元画像から測定した口唇の体積は，口唇閉鎖力を
反映していることが分かった．顔面 3次元画像に
よる〝口すぼめ〟の測定は，非侵襲で非接触であ
ることから患者側のみならず術者側においても安
全で安心な方法である．これは歯科臨床に画期的
な意義をもつと考える．今後は，小児期を通じて
口唇閉鎖力と口すぼめ時の顔面 3次元画像との関
連性を検討するのみならず，他の 4つのタイプの
口唇閉鎖も顔面 3次元画像から解析する予定であ
る．
【文献】

 1）橋口大輔，佐橋喜志夫，鷲野嘉映，齊藤桂
子，森川和政：顔面 3次元画像から口すぼめ
を定量化した 10 歳男児の 1例，小児歯誌，
59：148–153，2021.

 2）大石めぐみ ,足立忠史，安富和子，中塚久美
子，山田一尋，増田裕次：永久歯前歯被蓋初
期における多方位口唇閉鎖力（Ⅰ）その特性
と体格・体力との関連，顎機能誌，17：111-
112，2010.
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骨格性Ⅱ級小児の口蓋扁桃肥大が気道閉塞・舌姿勢・歯軸傾斜に及ぼす影響
Effect of enlarged palatine tonsils on airway obstruction, tongue posture, 

and tooth axis inclination in skeletal Class II children

○奥　陽一郎 1），岩﨑智憲 2），佐藤秀夫 1），嘉ノ海龍三 3），山﨑要一 1）

Yoichiro Oku 1）, Tomonori Iwasaki 2）, Hideo Sato 1）, Ryuzo Kanomi 3）, Youichi Yamasaki1）

（1）鹿大・院医歯・小児歯，2）徳大・院・小児歯，3）カノミ矯正歯科クリニック（姫路市））
1）Kagoshima Univ. Dept. Pediatric Dent., 2）Tokushima Univ. Dept. Pediatric Dent., 

3）Kanomi Dental Clinic

【目的】
　小児期の口蓋扁桃肥大による通気障害は，顎顔
面領域の成長発育に影響を及ぼすとされている
が，定量的に示された報告はほとんどない．また，
肥大の程度による通気障害有無の判断は難しく，
医科領域においても明確な基準は示されていない．
　そこで本研究では，骨格性Ⅱ級小児を対象とし
て口蓋扁桃に対応する部位の 3次元咽頭気道モデ
ルを流体解析し，側面頭部エックス線規格写真に
おける咽頭気道前後径と通気状態の関連性を指標
化することを目的とした．さらに，顎顔面形態を
比較検討して，口腔領域に与える影響を分析した．
【対象と方法】
　歯列咬合管理を主訴に来院し，精査のため
CBCT撮影を実施した小児 60名（男児 28名，女
児 32名，平均年齢 9.4±1.3歳）を対象とし，口
蓋扁桃の肥大度から 20名ごとの 3群（G1；肥大
無，G2；中等度肥大，G3；高度肥大）に分類し
た．CBCTのデータから側面頭部エックス線規格
写真様画像を構築後，顎顔面歯列形態，咽頭後壁
から舌までの距離，咽頭気道前後径と同部の断面
積をそれぞれ計測した．また，3次元咽頭気道モ
デルを構築し，熱流体解析ソフトから吸気時にお
ける最大陰圧を算出した（図 1）．
【結果】
　L1-FH角において，G3群が G1群に対して有
意に小さかった．咽頭後壁から舌までの距離と咽
頭気道前後径では，G3群が G1群と G2群に対し
て有意に長かった．一方，断面積では，G3群が
G1群と G2群に対して有意に小さかった．咽頭
気道の最大陰圧では，G3群が G1群と G2群に対
して有意に陰圧が大きく，特に咽頭気道の断面積
が 75 mm²を下回る場合と，前後径が 14 mmを
超える場合に，最大陰圧が著しく大きくなった
（図 2）．
【考察】
　本研究から，口蓋扁桃の高度肥大群において，

咽頭気道前後径は最も長かったにも関わらず，断
面積は最小となる逆の傾向が示され，特に前後径
が 14 mmを超える場合，最大陰圧が著しく大き
くなり，通気障害が生じる可能性が示唆された
（図 3）．
　また，口蓋扁桃の高度肥大は，舌位に対しても
影響を及ぼし，舌の前方移動により，下顎切歯の
唇側傾斜を引き起こすと推察された．

〈図 1〉咽頭気道の抽出と流体解析の流れ
A：上気道（黒の点線部）と咽頭気道の抽出部位
B：3次元咽頭気道モデルの抽出
C：流体解析結果
PL：PNSの高さにおける FH平面に平行な面
EB：喉頭蓋窩の高さにおける FH平面に平行な面

〈図 2〉 咽頭気道の断面積ならびに前後径と最大
陰圧の関係

〈図 3〉 口蓋扁桃と咽頭
気道との関連性

上段：咽頭気道側面
中段：咽頭気道断面
下段：流体解析結果
A：G1群
B：G2群
C：G3群
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小児期における歯の異常の関連についての調査
A pilot study of associated dental anomalies in childhood 

○宇佐見智里，梅津糸由子，宮山友紀，杉澤香恵子，白瀬敏臣，内川喜盛
Chisato Usami, Yuko Umezu, Yuki Miyayama, Kaeko Sugisawa,

Toshiomi Shirase, Yoshimori Uchikawa

（日歯大病院・小児歯）
 Nippon Dental Univ. Hosp., Dept. Pediatric Dent.

【目的】
　1998年 T. Baccettiは 7～ 14歳の小児に対し，
7つの歯の異常の発現型の関連性について研究を
行い，第二小臼歯の欠如，上顎側切歯の矮小，低
位乳歯，エナメル質形成不全，上顎犬歯の口蓋側
転位の 5つの歯の異常について有意な関連が認め
られたと報告した 1）．しかし，過去に日本人の永
久歯の先天性欠如に関する報告はあるが，歯の異
常における関連を調査した研究は極めて少ない．
今回パイロットスタディとして歯の異常について
の関連を明らかにすることを目的とし，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-T2020-42）を受けて行った．
【対象と方法】
　対象は，2018年 1月から 2021年 12月まで 4

年間に当院小児歯科を受診し，パノラマエックス
線写真（以下，パノラマ）を撮影した 7～ 14歳
の 840人（男児 460人，女児 380人）とした．
　方法は，T. Baccettiの研究を参考に診療録，口
腔内写真，パノラマを基に 3名の歯科医師が①第
二小臼歯の欠如②上顎側切歯の矮小③低位乳歯④
エナメル質形成不全⑤第一大臼歯の異所萌出⑥過
剰歯⑦上顎犬歯の異所萌出の有無を評価した．日
本人以外の人種，遺伝子疾患や症候群などの全身
的な疾患，6歯以上の部分性無歯症，多数歯齲蝕，
矯正治療をした者は除外した．調査項目は性別，
撮影時年齢，7つの歯の異常の有無とした．
　統計分析は IBM SPSS Statistics ver.21を用いて
それぞれの歯の異常における関連についてχ2検
定および Cramerの連関係数を用い，χ2検定は
有意水準を 5％，Cramerの連関係数は 0.1以上
を関連ありとした．
【結果】
　7つの歯の異常のうちいずれか 1つ以上を認め
たものは 226人（26.9％）で，男女比は男児 106

（46.9％），女児 120人（53.1％）だった．歯の異
常の内訳は上顎犬歯の異所萌出が最も多く 75人，
次いで第二小臼歯の欠如が 56人，過剰歯が 47

人，形成不全が 24人，上顎側切歯の矮小が 23

人，第一大臼歯の異所萌出が 22人，低位乳歯が
19人だった．また，歯の異常を認めた中で 1つ
認めたものは 189人（83.6％），2つ認めたものは
34人（15.1％），3つ以上認めたものは 3人（1.3

％）だった．
　Cramerの連関係数から第二小臼歯の欠如は上
顎犬歯の異所萌出，上顎側切歯の矮小との間にお
いて有意に関連を認め，低位乳歯は第一大臼歯の
異所萌出との間に有意な関連が認められた．
【考察】
　本調査から，何らかの歯の異常を持つ小児の
16.3％に複数の異常が認められた．また，その歯
の異常間で関連性を認め，過去の報告 1）を支持
する結果となった．このことから，歯数の異常や
萌出異常が確認される場合，その他の異常の存在
も疑い，慎重に確認することが推奨される．特
に，上顎側切歯の矮小や低位乳歯は視診により発
見することが可能であり，他の歯の異常を疑う
きっかけになると考える．併せて，乳歯列期から
混合歯列期にかけてのパノラマエックス線検査
は，健全な歯列育成に大きな影響を及ぼす歯の異
常の早期発見に有効であることが示唆された．今
後，今回関連がないとされた歯の異常や評価した
7つ以外の歯の異常に関しても引き続き被験者数
を増やしながら，継続した調査を行う予定であ
る．
【文献】

 1）Baccetti T et al.：A controlled study of asso-

ciated dental anomalies, Angle Orthod, 68：
267-274, 1998．
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幼児の口腔機能発達不全症の現状
―出生順位別の傾向と摂食評価について―

Current status of predictors of developmental insufficiency of oral function in children

―Trend by birth order and feeding assessment―

○大田千央 1），石﨑晶子 2），山口知子 2, 3），内海明美 2），池田理沙 1），弘中祥司 2），船津敬弘 1）

Chihiro Ota1）, Akiko Ishizaki2）, Satoko Yamaguchi2, 3）, Akemi Utsumi2）, Risa Ikeda1）, 

Shouji Hironaka2）, Takahiro Funatsu1）

（1）昭和大・歯・小児歯，2）昭和大・歯・口腔衛生，3）神歯大・歯・小児歯）
1）Showa Univ. Dept. Pediatric Dent., 2）Showa Univ. Div. Hygiene and Oral Health, 

3）Kanagawa Dental Univ. Dept. of Pediatric Dent.

【目的】
　近年「口腔機能発達不全症」という病名が提唱
され，保険収載された 1）．これまでわれわれは，
幼児の口腔機能発達不全症の診断には舌圧測定と
保護者への食行動の聞き取りが有用である可能性
について報告した 2）．加えて成育環境や摂食機能
に関して調査することで「口腔機能発達不全症」
の病態をさらに明確化できると思われる．そこで
本研究では出生順位と口腔機能発達不全症の関連
についてと口腔機能発達不全症児の摂食機能につ
いて検討した．
【対象と方法】
　本研究の対象児は，区立保育園に通っている
96名（男児 42名，女児 54名，年齢：3～ 6歳）
である．対象児の保護者に対して調査の事前にア
ンケートを実施した．アンケートからは，年齢，
性別，成育履歴，家庭環境，生活習慣，口腔習
癖，発音，運動習慣，鼻疾患，および食事行動に
関するデータを収集した．加えて，全身と口腔に
関する評価を行い，日本歯科医学会が提示してい
る「口腔機能発達不全症チェックリスト（離乳完
了後）」を使用し，その判断基準に従って診断し
た 2）．その後口腔機能発達不全症児のみ，食事の
外部観察評価を実施した．データ比較としてχ2

検定を使用した．得られたデータは統計ソフトに
て解析を行った．本研究は，昭和大学における人
を対象とする研究等に関する倫理委員会の承認を
得て実施した（2018-007）．
【結果】
　出生順位第一位が 52名（54％），第一位以外が
44名（46％）であった．口腔習癖に関して，診
断結果と保護者アンケートにおける結果の一致率
は，第一位群の方が第一位以外群よりも有意に低

かった（p＜0.001）．また，食事の外部観察評価
において「食事中の開口」が最も多く認められ
た．一方で保護者アンケートでは「食事に時間が
かかる」という意見が最も多かった．
【考察】
　口腔習癖の有無について，出生順位第一位群の
方が第一位以外群よりも診断とアンケートの結果
の一致率が有意に低かったことが示された．この
ことから，第一子の保護者では，初めての子育て
のため 3），口腔習癖の有無を正しく認識すること
が難しいと推測される．また，口腔機能発達不全
症児は食事中に開口している傾向にあるため，口
唇閉鎖についても注視する必要があり，摂食行動
からも診断できる可能性が示唆された．
【結論】
　口腔機能発達不全症の診断を行う際，口腔習癖
等の専門性の高い項目に関しては，特に第一子の
場合には注意深く聞き取りを行う必要がある．
【文献】

 1）日本歯科医学会：口腔機能発達不全症に関す
る基本的な考え方，https://www.jads.jp/basic 

/pdf/document-200722-3.pdf（2022.01.06.ア
クセス）．

 2）Ota C et al.：Predictors of Developmental In-

sufficiency of Oral Function in children

  https://doi.org/10.1016/j.pdj.2021.12.002

（2022.01.06.アクセス）．
 3）田村文誉ほか：保護者が感じている子どもの
食の問題と歯科医療の役割，小児歯誌，55：
18-28，2017.
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口腔機能発達不全症と診断した小児の実態調査（2021年 1月以降）
The fact-finding survey of the pediatric outpatient diagnosed with the developmental 

insufficiency of oral function since 2021 January

○山田裕之，駒形悠佳，田村文誉
Hiroyuki Yamada, Yuka Komagata, Fumiyo Tamura

 

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

【緒言】
　口腔機能発達不全症が，平成 30年（2018年）
に歯科保険に収載された 1）．そして，令和 2年
（2020年）の診療報酬改定では，離乳完了後に加
え，離乳完了前の評価が新設された 2）．口腔機能
発達不全は，齲蝕による硬組織が原因で口腔機能
の発達が妨げられる場合もあるが，食べる機能自
体が何らかの原因で発達できていないことも考え
られる．2018年 4月から 2020年 12月までの実
態調査 3）は，すでに発表した．そこで，本研究
では 2021年 1月以降に口腔機能発達不全症と診
断し小児の実態調査を行い，主訴と評価内容を確
認することを目的とした．
【対象と方法】
　某歯科大学クリニックに，食べる機能の困りご
とを主訴に来院した小児で，摂食嚥下機能療法の
対象にならない健常児を対象とした．口腔機能発
達不全症の評価と診断は，チェックリストを用い
て診断した 4）．チェックリストは，機能（A）・分
類（B）・項目（C）・該当項目（D）で構成され
ている．診断は，機能（A）「食べる」のなかの，
分類（B）の項目で，離乳完了前では「哺乳」「離
乳」，離乳完了後では「咀嚼機能」の中に該当項
目が必ず 1つ含むこと，また，機能（A）「食べ
る」・「話す」の項目に 2つ以上が該当する小児と
した 3）．各データの確認は，電子カルテを用いて，
後ろ向きに行った．期間は，2021年 1月から 12
月（抄録作成時）とした．
　本研究は，日本歯科大学生命歯学部倫理審査委
員会の承認を得て実施された（承認番号：
NDU-T2021-36）．
【結果】
　診断した小児は 20名であり，離乳完了前が 3
名，離乳完了後が 17名であった．来院のきっか
けは，歯科医院からの紹介 7名，医科病院からの
紹介 6名，ホームページ 5名であった．
　主訴については，項目ごとに複数回答で集計し
た．離乳完了前と離乳完了後ともに，主訴は「食
べ方の問題」が一番多く該当していた．
　診断の基準となるチェック項目も複数回答で集
計した．離乳完了前では，「C-9離乳食が進まな

い」が一番多く該当していた．離乳完了後は，
「C-5　咀嚼時間が長すぎる，短すぎる」と「C-8　
哺乳量・食べる量，回数が多すぎたり少なすぎた
りムラがある等」が多い傾向であった．硬組織の
器質的な問題についての項目は，離乳完了前の
「C-1先天性歯がある」：0名，離乳完了後の「C-1
歯の萌出におくれがある」：1名，「C-2　機能的
因子による歯列・咬合の異常がある」：2名，「C-3　
咀嚼に影響する齲蝕がある」：0名であった．
　指導方法は，離乳完了前では食形態の調整が多
く，離乳完了後は環境調整が多い傾向であった．
齲蝕治療は重要ではあるが，硬組織の器質的な問
題と，食行動に直接的に関係があった小児は認め
なかった．
【考察】
　歯科からの紹介が多かったが，ホームページで
調べて直接来院する小児が増えてきている傾向で
あった．主訴は離乳完了前と離乳完了後とも「食
べ方の問題」が多く，保護者や本人は，なぜ食べ
ないのか，食べられないのかを不安としていた．
診断結果から，齲蝕や咬合等の硬組織の器質的な
問題よりも食べる機能に問題を抱えている傾向で
あった．そのため，口腔機能発達不全症の診断と
指導には，健常児の食べる機能を診ることが重要
であり，離乳完了前の乳歯萌出前の口腔機能の確
認も重要であることが示唆された．
【文献】

 1）日本歯科医学会：口腔機能発達不全症に関す
る基本的な考え方，http://www. jads.jp/basic/
pdf/document_03.pdf（2022.01.11.アクセス）．

 2）厚生労働省：中央社会保険医療協議会 総会
（第 451回），https://www.mhlw.go.jp/content/ 
12404000/000601838.pdf（2022.01.11. アクセ
ス）．

 3）駒形悠佳ほか：摂食嚥下専門外来において口
腔機能発達不全症と診断された患者の実態調
査，障歯誌，42（2）：196-202, 2021.

 4）日本歯科医学会：小児の口腔機能発達評価マ
ニュアル 2018，http://www.jads.jp/date/2018 
0301manual.pdf（2022.01.11.アクセス）．
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小児の口腔機能に関する臨床的評価について―幼児の鼻腔通気度測定―
Clinical evaluation of oral function in children

―Measurement of nasal air permeability in preschoolers―

〇田口可奈子 1），貨泉朋香 1），野原佳織 1），新明　桃 1），黒川亜紀子 1），小林利彰 1），内山　章 1），
日野亜由美 2），稲永詠子 2），茂呂歩実 2），黒木貴子 2），石川亮乃 2），矢島志門 2），唐木隆史 2），船山ひろみ 2），

朝田芳信 2）

Kanako Taguchi1）, Tomoka Kasen1）, Kaori Nohara1）, Momo Shinmei1）, Akiko Kurokawa1）, Toshiaki Kobayashi1）, 

Akira Uchiyama1）, Ayumi Hino2）, Eiko Inenaga2）, Ayumi Moro2）, Takako Kuroki2）, Akino Ishikawa2）, Shimon 

Yajima2）, Takashi Karaki2）, Hiromi Funayama2）, Yoshinobu Asada2）

（1）公益財団法人ライオン歯科衛生研究所（墨田区），2）鶴見大・歯・小児歯）
1）The Lion Foundation for Dental Health, 2）Tsurumi Univ. Dept. Pediatric Dent.

【目的】
　口呼吸の実態やメカニズムについては，不明な
点が多く，口呼吸の定義は現状では明確になって
いない．演者らは，幼児における口呼吸の実態を
把握するため，2018年に保育園児および幼稚園
児の保護者を対象に質問紙調査を実施し，口呼吸
の早期発見に繋がる 5つの徴候を見い出した
が 1），客観的な指標づくりには，口呼吸に対する
臨床的評価の必要性が示唆された．そこで，本研
究では口呼吸に対する臨床評価法の 1つと考えら
れる鼻腔通気度に注目し，幼児を対象に測定を
行ったところ若干の知見を得たので報告する．
【対象および方法】
　対象は，神奈川県内の某幼稚園に通う年長児お
よびその保護者に本調査の趣旨を説明し，同意を
得た 66名（男児 34名，女児 32名，測定時平均
年齢 5.6歳±0.5）とした．測定内容は，鼻腔通気
度（MPR3100，チェスト㈱），口腔内観察，口唇
閉鎖力（りっぷるくん，㈱松風），舌圧（TPM-
02，㈱ JMS）とした．さらに，質問紙調査とし
て生活習慣や全身状態に関する前回調査項目 1）

を含む全 73項目を実施した．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実施し
た（受付番号：1827）．
【結果】
　対象者 66名における鼻腔抵抗値の平均は 0.48

±0.25 Pa/cm3/sであった（図 1）．男女間の比較
では，男児 0.45±0.20 Pa/cm3/s，女児 0.51±0.30 

Pa/cm3/sで，女児が男児に比べ高い鼻腔抵抗値を
示したが有意差は認められなかった．口唇閉鎖力
の平均値は 3.97±2.06N，舌圧の平均値は 14.27±
7.55 kPaであったが，男女間で有意差は認められ
なかった（表 1）．

【考察】
　日本人児童の鼻腔抵抗値の平均は 0.43±0.50 

Pa/cm3/sと報告されているが 2），幼児を対象とし
た報告は見当たらない．今回の調査から，幼児の
鼻腔抵抗値は，児童とほぼ同等であることが分
かった．一方，口唇閉鎖力および舌圧の平均は，
過去の報告 3, 4）と比較し低値を示したが，コロナ
禍におけるマスク着用などの生活様式の変化の影
響も疑われるため，継続的な検討が必要である．
　日本耳鼻咽喉科学会認定専門医の植草康浩先生
には，温かいご指導を賜りました．心より感謝申
し上げます．
　本演題の発表に際し開示すべき利益相反あり．
【文献】

 1） 貨泉朋香ほか：小児歯誌，58：132-141, 

2020.

 2） Kobayashi R：Auris Nasus Larynx：2010.

 3） 佐々木有美ほか：小児歯誌，57：130, 2019.

 4） Saitoh I et al.：Ped Dent J, 27：115-120, 

2017.

〈図 1〉鼻腔抵抗値
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〈表 1〉口唇閉鎖力・舌圧
全体 男児 女児

口唇閉鎖力（N） 3.97±2.06 3.90±2.14 4.04±2.00

舌圧（kPa） 14.27±7.55 12.91±6.82 15.70±8.11
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スプーンを用いた捕食における口腔と上肢の協調運動の発達変化
The developmental changes in mouth-hand coordination during spoon feeding

○笹川祐輝 1），中村由紀 1），中島　努 1），花崎美華 1），築野沙絵子 1），
朴沢美生 1），五月女哲也 1），齊藤一誠 2），早崎治明 1）

Yuki Sasakawa1）, Yuki Nakamura1）, Tsutomu Nakajima1）, Mika Hanasaki1）, Saeko Tsukuno1）, 

Mio Hozawa1）, Tetsuya Sotome1）, Issei Saitoh2）, Haruaki Hayasaki1）

（1）新潟大・院医歯・小児歯，2）朝日大・歯・小児歯）
1）Niigata Univ. Div. Pediatric Dent., 2）Asahi Univ. Dept. Pediatric Dent.

【目的】
　人は離乳食の開始以降，介助食べ・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
にいたるが，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いる 1）．われわれはこれまで
に，食品の物性や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小児と成人との比較から
解明を進めてきた 2）．本研究では，スプーンを用
いた捕食時の口腔と上肢の協調運動の小児期にお
ける特徴を検討し，口腔機能発達の側面からの
「食べ方」支援推進に寄与することを目的とした．
【対象と方法】
　健康な小児 15名（平均年齢 6歳 5か月）と若
年成人男性 20名を対象とした．動作計測には光
学三次元動作解析装置（VICON：Vicon Motion 

Systems）を用いた．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
3，5 gとし，被験動作は被験食品を配したスプー
ンを保持した姿勢（初期姿勢）からの自由摂取と
した．解析区間は初期姿勢から被験食品を捕食し
た後，口腔内に挿入されたスプーンを口腔外に引
き抜くまでとし，この区間におけるスプーンおよ
び頭部と体幹の三次元的運動について小児と成人
との比較検討を行った．スプーンの口腔内への挿
入角度は図 1の通り水平面のヨー角と矢状面の
ピッチ角を算出した．統計解析には t検定および
Mann-Whitney U検定を用い，有意水準は 5％と
した．

【結果】
　初期姿勢からスプーン先端が口唇に到達するま

での区間におけるスプーンと頭部移動量の割合は
小児と成人間に有意差を認め，小児の方が頭部の
移動割合が大きかった．また，スプーン挿入時の
頭部とスプーンとの角度についてはヨー角で小児
と成人間に有意差を認め，小児においてヨー角が
小さくスプーン保持側へ傾いていた．ピッチ角に
おいては小児と成人間に有意差は認めなかった．

【考察】
　捕食過程において小児は頭部がより食具の方に
向いて移動しやすく，食具は正中から食具保持側
の口角方向に傾斜して挿入される傾向にあった．
摂食機能の習熟評価にあたり，上肢や頭部を含め
た捕食姿勢は重要な要因の一つであることが機能
発達の側面から改めて示唆された．
【文献】

 1）日本歯科医師会：歯科関係者のための食育支
援ガイド，2019．

 2）Sasakawa Y et al.：J Oral Rehabil, 48：711, 

2021.

〈図 2〉 スプーンおよび頭部移動量の割合 
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出生体重による摂食機能獲得時期の違い
The acquirement of feeding function due to the birth weight

○大岡貴史
Takafumi Ooka

（明海大・歯・摂食嚥下リハビリテーション学）
Meikai Univ. Dept. Feeding and Swallowing Rehabilitation

【目的】
　わが国において出生数は年々減少の一途を辿っ
ているが，2,500 g以下の体重で生まれてくる児
は 9.5％前後で推移している 1）．低出生体重児は
出生後にも医療的ケアが必要となる場合が多く，
哺乳や摂食機能なども含めた発育・発達の遅延や
障害などの健康に係るリスクが大きい．そのた
め，保護者の多くは各ライフステージにおいて育
児上の不安や困難を抱えやすく，摂食機能療法や
栄養指導などが必要になる場面が多い．本研究で
は，低出生体重児の摂食機能の獲得時期と出生体
重との関連を明らかにすることを目的として，摂
食機能の獲得に要する期間について比較および検
討を行った．
【対象と方法】
　対象は，埼玉県内某病院の摂食外来にて複数回
にわたり摂食指導を受けた低出生体重児 30名と
した．染色体異常や脳性麻痺などの先天障害が強
く疑われる児，口蓋裂や食道閉鎖など手術を要す
る児，摂食指導が 1回のみの児は対象から除外し
た．診療録および摂食指導記録から，保護者の主
訴，出生体重，在胎週数，初診時および最終診療
時の歴齢，通院期間，粗大運動発達の段階（定
頸，寝返り可能，座位可能，つかまり立ち以上），
栄養摂取方法を収集した．栄養摂取方法について
は，哺乳状況や経管栄養の有無，経管離脱の有無
とした．摂食機能の獲得状況は，経口摂取準備
期，嚥下機能獲得期，捕食機能獲得期，押しつぶ
し機能獲得期，手づかみ食べ機能獲得期，食具食
べ機能獲得期の段階とした．
　本研究は，本学歯学部倫理委員会の承認を経て
行われた．
【結果】
　出生時体重は平均 1353.6±710.2 g，在胎週数は
平均 31.2±5.8週であった．初診時の歴齢は平均
9.7±5.3カ月，最終診療時は平均 32.8±18.4カ月，
平均通院期間は 23.0±16.7カ月であった．

　摂食外来にかかる保護者の主訴では授乳や離乳
食に関するものが約 30％ずつであった．しかし，
それ以外の定頸や歩行，言葉なども 20％以上の
保護者から訴えがあり，全身的な成長発達に関す
る訴えが多く聞かれた．
　摂食機能の獲得では，嚥下機能獲得までに平均
7.9±10.4カ月，捕食機能獲得期までに平均 8.5±
4.7カ月，押しつぶし機能獲得期までに平均 13.3

±10.6カ月，すりつぶし機能獲得期までに平均
20.9±10.9カ月，自食準備期までに平均 10.2±3.0

カ月，手掴み食べ機能獲得期までに平均 15.7±
10.8カ月，食具食べ機能獲得期までに平均 28.0±
16.8カ月を要していた．
【考察】
　保護者の主訴は栄養摂取に関するものの他にも
全身の成長発達に関わる幅広いものであること，
低出生体重児の摂食機能の獲得段階は定型発達児
と比較して数カ月の遅れがみられることが示唆さ
れた．
【文献】

 1）厚生労働省：令和元年（2019）人口動態調査
（確定数）の概況，2020．
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成長期終了後には口唇閉鎖不全症が減少するか？
Does incompetent lip seal decrease after growth?

○海原康孝 1, 2），永岑光恵 3），稲田絵美 4），村上大輔 4），野上有紀子 2）

加藤智樹 1），松川千夏 1），山﨑要一 4），齊藤一誠 2）

Yasutaka Kaihara1, 2）, Mitsue Nagamine3）, Emi Inada4）, Daisuke Murakami4）, Yukiko Nogami2）,

Tomoki Kato1）, Chinatsu Matsukawa1）, Youichi Yamasaki4）, Issei Saitoh2）

（1）大垣女子短大・歯科衛生，2）朝日大・歯・小児歯，3）東工大・リベラルアーツ研究教育院，
4）鹿大・院医歯・小児歯）

1）Ogaki Womenʼs College Dental Hygiene, 2）Asahi Univ. Dept. Pediatric Dent.,
3）Tokyo Institute of Technology, Institute for Liberal Arts, 4）Kagoshima Univ. Dept. Pediatric Dent.

【目的】
　口唇閉鎖不全は，口腔機能不全の 1つであり，
小児期の正常な成長発育を阻害する．これまでわ
れわれは，保護者を対象とした調査から，小児の
30.7％に口唇閉鎖不全がみられ，しかも増齢的に
口唇閉鎖不全が増加することを報告した 1）．また，
口唇閉鎖不全は「鼻・のど」「飲食習慣」「口臭」
「捕食・咀嚼」との関連が強いことも明らかにし
た．しかしながら，小児にみられたこれらの傾向
が，成長期終了後にどのようになるのかはいまだ
に明らかにされていない．そこで本研究では，成
長期終了後の若年者の口唇閉鎖不全の割合と関連
因子の探索を調査目的とした．なお，本研究は大
垣女子短期大学倫理委員会の承認を得て実施した
（承認番号：R2-2）．
【対象と方法】
　18～ 27歳の男女 562名（男子 226名，女子
336名）を対象とし，全身疾患の既往および生活
習慣に関する 53項目から成る質問紙調査を行っ
た．集計後，探索的因子分析により互いに相関が
高い質問をグループ化した因子として抽出した．
また，抽出された因子間の相関についても検討し
た．
【結果】
　口唇閉鎖不全が疑われる者の割合は全対象者の
28.6％で，年齢による割合の差は認められなかっ
た．
　因子分析により「口呼吸・口唇閉鎖不全」，
「鼻・のど」「口臭」「歯・歯肉の状態」「唇の乾
燥」の 5つの因子が抽出された（右表）．「口呼
吸・口唇閉鎖不全」の因子との相関係数は，高い
順に「歯・歯周状態」（0.558）で，次いで「唇の
乾燥」（0.349），「鼻疾患」（0.326），「口臭」（0.288）
であった．

【考察】
　本研究から，口唇閉鎖不全症は，成長期終了後
も小児期とほぼ同じ割合であることが示唆され
た．また，口唇閉鎖不全症の原因として鼻疾患が
最も考えられ，口腔内の弊害として「歯・歯周状
態」が最も自覚されやすいことが示唆された．一
方，われわれが行った過去の小児の調査では，
「捕食・咀嚼」に関する因子が抽出されたが，本
調査では抽出されなかった．成長期終了後は，咀
嚼や捕食に対する弊害を自覚しにくくなる可能性
が示唆された．以上より，口唇閉鎖不全症は，自
然治癒が難しい疾患であり，原因や弊害が認識さ
れやすい小児期から介入することが重要であると
考えられた．
【文献】

 1）Nogami Y, Saitoh I, Kaihara Y et al.：Environ, 

Health Prev Med, 26 （1）：11, 2021.
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家庭における未就学児の口腔管理に関する実態調査
Survey of oral management for preschoolers at home

○山田直美 1, 2），浅里　仁 2），木本茂成 2）

Naomi Yamada1, 2）, Jin Asari2）, Shigenari Kimoto2）

（1）簑島歯科医院（大磯町），2）神歯大・小児歯）
1）Minoshima Dental Clinic, 2）Kanagawa Dental Univ. Dept. of Pediatric Dent. 

【目的】
　コロナ禍において，幼稚園の休園などが続き，
子どもの生活環境は大きく変容している．自宅で
の口腔管理の現状を把握し，家庭で行う効果的な
齲蝕予防方法の検討を目的に，幼稚園在園児の自
宅における歯磨き状況や間食の摂取状況について
質問紙調査を実施した．
【対象と方法】
　2021年度に演者が園医をしている神奈川県内
の某幼稚園に在籍している園児（77名）の保護
者を対象として無記名のアンケート用紙を配布
し，同意の得られた 43名を対象とした．回収し
た質問紙について質問項目ごとに無回答を除いた
回答を有効回答とした．得られた回答について単
純集計を行った．
　質問項目は，子どもの性別，年齢，出生順位，
兄弟姉妹の有無，歯磨きの回数，時間帯，仕上げ
磨きの有無，仕上げ磨きの今後の予定，仕上げ磨
きの主な実施者，歯科医院受診経験の有無，かか
りつけ歯科医院の有無，各家庭での間食の摂り方
について（間食摂取の時間帯，間食の内容，習慣
的飲料水の種類）などの 20項目である．なお，
本研究は神奈川歯科大学研究倫理審査委員会の承
認を得て行った（承認番号：第 758番）．
【結果】
　アンケート回答の対象者園児 43名の内訳は，
年少児 17名，年中児 13名，年長児 13名であっ
た（男児：29名，女児：14名）．園児の年齢構成
は 3～ 6歳であった．
　アンケート調査の結果は以下のとおりであっ
た．（1）出生順位は第 1子が 55.8％と半数以上で
あった．（2）兄弟姉妹がいると回答したものは
72.1％であり，回答者では兄弟姉妹のいる方が多
かった．（3）1日の歯磨き回数は 2回が 68.3％，
1回が 29.3％であった．（4）仕上げ磨きは 97.7％
が毎日行っていた．（5）仕上げ磨きについて何歳
まで行うかまだ決めていないと回答したものは

66.7％であった．（6）歯科医院受診経験は，受診
経験ありは 46.5％，なしは 53.5％であった．（7）
かかりつけ歯科医院があるものは 41.9％，なしは
58.1％であった．（8）間食摂取の時間帯は規則的
であるは 54.8％，不規則であると回答したものは
45.2％であった．
【考察】
　今回のアンケート結果より，昼食後の歯磨きを
行っている園児はおらず，新型コロナウイルス感
染拡大防止のため幼稚園における歯磨き実施中止
なども影響していると考えられる．このことから
も，歯磨きを行えない場合は『洗口を励行する』
ことも指導していく必要があると考えられた．
　仕上げ磨きについては，9割以上の保護者が毎
日実施しているが，何歳まで行う予定かという問
いについては約 6割の保護者は『まだ決めていな
い』と回答している．また歯科医院受診経験につ
いては，約半数の園児は受診経験がなく，またか
かりつけ歯科医院もないという結果となった．自
宅での間食摂取の時間帯については，約 5割の保
護者は不規則に与えていることからも，間食摂取
の時間帯をおおむね決めることを指導すること
や，間食後の歯磨きについても勧めていく必要が
あると思われた．
　今後は園医として，幼稚園での口腔清掃指導を
はじめとした口腔内管理の重要性を伝えていくこ
とや，各園児が歯科医院を受診し，一人ひとりの
口腔内管理をともに行っていく『かかりつけ歯科
医院』を決めることの大切さを伝えていく必要が
あると考えられる．
【文献】
山田亜希子ほか：家庭における子どもの歯科保健
に対する保護者の意識とその実態について―幼稚
園での調査―，小児歯誌，53：487-494，2015．
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当院での「乳幼児歯科」における初診時実態調査
第 4報　「離乳食外来」受診患者の実態調査（1）

An investigation of infants on their first visit to our clinic

An investigation of infants on their first visit to our clinic, the 4th report

○鬼頭佳子，普天間優貴，武野有美，青木佑以，鬼頭秀明
Yoshiko Kito, Yuki Futenma, Yumi Takeno, Yui Aoki, Hideaki Kito

（瑞穂小児歯科診療所（名古屋市））
Mizuho Child Dental Clinic

【目的】
　現在，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．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．
　今回，瑞穂小児歯科診療所で行っている「乳幼
児歯科」における「離乳食外来」での受診状況を
明らかにすることによって，低年齢からの口腔育
成において小児歯科が担うべき役割を明らかにす
ることを目的とする．
　なお，本研究は日本小児歯科学会倫理審査委員
会の承認を得ている（許可番号 19-08）．
【対象と方法】
　当院「離乳食外来」を受診した初診時年齢 0歳
3か月～ 2歳 10か月までの患児 197名であり，
平均年齢は 0.9歳であった．
　なお，出生週の平均は 38.7週，出生体重の平
均は 2,870.7 gであり，2,500 gに満たない低体重
児は 15名認められた．また初診時での患児の栄
養状態について，カウプ指数の平均は 16.1であ
り 50.0％が「ふつう」の範囲内であった．
　197名の患児を，2019年改訂，厚生労働省出典
の「授乳・離乳の支援ガイド」が示す，離乳食初
期から離乳完了期に至る際の目安，とされる月齢
ごとのステージに分け，それぞれの主訴や萌出状
況，さらに授乳状況などを示す．
【結果】

1．主訴
　全体を通して一番多い主訴は「進め方（時期）
が分からない」の 37.4％であり，特に離乳食の開
始期で多かった．また，「食べない」は 21.5％で
あり，どのステージにおいても一定数認められ
た．さらにステージが進むにつれ，「咬まない」
「放り込みなどの食べ方に関する主訴が増加した．

2．当科受診のきっかけ
　最も多いのは，「知り合いからの紹介」の 30.9

％であり，どのステージにおいても認められた．
次に「当院スタッフからの紹介」「HPにて検索」
と続いた．また，「産婦人科や幼稚園などからの
紹介」も 7.7％認められた．
3．萌出状況
　5か月未満にて下顎前歯萌出を認めていたり，
さらに 12か月を過ぎても未萌出であったりと，
萌出のタイミングにばらつきを認めた．
4．授乳状況
　授乳回数は，月齢があがるに従い減っていた．
また，12か月から 18か月において，半数の患児
が卒乳していたが，18か月以降の患児では，授
乳中の割合が多かった．なお，時間や回数を決め
ずに頻回授乳をしている割合は，どの月齢におい
ても，一定数認められた．
【考察】
　当院の「離乳食外来」を希望する理由は，「離
乳食の進め方（時期）」を始めさまざまであり，
患児の状況や保護者の悩みを把握したうえでの指
導の重要性が示唆された．
　また HPや知り合いからの紹介などによる受診
が多く，歯科医師からの発信が必要であることが
察せられた．
　さらに，歯の萌出時期には個人差があり，月齢
のみによる指導には注意が必要と思われた．
　さらに生活リズムを整えるために重要な鍵とな
る頻回授乳も一定数認められた．離乳食の食べ方
指導のみでなく，一人一人の生活パターンを把握
したうえでの指導が必要であることが示唆され
た．
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当院での「乳幼児歯科」における初診時実態調査
第 5報　「離乳食外来」受診患児の実態調査（2）

An investigation of infants on their first visit to our clinic, 5th report

○普天間優貴，鬼頭佳子，林　綾香，寺澤美咲，鬼頭秀明
Yuki Futenma, Yoshiko Kito, Ryoka Hayashi, Misaki Terazawa, Hideaki Kito

（瑞穂小児歯科診療所（名古屋市））
Mizuho Child Dental Clinic 

【目的】
　今回，瑞穂小児歯科診療所で行っている「乳幼
児歯科」の中の「離乳食外来」を受診した患児の
詳細な実態を明らかにすることによって，低年齢
からの口腔育成において小児歯科が担うべき役割
を明らかにすることを目的とする．
　なお，本研究は日本小児歯科学会倫理審査委員
会の承認を得ている（許可番号 19-08）．
【対象と方法】
　当院の「離乳食外来」を受診した初診時年齢 0

歳 3か月～ 2歳 10か月までの 197名（平均年齢
は 0.9歳）を対象とする．
　197名の患児を，2019年改訂，厚生労働省出典
の「授乳・離乳の支援ガイド」が示す，離乳初期
から離乳完了期に至るまでの目安とされる月齢ご
とのステージに分け，それぞれ離乳食を食してい
る際の姿勢や，摂食嚥下，さらに食事の形態や水
分摂取などの状況を示す．
【結果】

1．姿勢
　食事中の姿勢に問題のある患児は，全体の 33

％にも及んだ．最も多いのは，「体が固定されて
おらず動き出してしまう」で 29.9％，次いで「腰
が沈み込む椅子に座っている」で 26.9％であっ
た．
2．捕食状況
　初診時において，上唇を使ってスプーンからす
くいとる事ができていた割合は，全体の 20.1％と
少なかった．一方，離乳後期以降になっても上唇
になすりつけたり，お口の中に放り込んだりして
いる割合が多く認められた．
3．摂食嚥下状況
　特に改善すべき点もなく，上手に食べられてい
る患児の割合は，17.3％であった．
　また，「授乳・離乳の支援ガイド」にて「手づ
かみ食べ」が始まる，とされる 9か月以降におい

ても「手づかみ食べをさせていない」割合は 38.0

％と 4割近くに及んだ．同じく「舌の上下左右運
動が始まる」とされる離乳中期以降においても
「舌が前方に出る」割合は，24.6％であった．さ
らに「嫌がって食べない」「お口に詰め込んでし
まう」「丸のみしてしまう」，と続き，月齢が上が
るにつれ問題点も多岐にわたっていた．
4．離乳食形態
　上下前歯萌出した患児のうち，かじりとりの形
態にしてあった割合は，わずか 14.5％であった．
5．水分摂取
　食事中に水分を与えている割合は 50.8％であっ
た．また水分補給の際の容器では，ストローマグ
が 81.0％，上唇を使って飲むタイプの容器は 11.9

％であった．
【考察】
　適切な姿勢やスプーンでの捕食方法など，誤っ
た習慣や方法を習得させないためにも早期からの
指導が必要である事が示唆された．
　また，9か月以降において，4割近くが手づか
み食べをさせていなかった．「手づかみ食べ」の
推奨をしながらも，手指の発達に個人差のある月
齢でもあり，注意が必要と考えられた．さらに月
齢が進むにつれ問題点も多岐にわたっており，患
児の成長に寄り添い，それぞれの特徴や性格など
にも考慮した指導が必要であると思われた．
　2割未満しか，かじりとりの形態にしていな
かったり，上唇による取り込みがなされないスト
ローマグを 8割近くが使用しており，まだ情報の
提示が十分でない点も示唆された．
　口腔機能の習得を担う小児歯科が積極的に発信
し，低月齢から口腔機能習得を管理していく意義
は大きいと考えられた．
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要配慮者歯科診療における病院と歯科診療所の連携構築
Promotion of network activities between hospital and dental clinics 

for persons requiring special assistance

○蓜島桂子 1），小山和彦 2），古河亜紀子 3）

Keiko Haishima1）, Kazuhiko Koyama2）, Akiko Furukawa3）

（1）浜松医療センター・口腔外科（浜松市），2）小山歯科医院（浜松市），3）翔聖クリニック（東大阪市））
1）Hamamatsu Medical Center Oral and Maxillo-facial Surgery, 2）Koyama Shikaiin, 3）Shosei Clinic

【目的】
　浜松市ではかかりつけ歯科医機能を推進するた
め，障害児・者の歯科治療の主体は，地域歯科医
院におくことが望ましいとの認識から，積極的に
障害児・者を受け入れる〝障がい者歯科協力医〟
制度を中心とする「障がい者歯科保健医療システ
ム」が 1996年に開始された．浜松医療センター
（以下，当院）歯科口腔外科（以下，当科）は

1995年 4月に地域歯科診療支援病院として開設
され，障害者歯科診療などの後方支援病院の役割
を担い，協力医で対応が困難な障害児・者を受け
入れる専門外来を週に 1回開設している．今回，
外来状況を調査し，連携における課題に取り組み
解決の成果を得たので報告する．
【対象と方法】

1．課題抽出のための当科外来患者の調査
2016年 4月から 2020年 3月までの 4年間の
障害を持つ初診患者 77名を対象として，
2021年 1月 31日までの診療記録から患者の
概要を調査した．当院の医療倫理委員会の承
認（承認番号 2020-3-007）を得ている．

2．課題の共有と対応
令和元年度から令和 3年度まで静岡県の要配
慮者歯科診療連携事業として，当院と浜松市
歯科医師会，浜松市口腔保健センターで要配
慮者歯科医療連携体制構築事業地域協議会を
設置（以下，協議会）し，現状の共有と課題
解決の意見交換を行うこととした．

【結果】
1．当科外来患者の概要 

①障害の内訳（重複）は知的能力障害が 51名
（66.2％）と最も多く，次いで自閉スペクトラム
症 30名（40.0％），てんかん，脳性麻痺等だった．
②居住地は浜松市内 61名（79.2％）だった．
③紹介元は地域歯科医院 51名（66.2％），他の歯
科 15（18.6％）医科 10名（14.0％），その他だっ
た．

④かかりつけ歯科の有無は，あり 58名（75.3％），
なし 16名（20.8％），不明 3名（3.9％）であっ
た．
⑤紹介理由
　紹介状のあった 76名中，行動調整困難 76名
（100％），全身管理が必要 11名（14.5％），口腔
診査希望（歯並び含む）4名（5.3％）であった
（重複あり）．
⑥診療形態
　外来通院のみ 38名（49.4％），入院全身麻酔下
歯科治療（以下，全麻下治療）のみ 38名（49.4

％），外来通院と全麻下治療の両方が 1名（1.3％）
であった．
⑦逆紹介は 77名中 48名（62.3％）で実施され，
診療形態別では，外来通院のみの 38名中 10名
（26.3％），全麻下治療のみの 38名中 37名（97.4

％），外来通院と全麻下治療で対応した 1名（100

％）であった．
2．課題の共有と対応
　協議会において，当科の現状報告を行い，かか
りつけで対応できない，またはかかりつけ歯科か
らの紹介ではなかった患者の逆紹介推進，当科で
行わない矯正治療を希望する患者の相談先の確
保，在宅医療的ケアを必要とする患者対応の知識
と小児科医師との顔の見える関係作りが課題とさ
れた．講演会開催により障害者の矯正治療，医療
的ケア児の歯科診療に対して理解が深まり，歯科
医師会と当院小児科との連携も構築された．患者
の状態・相談内容・依頼内容を限定した紹介状を
作成する方針で検討したことで，単年度短期間の
事業のなかでも当院との協力医の名簿作成が実現
した．
【考察】
　地域歯科医院から高次医療機関への障害児者の
連携はこれまでも報告があるが，当院はさらに逆
紹介について歯科医師会の協力を得て連携体制を
構築できた．今後さらに発展させていきたい．
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新型コロナウイルス感染拡大期間における
小児の歯科診療に対する保護者の意識について

Parentsʼ awareness of pediatric dental care during the spread of COVID-19

○柳原正恵 1），竹山紀美 2），梅澤理絵子 3）

Masae Yanagihara1）, Kimi Takeyama2）, Rieko Umezawa3）

（1）栗原医院歯科室（品川区），2）キミ小児歯科クリニック（文京区），3）うめざわ歯科医院（足立区））
1）Kurihara Clinic Dental Office, 2）Kimi Pediatric Dental Clinic, 3）Umezawa Dental Clinic 

【目的】
　2020 年 の 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症
（COVID-19）の流行から，緊急事態宣言下では
全国のほとんどの幼稚園や学校が臨時休園・休校
となり，子どもや保護者の生活スタイルは変わら
ざるをえない状況があった．厚生労働省は
COVID-19への感染の懸念から，緊急事態宣言下
では，必要不可欠な診療以外の受診を延期するよ
うと通知していたが，宣言解除後も受診控えが続
いてしまっている現状がみられていた．現在，地
域の歯科医療機関では，これまで以上に感染防止
対策を励行し，患者さんは戻りつつあるのが現状
である．今回，演者らはコロナ禍における子ども
の歯科診療に対して，保護者はどのような意識を
持っていたのか，自宅でどのような口腔衛生管理
を行っていたかについてアンケート調査を行いそ
の実態を調査することにより，今後の口腔ケアに
関する支援について検討を行った．
【対象と方法】
　対象は小児歯科専門医が小児歯科診療を行って
いる 3つの歯科診療所（東京都足立区，文京区，
品川区）に 2020年 1月（COVID-19流行）以前
より定期的に健診のため歯科医院を受診していた
患児（3～ 12歳児）の保護者のうち，同意を得
られた 595名を対象とした．調査期間は 2021年
10 月 19 日 ～ 12 月 28 日 と し，2020 年 3 月 ～
2021年 2月の間の患児の歯科受診の有無とその
理由，保護者の歯科受診の有無とその理由，自宅
において行っていた口腔衛生，間食や飲料などに
ついてアンケート調査を行った．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受
けている（2020-12）．
【結果】

1．対象者
　保護者の年代は 30代が最も多く 345名（57.9

％）次いで 20 代（224 名，37.6％），40 代（25

名，4.2％）の順であった．患児は男児 305名
（51.3％），女児 290名（48.7％）であり，6歳が

78名（13.1％）で最も多く，8歳（77名，12.9

％），3歳（72名，12.1％）が続いて多かった．
2．患児と保護者の歯科受診の有無
　2020年 3月～ 2021年 2月の間に歯科を受診し
た患児は 538名（90.4％）であったのに対して，
保護者は 318名（53.4％）であった．患児，保護
者ともに受診理由は定期診査が最も多かった．患
児は，齲蝕治療，矯正（咬合誘導治療）が続いて
多く，晩期残存の乳歯抜去などの理由もみられ
た．
3．自宅において行っていた口腔衛生
　以前より多く行った口腔清掃として，うがい
（183名），歯磨き（146名），フロス（127名）と
いう回答があったが，273名は多く行ったものは
ないと回答していた．
4．間食や飲料の量と規則性
　間食や飲料の量は，変わらないと回答したのが
400名（67.2％）と最も多く，多くなった（185

名，31.1％），少なくなった（10名，1.6％）の順
で，規則性については，変わらないと回答したの
が，382名（64.2％）と最も多く，1回の時間は
変わらないが回数は増えた（65名，22.6％），時
間・回数が増えた（ダラダラ飲食）になった（135

名，2.5％）の順であった．
【考察】
　新型コロナウイルス感染が拡大していた期間で
あっても，感染に留意して歯科医院を受診した患
児は多く，その理由も緊急的な治療ではなく，定
期的な管理を希望していた．しかし，このような
時期だからこそ，家庭内での口腔衛生は必要なこ
とであり，今後は今まで以上に家庭での口腔ケア
や間食・飲料の摂取についての指導が必要である
と考えられた．
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血友病包括外来における成長期患児に対する継続的な歯科保健活動の効果
Effect of continuous dental treatment and oral health education of haemophilic children

○亀谷茉莉子，秋友達哉，新里法子，光畑智恵子，香西克之
Mariko Kametani, Tatsuya Akitomo, Noriko Niizato, Chieko Mitsuhata, Katsuyuki Kozai

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

【目的】
　血友病は，血液中の凝固因子の欠乏や機能低下
のために易出血や止血異常をきたす疾患であり，
観血的処置時には凝固因子製剤の事前投与などの
配慮が必要となる．口腔領域においても定期的な
口腔管理により疾患を予防することが重要とな
る．
　当院小児科は，2008年より整形外科および放
射線科と連携し，毎年夏季休暇中に血友病患児を
対象とした包括外来を開催している．当科は
2014年より本活動に参加し，2015年より現在の
体制で患児の口腔内診査，歯科保健指導，歯周治
療を行ってきた．今回，2015～ 2021年に包括外
来に参加した患児の歯周状態の調査を行うととも
に，継続的に参加した患児の口腔衛生状態の変化
を評価・検討したので報告する．
　本研究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-496-1号）．
【対象と方法】
　2015～ 2021年までに包括外来に参加した患児
延べ 216名を対象とし，経年的な歯周状態を評価
した．また 2015年に参加した患児（初回群；33

名）と，2015年から 5年間連続で参加した患児
の 2019年時の状態（継続群；19名）を混合歯列
期・永久歯列期に分類し，歯周状態，齲蝕罹患状
態，歯口清掃習慣，かかりつけ歯科の有無を比較
した．
　歯周状態の評価には，CPIと出血歯率を用いた．
CPIは 0～ 4の 5段階による従来の部分診査法と
し，各個人の最高値の平均（CPI最大値）と全診
査歯の平均（CPI平均値）を算出した．対象が小
児であることを考慮し，対象歯が未萌出の場合に
は前歯部は同側乳中切歯，臼歯部は同側第一およ
び第二乳臼歯を代用した．出血歯率は萌出歯すべ
ての BOPで算出したが，萌出途上等で確実な検査
が行えないものについては対象から除外した．齲
蝕罹患状態の評価には，dfおよび DMFを用いた．

【結果】
1．参加者の経年比較
　CPI最大値はわずかな増減を認めたが，経年的
な変化はなかった．一方，CPI平均値および出血
歯率は 2015～ 2019年で著変なかったが，2020

年・2021年ではやや低値を示した．
2．混合歯列期の初回群と継続群の比較
　CPI 最大値・CPI 平均値・出血歯率・dft・
DMFTのいずれも継続群において低値を示した．
また，継続群では初回群と比較して，デンタルフ
ロスを使用する患児の割合が 25.0％から 36.4％
に，かかりつけ歯科を有する患児の割合は 87.5％
から 100.0％に増加した．仕上げみがきの頻度で
は，「毎日」の割合が 50.0％から 72.7％に増加し，
「ほとんどしない」または「しない」と回答した
患児の割合は 37.5％から 9.1％に減少した．
3．永久歯列期の初回群と継続群の比較
　出血歯率は 72.8％から 66.8％と継続群において
わずかに減少したが，その他の項目については著
変なかった．
【考察】
　2020年および 2021年ではやや良好な結果を示
したが，この 2年は新型コロナウイルス感染症に
伴い県外在住や遠方の患児が包括外来に参加でき
なかった影響も考えられる．
　混合歯列期では本活動に継続参加することによ
り，患児と保護者に歯口清掃習慣が定着し，口腔
衛生状態が向上したと思われる．
　一方，永久歯列期では継続参加による効果を認
めなかった．保護者から自立しセルフケアを確立
していく時期であり，年に 1回の本活動では患児
への動機付けが不十分であったと考える．
　今後も本活動を通して血友病患児が良好な口腔
衛生状態を維持できるよう，各年齢に適した歯科
的アプローチを検討・構築していきたい．
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新型コロナウイルスの感染拡大状況が異なる 3地域における
歯科診療所の小児患者の受診状況について

Dental consultation status of pediatric patients in 3 regions where the spread of COVID-19 is different

○島野優美 1），松永貴奈 2），小林聡美 3）

Yumi Shimano1）, Kina Matsunaga2）, Satomi Kobayashi3）

（1）島野おとなこども歯科（練馬区），2）おひさま歯科（鶴ヶ島市），
3）こばやし歯科・小児歯科クリニック（高松市））

1）Shimano Otona Kodomo Dental Clinic, 2）Ohisama Dental Clinic,
3）Kobayashi Dental＆ Pediatric Dental Clinic

【目的】
　今なお世界的な流行をみせる新型コロナウィル
スにより歯科診療所を安全に運営するため，これ
まで以上に感染対策に力を入れることとなった．
新型コロナウイルスの感染者数には地域差があ
り，同等の感染対策をとっていたとしても，感染
拡大している地域では歯科医療への受診控えが話
題となっている．今回，感染者数の異なる地域
（東京・埼玉・香川）における小児歯科専門医が
在籍する歯科診療所の小児患者の受診状況の推移
について調査を行ったので報告する．
【対象と方法】
　対象は東京，埼玉，香川の歯科診療所に通院す
る 0～ 12歳の小児患者とし，2019年から 2021

年の 3年間の来院者の推移を調査した．3院全て
常勤歯科医師が 2名で，そのうち 1名が小児歯科
専門医である．
【結果】
・歯科診療所の感染対策は 3歯科診療所とも同等
であった．
・小児患者の実態
東京：緊急事態宣言 4回，蔓延防止措置 3回発
令．最初に緊急事態宣言が発令された際には小児
患者の割合は大きく減少し，19％であった．年間
平均も 33.9％とコロナ前の 38％より 4.6％減少が
みられた．2021年は蔓延防止措置も含めると実
に約 9か月の間行動制限があり，年間平均は 32.8

％（コロナ前より－5.7％）と前年よりさらに低
い結果となった．コロナ禍での年間の新規患者数
は新型コロナ流行前の半数に落ち込んでいたが，
回復傾向にあった．
埼玉：緊急事態宣言 3回，蔓延防止措置 1回発
令．2020年の小児患者の割合は 53.8％，2021年

は 53.6％とコロナ前の 50％より増加していた．
しかし最初の緊急事態宣言が発令された際には来
院人数はコロナ流行前の 60％まで減少した．
香川：緊急事態宣言 1回，蔓延防止措置 1回発
令．2020年の小児患者の割合は 56％，2021年は
56.2％であり，コロナ前の 58％と比べて大きな差
はみられなかった．新規患者数は減少傾向がみら
れた．
【考察】
　現在 12歳未満の小児はマスク・手洗い・消毒
で予防対策を行うのみである．この年齢に対する
ワクチン接種が議論されているものの，12歳以
上の接種率には及ばないことが予想される．患
児，保護者の不安感を少しでも減らせるよう歯科
医療提供体制を整えなければならない．3院とも
に新型コロナの流行が拡大すると，成人よりも小
児の方に受診控えが目立つ傾向にあった．保護者
の歯科診療所への不安が影響していると考えられ
る．感染拡大地域では，定期的に検診で受診して
いた患児，新規患者共に保護者が緊急性なしと判
断すれば，歯科診療所への受診を控えていること
が示された．小児歯科において適切な時期に適切
な指導・治療を行うことは重要であり，コロナ禍
で受診控えをすることでその時期を逃してしまう
ことが危惧される．地域の歯科診療に携わる小児
歯科専門医として，適切な歯科受診を推奨し，子
供たちの健やかな成長に寄与できるよう活動して
いきたい．
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幼児期の健やかな発育のための栄養・食生活支援ガイドの開発
―口腔機能の発達に対応した食の進め方について―

Nutrition and dietary guidelines for healthy development during early childhood, 

Especially to promote dietary habits according to the development of the oral functions

○船山ひろみ，茂呂歩実，朝田芳信
Hiromi Funayama, Ayumi Moro, Yoshinobu Asada

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

【目的】
　幼児期の子どもの食べる力を育むために，幼児
の栄養・食生活支援に関わる保健医療従事者や児
童福祉関係者等が情報共有・連携して栄養・食生
活支援を行っていく必要があり，現在「幼児期の
健やかな発育のための栄養・食生活支援ガイド」
（案）（以下，「支援ガイド案」）の作成を進めてい
る．具体的な食生活支援を行う際，幼児期の発達
は個人差が大きく，必ずしも月齢・年齢では一律
に示しきれないため，「支援ガイド案」には，子
どもの発達に合わせた食事の支援，特に口腔機能
の発達・特性を理解したうえでの支援できるよう
な資料の作成が求められている．そこで「支援ガ
イド案」内に，子どもの歯の萌出や咀嚼機能，嚥
下機能，食べる機能の発達および調理形態の関係
を捉え，食べるものの固さ・大きさなどに配慮し
ながら離乳食から幼児食，さらに成人と同じ食事
への移行おける支援の例について整理された
チャート「幼児期における口腔機能の発達に対応
した食の進め方」を作成し，母子保健事業の場，
保育・幼児教育の場等の研究協力施設にて一定期
間試行的運用を実施し，評価・改善点・効果的な
活用方法等の分析を行った．
　なお本研究は，女子栄養大学倫理審査委員会の
承認（承認番号：第 289号）を得て実施した．
【対象と方法】
　協力施設（市区町村保健センター，保育所・幼
稚園・認定こども園等，計 60施設）に対し，令
和 3年 8月～令和 4年 1月に「支援ガイド案」活
用の試行的運用の実施と評価を依頼し，その期間
内に「支援ガイド案」を 1か月以上活用してもら
い，その後質問紙で活用方法，役立った内容，追
加資料に対する意見等を把握した．さらに，20

施設にインタビューを実施し，活用状況の詳細や
困りごと対応例等について情報収集を行った．

【結果】
　60施設中 59施設から回答が得られ（有効回答
は 58施設），回答者の約 7割は管理栄養士・栄養
士であった．協力施設の内訳は，保育・幼児教育
の場が 47施設，母子保健事業の場が 9施設およ
びその他が 2施設であった．
　子どもや保護者に対する支援の場で活用した施
設は 75.9％，施設内の支援者間での情報共有等の
場で活用した施設は 62.1％および他施設と連携し
た事業を検討・実施する際に活用した施設は 18.2

％であった．試行的運用の実施期間が短く，他施
設と連携した事業を検討・実施する際の活用につ
いては十分に事例を抽出できなかった．いずれの
活用状況でも「とても役立った」「少し役立った」
をあわせると 9割以上が役立ったと回答した．
　また，「支援ガイド案」内の「幼児期における
口腔機能の発達に対応した食の進め方」の資料に
関しては，94.7％が「わかりやすい」と回答した．
【考察】
　母子保健や保育・幼児教育において，「支援ガ
イド案」は，子どもや保護者に対する支援の場
や，施設内の支援者間での情報共有等の場で，活
用可能なガイドであることが確認できた．本発表
では，本調査ならびにその後のインタビューを通
して改訂を行った「支援ガイド」についても紹介
する．
※本研究は，厚生労働行政推進調査事業費補助金
成育疾病克服等次世代育成基盤研究事業「幼児期
の健やかな発育のための栄養・食生活支援に向け
た効果的な展開のための研究」（研究代表者：女
子栄養大学　衛藤久美）の助成を受けて実施し
た．
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福島県内の医療的ケア児の実態調査
Survey of medical care children in Fukushima Prefecture

○舟山敦雄，角田　望，石橋奈美，神庭優衣，加川千鶴世，島村和宏
Atsuo Funayama, Nozomi Tsunoda, Nami Ishibashi

Yuui Kamba, Chiduyo Kagawa, Kazuhiro Shimamura

（奥羽大・歯・小児歯）
Ohu Univ. Dept. Pediatric Dent.

【目的】
　医療的ケア児とは，日常生活及び社会生活を営
むために恒常的に医療的ケア（人工呼吸器による
呼吸管理，喀痰吸引その他の医療行為）を受ける
ことが不可欠である児童（18歳以上の高校生等
を含む）をいう．医療的ケア児およびその家族に
対する支援に関する法律も制定されているもの
の，実際の子どもたちの状況についてはまだまだ
情報が不足しており，地域での活動は十分とはい
えない．
　そこで，福島県内の医療的ケア児の現状を把握
する目的で，県内各市町村に医療的ケアが必要な
児童の状況について調査を行ったので，その概要
を報告する．本報告は当大学の倫理審査委員会の
承認を得ている（承認番号 第 316号）．
【対象と方法】
　令和 2年 2月時点での福島県内の医療的ケアを
受ける 0歳から 18歳までの児童について，年齢，
性別，障害の有無，歩行の可否，障害等手帳の所
持，現在の医療的ケアの内容などについて，各市
町村の児童担当課に関係機関との情報共有を図り
ながら実態を調査し，報告してもらった．福島県
児童家庭課にて結果をまとめ，同課の協力を得て
情報を収集した．
【結果】
　医療的ケアを受けている児童は 236人であっ
た．男女比ではやや女児に多かった．独歩可能な
者は半数以下であった．就学の状況では半数以上
はいずれかの施設に通っていた．障害者階級では
重症度の高い 1級が最も多かった．療育手帳を持
つ者は約 1/4人，精神障害者保健福祉手帳を持つ
者はわずか 2人であった．ケアの総計では 474ケ
ア行われていた．ケアの内訳では気管切開や人工
呼吸器の使用など呼吸器系のケアを受ける児童が
多く，次いで経管栄養系，その他となった．

【考察およびまとめ】
　今回われわれは，福島県内の医療的ケア児の実
態を調査し，性別や年齢，等級などのデータを収
集できた．福島県内の市町村別ケア児人数は中通
りに多く，次いで浜通り，会津となっていた．比
較的人口の多い地域には中核となる医療機関があ
るが，福島県は山間地域が多いため，患者側の移
動の負担が大きいと考えられる．身体障害者手帳
の受給者と階級は，重症度の高い 1級が半数以上
の 58.5％であった．療育手帳の受給者は 28.4％，
精神障害者保健福祉手帳の受給者は 1％のみで
あった．療育手帳と精神障害者保健福祉手帳は数
年毎に申請・更新の必要があるため，身体障害者
手帳より低い受給率となっていると考えられる．
福島県内の医療的ケア児は歩行や呼吸に障害があ
り，さらに，摂食に関しても経管栄養を行う児童
も多く認められた．そのため，日々の誤飲や誤
嚥，口腔内諸症状等への口腔ケアを含めた対応は
重要と考えられる．重症度が高いケア児の場合，
本人のみならず，保護者などへの負担が大きく，
医療機関等との日々の連携が課題となることが多
い．今後，更なる地域関係機関への情報共有や受
け入れ体制の整備が重要である．医療的ケア児の
ニーズに答え，より良い医療の提供ができるよ
う，今後も引き続き，行政や当科で歯科健診など
を担当している支援学校等との連携を深めていき
たいと考えている．
【文献】
福島県：児童家庭課，
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21035a/

（2022.01.26.アクセス）
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自閉スペクトラム症児において，デンタルチェアを用いないで行うトレーニングから
通法での健診へ移行できる要因

Factors to shift from behavioral training without using dental chair to examination 

on dental chair in autistic spectrum disorder children

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

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

【目的】
　自閉スペクトラム症（ASD）児には，歯科治療
に協力できずデンタルチェアに乗れない児も少な
くない．特に低年齢児では非協力な児が多いが，
低年齢での定期健診ではデンタルチェアを用いな
くてもできる処置が多い．当科では非協力児に対
して，床に敷いたリハビリ用マット（マット）上
でトレーニングを兼ねて定期健診を行っている．
このトレーニングによって，通法でチェアを用い
ての健診にスムーズに移行できる場合もあれば，
長期間トレーニングを行っても協力的にならない
場合もある．今回，マット上でのトレーニング効
果に影響を与える要因について調べた．
【対象と方法】
　2013年 1月から 2015年 12月までに初診とし
て当科を受診した 3～ 5歳の ASD児で，初診時
に非協力であった児のうち 9歳まで継続的に来院
した 43人を対象とした．初診時に齲蝕を認めな
かった児はすぐにマット上での健診を開始し，初
診時に齲蝕を認めた児は，体動抑制（抑制）下あ
るいは全身麻酔（全麻）下での治療後にマット上
での健診を開始した．管理期間中に齲蝕を認めた
場合は抑制下あるいは全麻下で治療を行った．健
診時に激しい体動を認めた場合はマット上での健
診を中止し，抑制下での健診を行った．
　初診時と 9歳時に発達年齢，ASDの障害特性，
日常生活の行動についてのさまざまな項目を調査
した．9歳までに通法での健診が可能になったか
を評価し，調査したそれぞれの項目のうちで関連
性の高い要因を数量化 II類を用いて検索した．
なお，本研究は大阪急性期・総合医療センター倫
理委員会の承認（S201917001）を得て行った．
【結果】
　マット上でのトレーニングの後，通法で健診が
できるようになった児は 43人中 25人であった．

初診時の診査項目のうち，健診への適応性に関連
性が高かったのは，自傷の有無（寄与率 34.8％），
爪切りへの適応性（同 26.1％）であり，9歳時の
診査項目のうちで関連性が高かったのは，基本的
習慣の発達年齢（同 17.5％），他害の有無（同
17.3％），爪切りへの適応性（同 15.2％）重度の
多動性の有無（同 13.9％）であった．抑制や全麻
下での治療経験は健診への適応性との関連性は低
かった．
【考察】
　知的能力障害を有する ASD者の歯科への適応
性は発達年齢との関連性が高いが，今回の 9歳時
の診査項目でも，健診への適応性と関連性が最も
高かったのは発達年齢であった．しかし，初診時
の発達年齢との関連性は低かった．ASD児の発
達年齢の向上は個人によりまちまちであり，就学
前の発達年齢で将来の適応性を評価するのは難し
いと思われた．一方，自傷を有している ASD児
は歯科治療に適応しにくいこと，また，日常生活
への適応性では爪切りや耳掃除への適応性が
ASD者の歯科治療への適応性との関連性が強い
ことが報告されている 1）．今回の結果からも，初
診時から自傷を認めたり，爪切りが困難である児
に対しては注意深いトレーニングが必要であり，
長期間適応性が改善しない場合は抑制などの手段
を考慮すべきである．
【文献】

 1）大西智之ほか：幼児期に体動抑制下での強制
的な歯科治療を行った自閉スペクトラム症児
のその後の歯科への適応性の評価，障歯誌，
38：154-161，2017.
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本学附属病院小児歯科で行われた全身管理下による歯科治療の実態調査
A survey of the general monitoring during dental treatment at pediatric dentistry 

of university hospital

○大塚愛美，平山展大，菊池元宏，朝田芳信
Manami Otsuka, Nobuhiro Hirayama, Motohiro Kikuchi, Yoshinobu Asada

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

【目的】
　本学附属病院小児歯科（以下，当科）では，障
害児や低年齢児などで歯科治療に理解や協力が得
られない場合や全身疾患を有するため歯科治療に
際して特別な配慮が必要な患児の場合，全身麻
酔，静脈内鎮静，モニター等の全身管理下で治療
を行うことがある．このようなニーズは今後も増
えることが予想されるため，全身管理下における
歯科治療の実態を把握することは重要と考えられ
る．当科でも井出らが 1997年から 2002年までの
実態調査を行っている．
　そこで，当科における全身管理下による歯科診
療の実態を把握することを目的に本調査を行った
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 1821 2020 

年）．また，利益相反（COI）はない．
【対象と方法】
　2015年 1月から 2019年 12月にかけての 5年
間に，当科にて全身管理下で治療を行った全患児
の年齢，疾患名，全身管理方法およびその内容を
診療録より抽出した．
　集計は，まず全身管理方法を［全身麻酔］［静
脈内鎮静］［モニターのみ］に分類した．次に，
基礎疾患を［なし（健常児）］［発達障害］［てん
かん］［神経，筋疾患］［心疾患］［呼吸器疾患］
［その他］に分類した．
【結果】

1）対象患児の人数，年齢ならびに性別
　対象患児の人数は 214名で，性別は男児が 129

名，女児が 85名であった．また，対象患児の年
齢は最低年齢が 2歳，最高年齢が 44歳で，4歳
が最も多く（36人），次いで 5歳（29人），6歳
（19人）の順であった．また，男女間で正確二項
検定（Exact binomial test）を行ったところ，男
児が有意に多かった（p＜0.01）．

2）健常児ならびに有病児の人数ならびに性別
　健常児は 23人（10.7％），有病児は 191人（89.3

％）であった．また，男女間で正確二項検定を
行ったところ，有病児における男児が有意に多
かった（p＜0.01）．
3）全身管理方法ならびに患児内訳
　全身管理方法は全身麻酔が最も多く（59.8％），
次いでモニターのみ（24.3％），静脈内鎮静（15.9

％）であった（重複あり）．
　全身麻酔を行った患児内訳は多い順から発達障
害（65.6％），健常児（17.2％），てんかん（15.6

％）であった（重複あり）．静脈内鎮静を行った
患児内訳は多い順から発達障害（82.4％），てん
かん（38.2％），神経・筋疾患（32.4％）であっ
た．モニターのみの患児内訳は多い順から発達障
害（44.2％），心疾患（42.3％），てんかん（32.7

％）であった（重複あり）．
【考察および結論】
　患児内訳は，全身管理方法に関わらず発達障害
が最も多かったが，全身麻酔下の歯科治療では，
健常児の割合が高くなることから，治療に不協力
な患児や恐怖心が強い患児が対象になっているこ
とがわかった．
　また，静脈内鎮静下の歯科治療では，てんかん
や神経・筋疾患を有する患児の割合が高くなるこ
とから，意思の疎通は図れるが，てんかん発作や
肢体が不自由な患児が対象となっていることがわ
かった．モニター管理下の歯科治療では，心疾患
を有する患児の割合が高くなることから，内部障
害を有する患児に適用される傾向が示唆された．
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日本語でのコミュニケーションが困難な患児や保護者に対する
絵カードを用いた口腔衛生指導の試み

A trial of oral hygiene guidance using picture cards for 

children and parents who have difficulty communicating in Japanese

○阿部桜子 1），志村菜摘 1），田中里実 1），茂木智子 1），藤　真紀子 2），
菅原舞美 2），中村州臣 2），浅里　仁 2），木本茂成 2）

Sakurako Abe1）, Natsuki Shimura1）, Satomi Tanaka1）, Tomoko Mogi1）, Makiko Tou2）, 

Maimi Sugawara2）, Kuniomi Nakamura2）, Jin Asari2）, Shigenari Kimoto2）

（1）神歯大附属病院・メンテナンス科，2）神歯大・歯・小児歯）
1）Kanagawa Dental Univ. Hospital Clinical Div. Oral Maintenance, 

2）Kanagawa Dental Univ. Dept. of Pediatric Dent.

【目的】
　本校は隣接する敷地に米軍の横須賀基地があ
り，約 1万人の米軍関係者が横須賀市内に居住し
ている．基地内にも歯科診療所は存在するが，小
児歯科専門医が所属していないため，当科を受診
する米軍関係の患児は近年増加している．その多
くは日本語でのコミュニケーションが困難であ
る．これまでは，歯科医師が英語でコミュニケー
ションをとりながら診療を行うことが多かった
が，患児への口腔衛生指導に関する保護者からの
要望も少なくない．しかし，歯科衛生士が英語で
口腔衛生指導を行うことは，時として患児や保護
者の十分な理解が得られないこともある．そこ
で，演者らは日本語でのコミュニケーションが困
難な患児や保護者に対して絵カードを用いて口腔
衛生指導を試みたので報告する．
【対象と方法】
　当科に来院した英語でのみコミュニケーション
が可能な米軍横須賀基地に住む親子，児童施設の
子ども，横須賀周辺に住む親子に絵カードを使っ
ての口腔衛生指導を行った．対象は患児 5人（男
児 3人，女児 2人，平均 7歳），保護者 3人とし
た．
　初回は絵カードを用いずに担当歯科医師による
通訳の下，英語で指導を行った．2回目以降は外
国人向けに作成した絵カード（図 1）を使用し，
歯科衛生士が患児を中心に保護者にも指導を行っ
た．また，絵のみのカードと絵に英語を記載した
カードの 2種類を使用した．今回は試験的な実施
であるため絵カード使用後の様子を中心にまとめ
た．

【結果】
　絵カードを使用した口腔衛生指導は，使用前と
比較して対象の患児や保護者の理解度が増し，指
導もスムーズに行えた．また多くの患児が，フロ
スなどの補助清掃用具も使用が可能になり口腔清
掃の上達がみられ，食事後に口腔清掃を行うと
いった生活習慣の改善がみられた．
【考察】
　本来絵カードは自閉症児などに使用することが
多いが，使用する言語の異なる外国人や読み書き
が出来ない患児とのコミュニケーションにも絵
カードは有用であると考えられた．また，術者が
話す英語やカードに記載する英文は簡潔に短くま
とめることや，イラストをカラフルにすること
で，どの年齢の患児にも理解しやすく良好な意思
疎通が行うことができた．
　今後，日本語でのコミュニケーションが困難な
患児の増加が予想されるため，絵カードを用いて
の口腔衛生指導の効果などについて検討する予定
である．
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パノラマエックス線写真を用いた
低ホスファターゼ症患者の下顎骨骨密度の定量的評価

Quantitative evaluation of mandibular bone density in hypophosphatasia patients using 

orthopantomographic imaging

○髙木美里 1），又吉紗綾 1），苅谷里奈 1），中元　崇 2），大川玲奈 1），柿本直也 2），仲野和彦 1）

Misato Takagi1）, Saaya Matayoshi1）, Rina Kariya1）, Takashi Nakamoto2）, Rena Okawa1）, 

Naoya Kakimoto2）, Kazuhiko Nakano1）

（1）阪大・院・小児歯，2）広大・院・放射）
1）Dept. Pediatric Dent., Osaka Univ. Grad. Sch. of Dent.,

2）Dept. Oral Maxillofacial Radiol., Grad. Sch. of Biomed. Health Sci., Hiroshima Univ.

【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
活性が低下することで引き起こされる遺伝性代謝
性骨系統疾患であり，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．
　HPPは，骨の石灰化不全と乳歯の早期脱落が
主症状とされ，早期に発症するほど重篤となるこ
とが知られている．近年，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
が，歯科領域における影響は不明である．
　これまでに，パノラマエックス線を用いた顎骨
骨密度の定量評価法を確立し，小児期における年
齢別の基準値を設定した．本研究では，HPPと
診断を受けた小児のパノラマエックス線写真を用
いて，下顎骨の骨密度の評価を行うこととした．
【対象と方法】
　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-E26，R1-E42）のもと行っ
た．
1．対象
　本学歯学部附属病院小児歯科を受診しており，
治療の一環としてパノラマエックス線写真撮影を
要する HPP患児 23名（平均年齢 6.5歳）を対象
とした．
　HPP患児は，病型別に周産期重症型が 4名（平
均年齢 3.7歳），周産期良性型が 3名（平均年齢
6.3歳），乳児型が 1名（2.9歳），小児型が 4名
（平均年齢 8.2歳）および歯限局型が 11名（平均
年齢 5.5歳）存在した．うち，酵素補充療法を
行っている患児は周産期重症型 4名，周産期良性
型 2名，乳児型 1名および小児型 2名の計 9名で
あった．

2．撮影条件
　インジケーターとしてステップウェッジをパノ
ラマエックス線撮影装置 Hyper X（朝日レントゲ
ン）に装着し，12 mAおよび 60 kVで撮影した．
3．評価法
　撮影したパノラマエックス線写真において，下
顎左側第二乳臼歯もしくは第二小臼歯の歯根の遠
心部の 20×20ピクセルの範囲における輝度を測
定した．その後，ステップウェッジの輝度と比較
することで補正した値を用いて評価した．
【結果】
　歯限局型の 11名のうち，健常児平均±SE以下
の値を示した患児は 9名存在した．また，酵素補
充療法を行っている患児のうち 7名は健常児平均
±SE以下の値を示したが，2名は健常児平均±
SE以上の値を示しており，どちらも周産期重症
型の患児であった．一方で，歯限局型を除く酵素
補充療法を行っていない患児は，3名全て健常児
平均±SE以上の値を示した．
【考察】
　歯限局型では，乳歯の早期脱落以外の所見は認
めないとされている．しかし，下顎骨骨密度の低
下を認める症例が存在したことから，歯限局型に
おいても歯槽骨の石灰化不全を伴う可能性が考え
られた．また，出生後まもなく酵素補充療法を開
始している患児は，健常児平均より骨密度が高値
である症例も存在したことから，酵素補充療法が
下顎骨の石灰化に影響を及ぼした可能性が示唆さ
れた．
　今後は，成人型も含め，全国のより多くの
HPP患者を対象に継続して評価を行うことに
よって，HPP患者における歯科所見を明確にし
ていきたい．
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酵素補充療法を行っていない低ホスファターゼ症患者における
下顎骨骨密度に関する経時的分析

Transitional changes in alveolar bone density in hypophosphatasia patients 

without enzyme replacement therapy

○奥田真琴 1），又吉紗綾 1），苅谷里奈 1），中元　崇 2），大川玲奈 1），柿本直也 2），仲野和彦 1）

Makoto Okuda1）, Saaya Matayoshi1）, Rina Kariya1）, Takashi Nakamoto2）, Rena Okawa1）, 

Naoya Kakimoto2）, Kazuhiko Nakano1）

（1）阪大・院・小児歯，2）広大・院・放射）
1）Dept. Pediatric Dent., Osaka Univ. Grad. Sch. of Dent.,

2）Dept. Oral Maxillofacial Radiol., Grad. Sch. of Biomed. Health Sci., Hiroshima Univ.

【目的】
　低ホスファターゼ症（Hypophosphatasia； 

HPP）は，骨の石灰化不全と乳歯の早期脱落を主
症状とした遺伝性骨系統疾患である．
　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，早期に発症するほど重篤化
する進行性疾患である．近年，酵素補充療法が開
発されたことにより，生命予後は飛躍的に改善し
たが，歯科領域における影響は不明である．
　これまでに，パノラマエックス線を用いた顎骨
骨密度の定量評価法を確立し，小児期における年
齢別の基準値を設定した．本研究では，HPPと
診断を受けた小児のうち，酵素補充療法を行って
いない患児のパノラマエックス線写真を用いて，
下顎骨骨密度を経時的に評価することとした．
【対象と方法】
　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-E26，R1-E42）のもと行っ
た．
1．対象
　2018年 8月から 2020年 7月の間に本院小児歯
科を受診し，治療の一環としてパノラマエックス
線写真撮影を要した HPP患児 11名（男児 4名，
女児 7名，平均開始年齢 6.6歳）を対象とした．
病型は，周産期良性型が 1名，小児型が 2名およ
び歯限局型が 8名であった．
2．撮影条件
　評価時の指標としてステップウェッジをパノラ
マエックス線撮影装置 Hyper X（朝日レントゲン）
に装着し，12 mAおよび 60 kVで撮影した．
3．評価法
　撮影したパノラマエックス線写真において，下

顎左側第二乳臼歯もしくは第二小臼歯の歯根の遠
心部における 20×20ピクセルの範囲の輝度を測
定した．その後，ステップウェッジの輝度によっ
て補正した値を用いて評価した．
【結果】
　歯限局型の患児は，どの撮影時期においても±
2SDの範囲内の値を示した．また，4名は年齢の
増加に従って輝度が増加したものの，2名は減少
した．残りの 2名は，輝度が減少した後に再び増
加した．
　小児型の患児においても，撮影時期に関わらず
±2SDの範囲内の値を示していた．うち 1名は
年齢の増加に伴って輝度が減少し，もう 1名は減
少後に再び増加した．
　一方で，周産期良性型の患児は年齢の増加に
伴って輝度が減少し，－ 2.3SDまで減少を認め
た．
【考察】
　周産期良性型の患児において，下顎骨骨密度の
経時的な減少を認めたことから，全身状態が重篤
化していない場合でも歯科的観点から骨密度の低
下を指摘できる可能性が示唆された．また，この
患児は年齢を追うごとに歯周状態の急激な悪化を
呈したことから，歯槽骨の骨密度の低下が歯周病
の病態に影響を及ぼす可能性が考えられる．一方
で，歯限局型の半数は成長に伴って骨密度の増加
を認めたことから，症状が軽度であるほど骨密度
に対する影響が低い可能性も考えられる．
　今後も分析を長期間継続し，各病型における顎
骨の病態を明らかにしたいと考えている．特に，
酵素補充療法を行った患児との比較を行い，酵素
補充療法が下顎骨に及ぼす影響も解析していきた
い．
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第一大臼歯萌出障害における病理学的考察
Histopathological observation of gingiva related with eruption disorder in the first molar 

○陶山可奈子 1），岡　暁子 1, 2），大木　調 1），田村翔悟 1），田口雅英 1），
緒方佳代子 2, 3），吉本尚平 2, 4），尾崎正雄 1）

Kanako Suyama1）, Kyoko Oka1, 2）, Shirabe Ohki1）, Shougo Tamura1）, Masahide Tagichi1）, 

Kayoko Ogata2, 3）, Shohei Yoshimoto2, 4）, Masao Ozaki1）

（1）福岡歯大・歯・成育小児歯，2）福岡歯大・口腔医学研究センター，3）福岡歯大・歯・機能構造学， 
4）福岡歯大・歯・病態構造学）

1）Fukuoka Dent. Coll., Div. Ped. Dent., 2）Fukuoka Dent. Coll., Oral Medicine Research Center,  
3）Fukuoka Dent. Coll., Div. Func. Struct., 4）Fukuoka Dent. Coll., Div. Patho.

【目的】
　正常な第一大臼歯において萌出障害が疑われる
場合は，早期に対応することが求められる．
　今回われわれは，第一大臼歯萌出障害と診断さ
れた小児を対象として，萌出障害の原因を調査し
た．さらに，病理切片を用い，病変部の上皮細胞
の挙動を観察した．なお，本調査は，福岡学園倫
理審査委員会の承認を得て実施した（承認番号
516）．
【対象と方法】
　対象は，2015年 4月 1日以降に，医科歯科総
合病院小児歯科において第一大臼歯萌出障害と診
断された 47名（男児 31名，女児 16名，計 60

歯）．発見時年齢，部位，歯根形成度，萌出障害
の原因を調査した．また病理切片を用いて，
Ki67，CK14，Sox2，Tenascin-Cの発現について
免疫組織学的染色を施行した．
【結果】

1） 発見時年齢は 7歳が最も多く，男児 12名，女
児 6名で，約 64％が 7～ 8歳であった（30

名）．
2） 部位は，対象歯 60歯のうち，右上が 34％（20

歯），右下が 23％（14歯），左上が 25％（15

歯），左下が 18％（11歯）であった．
3） 歯根形成度：Moorreesの分類 1）では，R1/4

が 27％（16歯），R1/2が 42％（25歯），R3/4

が 31％  （18歯）で，全体の約 73％は歯根形
成が 1/2を超えていた． 

4） 萌出障害の内訳は，上下顎別にみると，上顎で
は異所萌出が約 80％を占めていたが，下顎で
は，異所萌出と歯牙腫だけでなく，含歯性嚢
胞や萌出性嚢胞などさまざまな原因があった．

5） 免疫組織学的染色：「萌出遅延」と診断された

組織切片および「萌出性嚢胞」と診断された
組織切片を使用した．生検組織はどちらも
CK14に陽性の重層扁平上皮である歯肉粘膜
上皮を含んでおり，その上皮突起の形態に明
らかな違いは認められなかった．また粘膜固
有層には，退縮エナメル上皮と思われる複数
の上皮細胞が小塊を形成した上皮島が観察さ
れた．この上皮島には，Ki67，Sox2に陽性の
細胞が含まれ，細胞増殖活性があることが明
らかとなった．興味深いことに，Tenascin-C
は，萌出遅延組織では上皮島周囲の間葉組織
に強く発現しているのに対し，萌出性嚢胞で
はその傾向が観察されなかった．

【考察】
　第一大臼歯の萌出障害の原因において，下顎
は，腫瘍や嚢胞性病変が原因となる場合が上顎と
比較して多く，病理組織診断を行って原因を明ら 

かにする必要性が特に求められることが示された．
　歯の萌出は，退縮エナメル上皮を含んだ歯冠周
囲組織が口腔粘膜上皮と連続することで開始す
る．従って，この過程においては粘膜固有層に多
数の上皮島が観察され，この上皮島が消失してい
くことが歯の萌出には大変重要であると考えられ
た．萌出遅延と診断された組織においては，上皮
島周囲に Tenascin-Cの発現が観察され，萌出性
嚢胞組織では，その傾向が観察されなかったこと
から，上皮島周囲の Tenascin-Cが上皮島の消失
に重要である可能性が示唆された．今後も上皮島
消失のメカニズムに着目し，解析を進める予定で
ある．
【文献】

 1）Moorrees CF et al.：J Dent Res, 42：490-502, 

1963.
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本学小児歯科診療部における第一大臼歯萌出遅延および先天欠如に関する実態調査
A survey on the delayed eruption of first molar teeth and congenital missing teeth

○三輪尚慶，林　勇輝，井上唯衣，中村圭佑，飯田夏妃，玄番千夏子，名和弘幸
Naoyoshi Miwa, Yuki Hayashi, Yui Inoue, Keisuke Nakamura, 

Natuki Iida, Chikako Gemba, Hiroyuki Nawa

（愛院大・歯・小児歯）
Aichi Gakuin Univ. Dept. of Pediatric Dent.

【目的】
　歯の萌出障害には，早期萌出，萌出遅延，埋
伏，異所萌出などさまざまな病態が含まれてい
る．なかでも第一大臼歯の萌出障害の理由として
は，歯原性腫瘍や過剰歯，歯胚位置異常，生理的
年齢の遅延の一部として認められるもの，大臼歯
部に限局した歯胚形成の遅延などが挙げられる．
その発生頻度は稀とされるが，小児歯科臨床にお
いてはしばしば経験する．第一大臼歯は最初に萌
出する加生歯であり，歯列・咬合の発育過程にお
いて重要な役割を担っており，その形成や萌出な
どの異常が生じると，永久歯列にまで影響が及
ぶ．また同様に先天欠如は，歯列および顎顔面形
態に大きな問題を招く可能性が高い．したがっ
て，第一大臼歯を適切な咬合位へと誘導するこ
と，先天欠如を正確に把握することはもちろん，
その異常を早期に診断し，現在の状況の把握およ
び将来起こり得る臨床的問題点を予測して管理し
ていくことが小児歯科臨床においては非常に重要
である．
　そこで今回，第一大臼歯萌出遅延症例と先天欠
如の実態を把握することを目的に本調査を行っ
た．
【対象と方法】
　本調査は愛知学院大学倫理委員会の承認を得て
行った（承認番号：639）．
　2016～ 2020年に，本学小児歯科診療部におい
て初診時に撮影した 5～ 9歳の患児 494名のパノ
ラマエックス線画像を取り出し，以下の評価項目
を日本小児歯科学会専門医 2名で行った．評価が
異なる場合には評価者間の合議で決定した．
（1）第一大臼歯萌出段階評価と萌出遅延症例抽出
　パノラマエックス線画像上で，第二乳臼歯に対
する相対的萌出状態によって 5段階に評価する國
武らの萌出度分類を用いて第一大臼歯の萌出段階
を評価する．次に患児の歴齢を，日本人小児の第

一大臼歯標準萌出時期と比較し，＋1S.D.以上の
症例を抽出した．また，萌出遅延の明らかな原因
がある症例については群分けを行った．
（2）抽出症例における歯胚形成度の評価
　Nollaの歯胚形成度を参考に，反対側同名歯と
比較して 2段階以上の遅れを「遅延あり」，1段
階の遅れを「遅延疑い」と評価した．
（3）先天欠如の評価
　パノラマエックス線画像により先天欠如の部位
および本数を評価した．
【結果】
　日本人小児の第一大臼歯標準萌出時期と比較し
患児の歴齢が＋1S.D.以上と認められる症例は，
男児 32名，女児 40名の計 72症例であった．萌
出遅延の明らかな原因がある症例として，ecto-

pic eruptionが 16症例，石灰化物が 3症例，歯
原性腫瘍が 2症例であった．
　本調査対象のうち，永久歯の先天欠如を認める
症例は 61症例であった．そのうち，第一大臼歯
の先天欠如症例は 1症例であった．第一大臼歯の
萌出遅延かつ永久歯の歯数異常がある症例は 17

症例であった．先天欠如を認める場合は認めない
場合よりも第一大臼歯の萌出遅延の割合は高く，
その Odds比は 2.66倍であった．
【考察】
　明らかな原因のない第一大臼歯萌出遅延は無症
状に進行すると考えられる．したがって第一大臼
歯の萌出遅延は発見しづらいが，先天欠如はパノ
ラマエックス線画像で発見しやすい．
【結論】
　パノラマエックス線画像により先天欠如を認め
た場合，萌出遅延を疑うべきことが示唆された．
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新規歯髄診断法開発へ向けた歯髄脈波伝播時間の特性解析
Characteristic analysis of pulse transit time to dental pulp：an attempt

for a new dental pulp diagnosis based on the microcirculatory system

〇李　朝，柿野聡子，大木宏晃，岩本　勉
Zhao Li, Satoko Kakino, Hiroaki Ohki, Tsutomu Iwamoto

（医科歯科大・院・小児歯／障害歯）
Dept. Ped. Dent. / Spe. Needs Dent., Tokyo Med. Dent. Univ.

【目的】
　光電式容積脈波（PPG；Photoplethysmogra-

phy）は末梢血管の収縮と拡張により生じる血液
量の時間的変化を脈波として捉えるものである．
PPGが心臓から末梢組織に到達するまでの時間
は脈波伝播時間（PTT；Pulse transit time）と呼
ばれ，末梢組織の病態を反映すると考えられてい
るが 1），歯の PTTについての報告はない．本研
究では歯の光電脈波（TLP；Transmitted-light 

plethysmography）の PTTの特性を解析し，歯髄
微小循環の病態に基づく新たな歯髄診断への応用
可能性を考察する．
【対象と方法】
　本研究は東京医科歯科大学歯学部倫理委員会か
らの承認を得て行った（D2016-063）．対象は基
礎疾患のない 20～ 50代の成人被験者 24名であ
る．被験歯は上顎中切歯の健全歯 39本で，透過
型光電脈波測定装置の試作機（㈱モリタ製作所）
により TLPを測定した．末梢組織の PTTの比較
を行うため，光電パルストランスデューサにより
指尖，耳垂，つま先の PPGも同時に記録した．
測定は仰臥位で 2分間行った．PTTは心電図の R

波と PPGのピークの時間差より算出する（図 1）．
脈波収録解析システム PowerLab（AD Instru-

ments）に記録した 4種の PPGと心電図より各
PTT（n＝60，平均値）を算出した．各末梢組織，
各年齢層の PTTの統計学的有意差および心拍数，

血圧と PTTの相関について，一元配置分散分析
と Dunnet法を用いて解析した．
【結果】
　各末梢組織の PTTの比較ではつま先が他組織
より有意に大きく，歯，耳垂，指尖に有意差は認
められなかった．20～ 50代の各年齢層の PTT

に有意差は認めなかったが，増齢に伴い減少傾向
を示した．心拍数が低い被験者群は有意に大きい
PTTを示した．血圧と PTTに相関は認められな
かった．
【考察】
　頭頸部の歯と耳垂は PTTが同等でつま先より
も有意に小さく，つま先よりも脈波伝播距離の影
響を受けにくいことが示唆された．PTTは血管
障害や加齢による動脈硬化により減少することが
報告されている．歯の PTTは増齢により減少傾
向を示したものの有意差を認めなかったが，年齢
以外に歯髄腔狭窄や歯髄血管の加齢変性などの個
体差が関与していると推測される．今後，歯髄血
管の成熟や加齢による血管弾性の変化，循環障害
など PTTへ影響する因子が明らかになれば，歯
髄の病態診断を行う新たな指標として応用が期待
される．
【文献】

 1）Allen J ：Photoplethysmography and its appli-

cation in clinical physiological measurement, 

Physiol Meas, 28：1-39, 2007.
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外傷により脱落した根未完成中切歯にリバスクラリゼーションを行った 1例
―第 2報―

The case of revascularization of unclosed central incisor that had fallen off due to trauma 

―The 2nd report―

○中村州臣，藤田茉衣子，浅里　仁，小川綾野，青木嵯由里，亀倉ともみ，
中島知佳子，井上吉登，木本茂成

Kuniomi Nakamura, Maiko Fujita, Jin Asari, Ayano Ogawa, Sayuri Aoki, Tomomi Kamekura,  

Chikako Nakajima, Yoshinori Inoue, Shigenari Kimoto

（神歯大・歯・小児歯）
Kanagawa Dental Univ. Dept. of Pediatric Dent.

【緒言】
　リバスクラリゼーションとは，歯髄が壊死した
歯根未完成歯に対して，抗菌剤による滅菌と意図
的出血によって硬組織を形成させ，歯根の長さと
厚みを増して成長させる新しい治療法で，根未完
成歯に対する根管処置の一つとして位置づけられ
ている 1）．また動物実験において，根未完成歯の
抜髄後にリバスクラリゼーションを行った場合，
水酸化カルシウム製剤よりも MTAが根管内の組
織再生と硬組織形成に有効であると示されてい
る 2）．今回，われわれは外傷により脱落した根未
完成中切歯に対してリバスクラリゼーションを試
みたので報告する．
【症例】
　患児：8歳 5か月・女児
　主訴：顔面をぶつけた
　現病歴：スケートボードを持っている状態で，
公園入口のチェーンを飛び越えようとしたとこ
ろ，足がチェーンに引っかかり，顔面から受傷．
救急搬送にて当科を受診．
【診査および診断】
　外傷による下口唇の裂傷と 1 の脱臼
【治癒経過】
　初診時は 1 についた砂利を可及的に除去後，
再植し暫間固定を行い，下口唇の裂傷を縫合し
た．固定後 1か月が経過し，状態を確認したとこ
ろ，打診により 1 に金属音を疑う打診音があっ
たが，その後消失したため，動揺が治まるまで固
定を行った．固定開始から 9週間後，動揺度を確
認して固定除去．デンタル画像により 1 根尖部
に透過像を認めたため，NaClO→生理食塩水
→ EDTAの順で根管内を洗浄後，カルビタール

を貼薬し，4週間根管内の消毒を行った．
　4週間経過後，カルビタールを除去したところ，
出血は認められなかったため，EDTAで洗浄を行
い，ファイルにより根尖を刺激し，出血を生じさ
せた．セメントエナメル境まで出血させ，MTA

セメントで封鎖した後，コンポジットレジンによ
り仮封を行った．現在までに受傷歯の歯根周囲に
回復が認められている．
【考察】
　本症例では，外傷により脱落した根未完成歯に
リバスクラリゼーションを行った．リバスクラリ
ゼーションの症例にはいくつか共通点があり，患
児の年齢は 8～ 18歳，根尖未完成の歯である 1）．
若年患者は治癒能力が高く幹細胞の増殖能力も強
いため，年齢は予後を左右する重要な因子といえ
る 1）．本症例は 8歳と中切歯の根は未完成であっ
た．
　本症例では動物実験において，水酸化カルシウ
ムよりも組織再生と硬組織形成に有効であること
が示されている MTAセメントを適用した．
　本症例は，過去の報告における予後良好な結果
が得られる条件を揃えることができた．患児の口
腔清掃状態や習癖などを考慮し，定期的に状態を
確認する必要がある．
【文献】

 1）下野正基：Revascularization（再生歯内療法）
の課題と可能性，日歯内療誌，38（1）：
1-12，2017．

 2）Minato H et al.：Revascularization after 

Pulpectomy of Immature Molars in Rats，日
歯保存誌，62：27-38，2019．
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乳歯・永久歯の外傷 3例の経過について
―歯髄保存の意義―

Three cases of observation of traumatized milk tooth and permanent tooth

―A significance of restoration of pulp―

○深水　篤 1），伊東泰蔵 2）

Atsushi Fukami1）, Taizo Itoh2）

（1）医療法人伊東会 伊東歯科口腔病院（熊本市），2）医療法人伊東会 いとう歯科医院（熊本市））
1）Itoh Dento-Maxilofacial Hospital, 2）Itoh Dental Clinic

【目的】
　小児歯科臨床において，乳歯・幼若永久歯の外
傷にはしばしば遭遇する．萌出中の乳歯から歯列
完成時期の 3歳児までの受傷，また永久歯萌出時
期から幼若永久歯列期に至るまでの外傷例では，
保存治療について苦慮することもある．
　そこで今回は，外傷乳歯の 2例と幼若永久歯 1

例について報告する．
【症例】
　症例① 2歳 4か月 女児．夜 7時頃自宅の階段
で転倒して口唇部を打撲．裂傷部からの出血と上
顎右側乳中切歯の脱落を認めた．すぐに清潔な
ガーゼに包み牛乳に入れた状態での持参し当院を
受診した．脱落した歯を再植し，裂傷部を縫合し
た後暫間固定を行った．固定期間は 3週間とし
た．
　症例② 4歳 6か月 男児．三輪車から転倒して
上顎乳中切歯を強打した．受傷後 30分以内に受
診し，歯肉の裂傷と左側乳中切歯の口蓋側転位を
認めた．エックス線所見では左側乳中切歯の歯根
破折を認め，右側は亀裂の疑いと診断した．徒手
的に整復し，暫間固定を 2週間行った．歯髄を保
存して歯の変色や歯肉状態を注意深く経過観察し
た．
　症例③ 14歳 男子．野球の試合中選手同士の衝
突で上顎前歯部を強打した．左側中切歯は挺出し
た状態で歯頸部付近からの出血を認めた．エック
ス線所見では歯頸部寄りの歯根破折片は完全に離
断した状態であった．整復した後に左右側切歯間
に暫間固定を行った．
【結果】
　症例① 固定除去後のエックス線所見では，歯
根中央部の近心側に歯根吸収が疑われたが経過観
察とした．再植後 53日目には近心側歯頸部に一
部歯根吸収を認めた．歯冠の変色はなかったが，

挺出が見られたため感染根管治療を行い，水酸化
カルシウム製剤による根管充塡と咬合調整を行っ
た．整復後 8か月の状態では，歯根全体に吸収痕
は認められるが，歯の動揺はなく安定していた．
　症例③ 受傷後 45日で固定を除去し，その後約
2週間歯髄反応を観察したが無反応だったため感
染根管治療を開始したが，天蓋を除去したところ
で痛いという訴えがあったので洗浄後に水酸化カ
ルシウム製剤を貼布して経過観察とした，ほぼ根
部歯髄は保存の形となった．受傷 1年半後も感染
の症状はなく現状を維持していた．
【考察】

1）症例①の場合，乳歯外傷の再植予後は非常に
困難とされている．特に低年齢児では不協力であ
るため治療が困難な場合が多い．一旦は歯髄保存
を試みたが，歯頸部に透過像の発現を認めた．そ
こで感染根管治療を行って病変の進行を防止し維
持安定を図って経過良好であった．
2）症例②では，歯根吸収が存在する乳歯の歯根
破折例の治療として，歯髄処置するべきかを迷っ
たが有髄歯のままで永久歯交換を迎える途中であ
る．
3）症例③では，幼若永久歯の歯根破折の中で難
症例の範疇に入る歯頸部寄りの破折である．通常
歯冠部は抜去して，抜髄後に挺出させる MTMの
適応とする場合が多い．しかし今回は，外傷のガ
イドライン 1）を参考にし，有髄歯の状態で良好
な経過を得ることができた．外傷歯に対して歯髄
を保存する意義は非常に大きいことを実感した．
【文献】

 1）日本外傷歯学会：外傷歯治療のガイドライ
ン，日本外傷歯学会ホームページ，2008.
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1歳代の上顎乳前歯の外傷に起因すると考えられる
後継永久歯の歯冠形態異常を認めた 3例

3 cases of crown malformation of permanent teeth derived from traumatic injuries

to upper anterior primary teeth in 1-year-old children

○浅尾友里愛 1），太刀掛銘子 2），中野将志 2），秋友達哉 1），光畑智恵子 1），香西克之 1）

Yuria Asao1）, Meiko Tachikake2）, Masashi Nakano2）, Tatsuya Akitomo1）, 

Chieko Mitsuhata1）, Katsuyuki Kozai1）

（1）広大・院・小児歯，2）広大病院・小児歯）
1）Hiroshima Univ. Dept. Pediatric Dent., 2）Hiroshima Univ. Hosp. Dept. Pediatric Dent.

【目的】
　小児期の歯の外傷は，乳歯では 1～ 3歳に多
い 1）．乳歯の外傷では，受傷歯の経過のみならず
後継永久歯の萌出を確認し，影響の有無も精査す
ることが必要である．受傷時の年齢が低いほど，
後継永久歯の歯冠の障害の発生率や重症度が高
い 1）．
　今回，1歳代の上顎乳前歯部の外傷が原因と思
われる後継永久歯の歯冠形態異常を認めた症例 3

例を経験したので報告する．なお，発表にあたり
患児および保護者の同意を得ている．
【症例 1】初診時 8歳 2か月，男児
　上顎右側中切歯が萌出しないことを主訴に近医
より当科紹介となった．1歳 6か月時に受傷し上
顎乳前歯が埋入，近隣の総合病院口腔外科を受診
したところ，整復し，経過観察となった．当科初
診時，上顎右側中切歯は未萌出で口腔内に膨隆を
触れた．CBCTにて歯冠中央部で切縁を唇側に向
けて屈曲した像を認めた．
【症例 2】初診時 6歳 4か月，男児
　上顎両側中切歯が萌出しないことを主訴に当科
を受診した．1歳 5か月時に階段から転落し，上
顎右側乳中切歯が完全脱落，上顎左側乳中切歯お
よび乳側切歯が埋入，近隣の総合病院を受診した
ところ，抗菌薬の内服を指示され，経過観察と
なった．当科受診時，上顎両側中切歯は未萌出
で，CBCTにてどちらも歯冠中央部で切縁を口蓋
側に向けて屈曲した像を認め，上顎左側側切歯に
エナメル質形成不全を認めた．
【症例 3】初診時 6歳 10か月，女児
　上顎右側側切歯の精査を主訴に当科紹介初診．
1歳 10か月時に自宅で転倒し，上顎右側乳側切
歯が埋入および両側乳中切歯が亜脱臼，受傷 1週
間後に近医にて上顎両側乳中切歯の整復固定を施
行された．当科初診時，口腔内に一部萌出してい

た上顎右側側切歯の切縁にエナメル質形成不全を
認め，CBCTにて歯冠中央部で切縁を口蓋側に向
けて屈曲した像を認めた．

【結果と考察】
　乳歯の外傷では，当該歯の経過が良好でも数年
後に後継永久歯の萌出障害を認める場合や，問題
なく萌出しても歯冠にエナメル質形成不全や減形
成を認める場合がある．減形成部位は象牙質や歯
髄への感染経路となり得るだけでなく，咬合や審
美的な問題も生じえる．受傷時の年齢が低いほ
ど，後継永久歯の歯胚の石灰化度は低いため，受
傷時の衝撃により歯冠の形成に影響を受けやす
く，特に 0～ 1歳代の受傷では歯冠部の減形成を
認めやすい 1）．今回の 3例については，減形成だ
けでなく歯冠形態異常も認めており，感染防止や
咬合および審美的な回復が必要となる．今後，長
期的な観察のもと適切な対応を続けていく予定で
ある．
【文献】

 1）宮新美智世ほか：外傷を受けた乳歯に関する
臨床的研究，小児歯誌，28：397-406，1990.

〈図 1〉 当科で撮影した各症例の CBCT画
像（矢状断）
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上顎両側中切歯の外傷性脱臼の再植後に外部吸収を引き起こした 1例
A case of external resorption after replantation of a traumatic dislocation 

of a maxillary bilateral central incisor

○三木崇裕 1～3），星野倫範 1），椚山莉江 1, 2）

Takahiro Miki1～3）, Tomonori Hoshino1）, Rie Kunugiyama1, 2）

（1）明海大・歯・口腔小児，2）三木歯科小児歯科（川越市），3）小児歯科臨床研究会 MIOS）
1）Meikai Univ. Dept. Pediatric Dent, 2）Miki Dental Pediatric Dentistry, 3）MIOS C.S.P.D 

【目的】
　外傷により完全脱臼した永久歯は再植が試みら
れるが，保存状態によってその後の予後は外部吸
収や歯の骨性癒着などさまざまな経過をたどる．
そのため，外傷を経験した歯に関しては長期的な
予後管理が重要である．今回われわれは，外傷に
より完全脱臼した上顎両側中切歯の再植後，外部
吸収を引き起こした歯の根管治療を行い，良好な
治癒経過をたどっている症例を経験したので報告
する．報告に際し，患者家族の同意を得ている．
【対象と方法】
〈患者〉受傷時年齢 11歳 4か月女児
〈主訴〉転倒で顔面強打し，前歯がめり込んだ．
〈現病歴〉学童で公園を訪れた際に転倒し顔面を
強打．当初連絡時に前歯がめり込んだとのこと
だったので陥入を疑い直ちに来院を促した．来院
後エックス線写真にて確認したところ歯の確認が
出来ず完全脱臼と判断．学童の職員に歯の捜索を
してもらい受傷後 1時間後に牛乳に浸漬し上顎左
側中切歯が到着．さらに 30分後にラップに包ま
れ上顎右側中切歯が到着となる．
〈診断〉： 1 1 外傷による完全脱臼
〈治療経過〉歯，歯槽窩を生理食塩水で洗浄後

0.16－0.22ステンレスワイヤーとスーパーボンド
にて 321 123 で固定した．上顎前歯頰側部に骨
折を認めたため，某大学病院口腔外科に精査を依
頼し，2か月後にワイヤーが除去されてから当院
再紹介となった．経過確認のためエックス線写真
を撮影し，両歯とも外部吸収を認めたため抜髄後
水酸化カルシウム製剤を貼薬した．その後 MTA

系セメントとガッタパーチャで根管充填しコンポ
ジットレジンにて修復し，定期的に経過観察を
行った．
【結果】
　受傷から 2か月のワイヤー除去後，歯の動揺は
生理的範囲内におさまっていた．自発痛はなく，
わずかに打診痛を認め，電気診の反応は認めな

かった．受傷から 8か月後，歯の動揺は生理的範
囲内で自発痛や打診痛も認めなかった．またエッ
クス線写真所見では歯根の外部吸収部に骨様不透
過像が増成され，歯根の閉鎖を認められた．

【考察】
　今回連絡を受けた時点で陥入と想定してしまっ
たことで再植までの時間が長くなってしまった．
外傷時の連絡の時点で歯が脱落していないか確認
をするべきであった．抜髄の時期に関しては外傷
歯のガイドラインにおいて 10日後以降とあるが
本症例のような場合では速やかに行う必要がある
と考えた．また根管治療薬には強アルカリ性によ
る抗菌作用，歯根吸収抑制作用を期待して水酸化
カルシウム製剤が広く使われるが，今回 MTA系
セメントを用いて比較的良好な治癒経過を得てい
ることから本セメントの有効性が示唆された．今
後も長期的に経過を観察していく予定である．
【文献】

 1）日本外傷歯学会：歯の外傷治療ガイドライン
平成 24年 10月改訂．

 2）松本光吉：アトラス 外傷歯の治療学，医歯
薬出版，東京，1990．

〈図 1〉左：受傷 2か月後　右：受傷 8か月後
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中顔面の劣成長を有する骨格性下顎前突に対し RAMPAセラピーを使用して
顔貌の審美的な改善を行った 3例

Three cases of aesthetic improvement of facial profile using RAMPA therapy for skeletal crossbite with 

concave profile of the middle face

○有田浩一朗 1），田島　格 1），櫻井達也 1），藤江紘子 2），篠原左知緒 2）

Koichiro Arita1）, Itaru Tashima1）, Tatsuya Sakurai1）, Hioroko Fujie2）, Sachio Shinohara2）

（1）横浜ゆうみらい小児歯科・矯正歯科（横浜市），2）有田歯科医院（北区））
1）Yokohama Yuu Mirai Pediatric Dental & Orthodontic Clinic, 2）Arita Dental Clinic

【緒言】
　RAMPAセラピーは上顎骨複合体を上前方の牽
引方向へと牽引することで中顔面の前方成長を促
すということが知られている．またその範囲は頭
蓋骨全体におよび，中顔面の鶏冠までをも含むと
されており，中顔面の顔貌の審美的な改善に大き
な影響力を及ぼすことがわかってきている．そこ
で，当院での骨格性下顎前突 3例の顔貌と歯列の
治療経過および結果についてここに報告する．
＊本抄録においては【症例 1】を抜粋，掲載する．
【症例 1】初診時年齢 8歳 1か月女児．〝下顎が出
てきた気がする〟と顔貌，歯列を気にして来院
〈図 1左：術前〉．歯令は Hellman分類Ⅱ C，正
中が左に偏移している．左側 AngleⅢ級，右側
AngleⅡ級，Overjet＋1.8 mm，Overbite＋1.6 

mm，側貌は Concave type．∠ ANB－0.8°，Con-

vexity－0.7°．治療は RAMPAセラピーと可撤式
の矯正装置を使用して行った．十分な審美的な顔
貌改善が得られた後 2年の保定期間の後，リテー
ナー使用は現在中止している〈図 1右：術後〉
〈図 2〉．
【症例 2】初診時年齢 9歳 0か月男児．主訴は反
対咬合だが〝夜に突然大きな声を上げたり，顎が
痛くなったりする〟とのこと．顔貌，歯列を気に
して来院．夜驚症と小児科で診断されている．歯
令は Hellman分類ⅢA．左右側 AngleⅢ級，Over-

jet－3.1 mm，Overbite＋3.6 mm，側貌は Con-

cave type．∠ ANB－1.2°，Convexity－2.4°．治
療は RAMPAセラピーと Muscle Wins矯正を併用
し 14歳 11か月まで行った．上記症状は改善され
現在保定観察中．
【症例 3】初診時年齢 7歳 11か月男児．かみ合わ
せが反対である事を気にして来院．歯令は Hell-

man分類ⅢA．左右側共に AngleⅢ級，Overjet－
2.4 mm，Overbite＋4.9 mm，側貌は Concave 

type．∠ ANB－1.1°，Convexity＋2.6°．治療は

RAMPAセラピーの後，マルチブラケットを使用
して歯列の配列を 12歳 4か月まで行った．現在
保定期間中．定期的な受診による経過観察を行っ
ている．
【考察およびまとめ】
　3症例とも RAMPAセラピーで特徴的な，側貌
写真および側貌セファロ分析での前方方向の成長
傾向が示された．その結果，患者，保護者共に満
足する審美的な改善を得るに至った．これらのこ
とから RAMPAセラピーは中顔面に作用し Con-

cave Typeの顔貌改善に非常に有用であることを
示唆する．
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〈図 1〉【症例 1】（左：術前，右：術後）

〈図 2〉【症例 1】セファロ分析抜粋
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上顎側切歯の歯根吸収を伴う埋伏犬歯の 1例
Root resorption of the maxillary lateral incisor caused by impacted maxillary canine

○藤生　桃，栗田沙由梨，芳野素子，三瓶伸也
Momo Fujiu, Sayuri Kurita, Sugako Yoshino, Shinya Sanpei

（日歯大・新潟病院・小児歯）
The Nippon Dental Univ. Niigata Hospital, Dept. Pediatric Dent. 

【目的】
　小児歯科臨床において，上顎犬歯の埋伏は比較
的遭遇しやすい萌出障害の一つである．上顎犬歯
の埋伏は発見が遅れると，隣接歯の歯根吸収を引
き起こす危険がある．今回，上顎側切歯の歯根吸
収を引き起こした上顎埋伏犬歯に対し，牽引した
症例を経験した．本症例の発表について患児と保
護者からの同意が得られたため報告する．
【症例】
患児：11歳 4か月　男児
主訴： 3 が生えてこない．
既往歴・家族歴：特記すべき事項はない．
現病歴： Cの脱落後，1～ 2年経過しても 3 が
萌出しないことが気になっていた．近医の診察で
3 の埋伏と 2 の歯根吸収を指摘され，紹介来院
した．
現症： 3 は未萌出であったが，触診で歯冠の膨
隆を触れた． 2 は Millerの分類 1度の動揺が認
められた．パノラマエックス線画像において， 3

は Ericsonらの分類で Sector 3，近心傾斜角度は
32°であった．また，CT画像で 3 の尖頭は 2

よりも唇側に位置し，被覆骨は認められなかっ
た． 2 の歯根吸収は 1/2程度で，唇側で著しかっ
た．
診断： 3 の埋伏による 2 の歯根吸収
治療方針： 3 を牽引し， 2 を可及的に保存する．
【治療経過】
　11歳 6か月時に 3 の唇側歯肉を開窓後，セ
クショナルブラケット装置を用いて，まずは遠心
方向へ牽引した．11歳 8か月時，遠心移動が終
了したため，歯列弓内への誘導を開始した．12

歳 1か月時， 3 の歯列弓内への配列を完了し，
保定装置を装着した．以後，経過観察へ移行した
が， の歯根吸収に変化はみられず，歯髄は生活反
応を示している．
【結果と考察】
　埋伏した上顎犬歯への対応において，Sector

分類，近心傾斜角度は重要な指標となる．本症例

の 3 は Sector 3，近心傾斜角度は 32°で牽引が
推奨される状況にあった．牽引開始後は 3 の尖
頭が 2 よりも唇側に位置しており被覆骨もな
かったため，牽引は比較的に容易であり，7か月
で歯列弓内へ配列することができた．
　上顎埋伏犬歯が接触し側切歯に著しい歯根吸収
を生じた症例の多くは，側切歯の抜歯が選択され
ている．一方で，側切歯の抜歯による審美的，機
能的な問題などを考慮し，上顎埋伏犬歯の牽引に
より可及的に保存を試みた報告もみられる．今
回， 2 は保存を選択し，さらなる歯根吸収を避
けるため，まずは 3 を遠心傾斜させて歯軸を改
善した．結果として， 2 の歯根吸収を進行させ
ることなく， 3 の誘導処置を完了することがで
きた． 2 は今後も注意深く経過観察を行ってい
く予定である．
【文献】
野田　忠，田口　洋：萌出障害の咬合誘導，第 1

版，東京，医学情報社，2007，pp.37-58.
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混合歯列期にビムラー装置を用いて咬合改善を行った症例
Case reports of occlusal treatment in mixed dentition period using Bimler appliance 

○松井典子
Noriko Matsui

（のりこ小児・矯正歯科（国分寺市））
Noriko Pediatric and Orthodontic Dental Clinic

【目的】
　小児の成長期に使用される機能的矯正装置はさ
まざまある．混合歯列期において今後萌出する永
久歯のスペース確保は重要であり，骨格の前後的
な改善とともに歯列の前後的および側方的にス
ペースを獲得する必要がある．作用機序として，
装置に組み込まれるワイヤーの弾力および構造に
より咬合の変化をもたらすとされるビムラー装置
を選択し治療を行った症例を報告する．本症例の
報告にあたり，患児および保護者の同意を得てい
る．
【症例】
　《症例 1》7歳 6か月女児
　主訴：永久歯の並ぶ隙間がなさそう
　既往歴：齲蝕治療で近医に通院していた．左下
ABが癒合歯であったため今後矯正が必要と言わ
れていた．右側 6番の交叉咬合が発生，上顎前歯
部の萌出および癒合歯脱落後のスペースロスが発
生し矯正を開始することとした．
　《症例 2》7歳 10か月男児
　主訴：歯の隙間が空いている，歯の並ぶ隙間が
なさそうだ．
【治療方針】
　《症例 1》模型分析では上下顎ともに幅径が
1S.D.狭窄．パノラマエックス線写真より後継永
久歯の先天的欠如歯なし．頭部エックス線規格写
真より，正面セファロでは上顎の幅径が狭く，側
方セファロでは上下顎の位置は正常範囲内であっ
た．
　ビムラー装置により幅径の拡大を行い後継永久
歯の萌出スペースを確保し歯列および咬合の改善
を行うこととした．また，口腔内には修復物が多
く，2次カリエスおよび新生齲蝕の発生を予防す
ることも本症例には必要と考え可撤式装置を選択
した．
　《症例 2》模型分析では下顎の幅径および長径
が 1S.D.大きく，上顎の幅径は正常範囲にあるが

犬歯間幅径のみ 1S.D.狭窄．パノラマエックス線
写真より後継永久歯の先天的欠如歯なし．頭部
エックス線規格写真より，正面セファロでは下顎
は狭窄傾向を示し上顎は狭窄．側方セファロでは
下顎の後退と前歯部の唇側傾斜が認められた．前
歯部 over biteは 1.0 mmであった．発音時にや
や舌突出傾向がみられ，over biteが浅いこと，
上顎に比べて下顎の歯列弓幅径が大きいことから
低位舌の問題も考慮する必要があると考えた．ビ
ムラー装置により上顎の幅径の拡大，下顎の前方
への成長を目的として装置を選択した．舌位につ
いては，装置の装着により改善されるか経過を見
ることとした．
【結果】
　《症例 1》上下顎ともに歯列弓幅径の拡大，右
側 6番の交叉咬合も改善された．下顎前歯部にお
いてはやや舌側傾斜となったが，1S.Dを超える
ことなく軽度のため装置の除去により今後安定す
る可能性があると考える．
　《症例 2》上顎歯列弓幅径の幅径が拡大された．
上顎前歯部の唇側傾斜は残るものの，下顎の前方
への成長および舌突出傾向の発音は改善され，
O.B.が 3.13 mmと拡大された．
【考察】
　ビムラー装置は，その構造による弾力性で咀嚼
運動様の動きを誘導し歯列の拡大が行われる 1）．
そのため調整量は微量であり，装置の装着に慣れ
てしまえば患児の負担も少ない．
　2症例においても装置の装着にすぐに慣れ，痛
みなどを訴えることはなかった．ビムラー装置を
使用することより，後継永久歯の萌出スペース確
保，上下顎関係の改善が確認され，混合歯列期に
装着することで成長発育を助け咬合改善すること
が可能と考えられた．
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床矯正治療と併用したバイオファンクショナルセラピーによる顔貌の改善
Facial improvement by bio functional therapy 

during orthodontic treatment by removable appliance

○藤井秀紀 1），花田真也 2），岡崎好秀 3）

Hidenori Fujii1）, Shinya Hanada2）, Yoshihide Okazaki3）

 （1）しんくら歯科医院（岡山県），2）日本床矯正研究会，3）国立モンゴル医学科学大学歯学部）
1）Sinkura Dental Clinic, 2）Japan Society of Removable Orthodontic,

3）Mongolian National Medical-Science Univ. Dept. Pediatric Dent.

【目的】
　近年，HellmanⅡAからⅢA期の歯列不正治療
では可撤的装置による矯正がよく行われている．
しかし，装置のみでの治療は対症的であり歯列不
正の原因となる口腔悪習癖を取り除いておかない
と後戻りや新たな歯列不正を惹起することにな
る．そのため日本床矯正研究会では，装置による
メカニカルな治療と併せて，歯列不正の原因を改
め，自然治癒力を高める 1）生物学的機能療法（バ
イオファンクショナルセラピー Bio functional 

therapy以下 BFTと記載）を推奨している．今回
は装置による矯正に BFTを併用して歯列だけで
なく顔貌の改善が見られた 2症例について保護者
の同意を得て報告する．

【対象と方法】
　症例 1は矯正開始時 7歳 8ヵ月 HellmanⅢAで
叢生と永久歯萌出スペースの不足が認められ側方
拡大と BFTを行った．症例 2は矯正開始時 4歳
6ヵ月 HellmanⅡAで反対咬合が認められパナ
シールドの就寝時装着と BFTを行った．2症例
とも口輪筋力，舌圧が低く口角下垂が認められ
BFTの 3要素すべてを指導した．
【結果】
　可撤式装置により歯列が改善するとともに
BFTにより顔貌にも下垂していた口角が挙上す
るという改善が認められた．また保護者からは表
情が明るくなって顔つきが変わった，猫背だった
のがまっすぐになったとの感想があった．

〈表 1〉バイオファンクショナルセラピーの要素

【考察】
　近年小児矯正においてもマウスピース矯正など
多種多様な矯正装置が開発されている．しかし成
長発達の途中にある小児期に成人の矯正方法をそ
のままあてはめると後戻りだけでなく正常な発達
を妨げることにもなりかねない．小児矯正におい
ては歯列不正の原因となる口腔周囲の悪習癖や姿
勢を BFTにより改善することが有用である．

症例 1 症例 2

〈図 1〉床矯正と BFTによる歯列と顔貌の変化

歯列の変化

顔貌の変化
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乳歯列反対咬合の 10例（その 2）―乳歯列期から処置を行う意義―
Treatment of mandibular protrusion in deciduous dentition ：10 cases report（PartⅡ）

―Significance of orthodontic treatment in primary dentition period―

◯阪本美紀 1, 2），島田朝晴 1, 2），神谷　誠 2, 3），片瀬　純 1, 2），平岡富美 1, 2），中村雅子 1, 2），鈴木倭子 1, 2）

Miki Sakamoto1, 2）, Asaharu Shimada1, 2）, Makoto Kamiya2, 3）, Jun Katase1, 2）, Fumi Hiraoka1, 2）,

Masako Nakamura1, 2）, Wako Suzuki1, 2）

（1）ジャーミィデント歯科（港区），2）歯列育形成研究会（大田区），
3）医療法人スマイルアート神谷歯科医院（松本市））

1）Dental Clinic Germydent, 2）Study Group ：Denture Formation with Deciduous Teeth,
3）Medical Corporation Kamiya Dental Clinic

【目的】
　正しい永久歯列咬合を得るために，発育期間中
（早期）に歯列の処置に取り組むことで，経過に
無理がなく，結果に確実性を得ることができる．
つまり上下顎の位置関係を正しくし，乳歯列弓の
形態も良い状態で発育する方が有利である．
　当院では 40年程前から来院するすべての幼児
に，乳歯列期から永久歯列完成まで歯科衛生士に
よる齲蝕予防の管理と共に，歯列の継続管理処置
を行っている．歯列咬合の形態的な育成（機能面
の育成も含む）は，シンプルで再現性が高い方法
によって，正常な永久歯列の獲得を約束するもの
でありたい．
【対象と方法】
　ⅡA期に来院した乳歯列反対咬合の患者に対し
て，おもに可撤式装置とチンキャップ等による永
久歯列期までの継続管理処置を行った 10例であ
る．顎の位置関係を正しくし，反対咬合の改善と
共に，側方拡大等により乳歯列弓も早期に良好な
形に形成した．われわれが定めた標準乳歯列弓
（図 1）には空隙の数値があるが，目視で症例の
乳歯列弓の形と空隙を比較するために作られたも
ので，治療上の一定の目安としている．乳歯列弓
に与える変化が歯槽基底にまで及ぶことは，以前
に発表した．顎の位置関係が正しく，上下永久 4

切歯が並んだ状態を標準経過態（図 2）とし，乳
歯列期からの咬合誘導の治療途中の指標としてい
る．
【結果および考察】
　乳歯列反対咬合の改善後，継続管理処置によっ
て，萌出始めの永久歯の位置の調節を行い，歯列
弓の状態も良好に形成された．咬合誘導のゴール
である正常永久歯列咬合の獲得と共に，前歯の臨
床的歯冠長も短く，審美的にも整っている．

【結論】
　乳歯列反対咬合では，従来，顎の位置関係の改
善のみに重点が置かれる傾向がある．顎の位置関
係の改善のみならず乳歯列弓の形態を整えること
が，歯槽基底にまで変化を与えるので，良好な永
久歯列を形成させるためには，有効な方法であ
る．
【文献】

 1）木本茂成：乳歯列期からの咬合誘導―形態と
機能の調和を目指して―，小児歯誌，48

（1）：11-19，2010.

 2）山�要一ほか：シンポジウムⅡ，小児歯誌，
59：38-43，2021（抄）．

 3）島田朝晴：歯列育形成，クインテッセンス出
版，1995.

 4）島田朝晴：歯列育形成の実際，クインテッセ
ンス出版，2012.

 5）阪本美紀ほか：乳歯列反対咬合の 10例―乳
歯列期から処置を行う意義―，小児歯誌，
58：25，2020（地方会抄録号）．
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混合歯列期における著しい永久歯萌出余地不足を長期管理した 1例
The case report of long-term management of space loss for eruption in mixed dentition period

○鬼頭秀明 1），安立妙子 2），長縄友一 3），鬼頭佳子 1）

Hideaki Kito1）, Taeko Adachi2）, Tomokazu Naganawa3）, Yoshiko Kito1）

（1）瑞穂小児歯科診療所（名古屋市），2）小児歯科あおやま（名古屋市），
 3）やごとの歯科こども歯科（春日井市））

1）Mizuho Pediatric Clinic, 2）Pediatric Clinic Aoyama, 3）Yagotono Dental Pediatric Clinic

【目的】
　混合歯列期における永久前歯萌出余地不足に伴
う前歯部叢生や乳犬歯の早期脱落を来たした不正
咬合は比較的発生頻度の高い症状である．早期か
ら喪失した永久歯萌出余地の回復と維持を図るこ
とが望ましく，成長発育期からの咬合管理が重要
であると考えられている．今回，学童期において
既に上顎左右および下顎右側乳犬歯早期脱落に伴
う後継永久歯の著しい萌出余地不足を来たした症
状に対して，可撤式床装置にて管理し良好な結果
を得た 1例について報告する．なお，報告につい
ては患児保護者の同意を得ている．
【初診時概要】
　患児は 8歳 2か月の女子，Hellman咬合発育段
階ⅢA期，主訴は前歯の歯並びであった．上下前
歯部の被蓋関係は OJ約 3 mm，OB約 3 mm，上
顎左右乳犬歯および下顎右側乳犬歯は既に脱落し
ており，上顎左側犬歯萌出余地約 2 mm，右側約
1 mm，下顎右側犬歯萌出余地 0 mmであった．
上下顎右側側切歯は機能的早期接触しており，上
下顎前歯の正中関係について，下顎正中の右側約
3 mmの偏位を認めた．上下顎第二乳臼歯位置関
係は左右ともに Vertical plane typeであった．
　側方セファロ分析（Ricketts）の要約として，
骨格的Ⅰ級，中顔型，上顎前歯口蓋側傾斜傾向，
下顎前歯舌側傾斜を認めた．
【治療方針および経過】
　患児年齢 8歳 4か月時において，上下顎に可撤
式床装置を夜間就寝時のみの装着を開始し，上下
歯列弓拡大および上下顎前歯の唇側傾斜移動，上
顎両側第一大臼歯の遠心移動を行い，永久歯萌出
余地回復を図った．治療開始から 21カ月後に上
顎乳歯が全て脱落し，上顎のみ装置を再製した．
上顎左右第一小臼歯の遠心移動および両側側切歯
の唇側傾斜移動継続を行った．35カ月後に下顎
乳歯が全て脱落し，下顎のみ装置を再製し，以降

上下顎歯列の保定を継続した．治療開始から 81

カ月後，患児年齢 14歳 9か月時において，上顎
左右第二大臼歯嵌合を認め永久歯列完成とした．
永久歯歯列完成からさらに 2年 2カ月後，保定装
置装着を継続し良好な状態を維持している．患児
の装置装着への協力度は終始良好であった．
【術後概要】
　上顎左右第二大臼歯の嵌合を認めた患児年齢
14歳 9か月時の段階を目処として術後審査を行っ
た．主訴はいずれも改善し，上下前歯部の被蓋関
係は OJ，OBともに約 3 mm，上下顎両側犬歯お
よび第一大臼歯位置関係はいずれも AngleⅠ級と
なった．また上下顎側切歯間の位置関係も改善
し，上下顎前歯部正中は一致した．
　側方セファロ分析（Ricketts）の要約として，
骨格的Ⅰ級，中顔型，上下顎前歯位置の改善を認
めた．
【考察】
　口腔内の発達，変化の著しい学童期において，
萌出余地不足に伴う乳犬歯の早期脱落は頻繁に認
められ，その管理は正中改善やリーウェイスペー
スに確保などの点において重要な意義がある．
　今回のⅠ期治療の管理について，可撤式装置の
適応症と考えられた．主訴は改善し良好な結果を
得たため，患児および保護者はⅡ期治療移行を選
択しなかった．成長発育期の咬合管理として有効
であったと思われる．
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前歯の咬合不良に対する床矯正治療とバイオファンクショナルセラピー
An anterior malocclusion case using removable orthodontic appliance

and biofunctional therapy

○吉田英子 1），花田真也 2），岡崎好秀 3）

Eiko Yoshida1）, Shinya Hanada2）, Yoshihide Okazaki3）

（1）エイコデンタルケア（仙台市），2）はなだ歯科クリニック（大野城市），
3）国立モンゴル医学科学大学歯学部）

1）Eiko Dental Care, 2）Hanada Dental Clinic, 
3）Mongolian National Medical-Science Univ. Dept. Pediatric Dent.

【目的】
　口腔機能発達不全症に対する口腔機能管理を歯
科医に厚生労働省が求めるようになり，口腔機能
発達不全と歯列不正の関連性が歯科医師の間で周
知されるようになった．日本床矯正研究会では，
歯列不正の原因となる口腔機能の発達不全を改善
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，装置によるメカニカルな
治療以上に重要だと考えている．
【対象と方法】
　初診時年齢　8歳　10ヶ月　女児 HellmanⅢA

上下顎叢生．左下 Cの早期脱落．左側前歯部に
開咬があり，舌の前突癖が認められる．爪嚙みと
うつぶせ寝癖などの悪習癖あり．
① メカニカル治療：床矯正装置により下顎歯列の
側方拡大し，舌房を確保．拡大後に閉鎖型装置
にて拡大後の歯列を整えた．
②  BFT：舌癖の改善のためにガムを用いた舌ト
レーニング．爪嚙みの改善．チューブを用い
た前歯の咀嚼訓練．よく嚙む食生活への改善
指導，とくに前歯での咬断運動で切歯骨前方
発育促進を促すように指導．口腔周囲筋のバ
ランスを整えるためリットレメーターを使用．

【結果】
　治療開始から 4年 6カ月，年齢 13歳 4か月　
メカニカル治療の結果，叢生を改善し，上下歯列
は約 5 mm側方拡大，左下犬歯は正しい位置に萌
出した．また，十分な舌房も確保した．BFTの
結果，舌癖と爪咬みが改善し，リットレメーター
は 2.5 kgを達成した．前歯部は緊密な咬合を獲
得した．

【考察】
　前歯部の咬合不良の原因と考えられる舌癖と爪
咬みを改善し，歯根膜に対して正しい刺激を与え
ることで，ブラケットや顎間ゴムを使用せずに緊
密な咬合を獲得することができた．床矯正治療に
は BFT（生物学的機能療法）に対する教育が大
切と考えられた．

【文献】
 1）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．

 2）花田真也ほか：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
誌，57：321-321，2019．

 3）花田真也：臨床家のための床矯正治療バイオ
ファンクショナルセラピーという新しいアプ
ローチ，2021．

〈図 1〉 左：治療開始時　中：保定時　右：拡大
床と BFT
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左右非対称性 先天性永久歯欠如症例に対し
歯根未完成期に自家歯牙移植を併用し矯正治療を行った 1例

A case of asymmetric congenital missing permanent teeth treated with 

orthodontic treatment and tooth autoplasty in immature tooth period

○村田起一，村田格一
Kiichi Murata, Kakuichi Murata

（医療法人 村田小児歯科（豊橋市））
Med. Corp. Murata Pediatric Dental Clinic

【緒言】
　一般に，複数の永久歯先天欠如が左右非対称に
発生した症例では，咬合構築するのに矯正治療に
加え補綴治療が必要なケースもある．今回，左右
非対称性の永久歯複数欠如症例に対し，歯根未完
成永久歯の自家移植を併用し，矯正治療のみで咬
合構築を行った症例を報告する．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】
患児：8歳 9か月男子
主訴：右上 2番の異所萌出が気になる
歯列咬合所見：
　上顎 叢生， 3 が 4 の位置に異所萌出
　下顎 下顎骨右方偏位
パノラマ X-P所見： 5  4  5  5 が先天欠如

【処置および経過】
　本症例の治療計画のポイントは，先天欠如 4歯
に対する咬合構築であった．⑴先天欠如 4歯全て
が小臼歯⑵上顎右側 4, 5番が先天欠如に対し，左
側 4, 5番歯胚は存在．この 2点より上顎左側小臼
歯 1歯を同顎右側へ移植すれば咬合構築が可能と
判断し，自家歯牙移植を併用した矯正治療を計画
した．移植歯の選択は， 6 を前方移動させるた
め 5 とした．移植時期は，歯髄治癒の確率が高
く，かつヘルトヴィッヒ上皮鞘の損傷により，歯
根成長が不十分でも一生機能できる歯根長で発育
度 2/3の時期とした．術前に矯正治療により移植
スペースを確保した．移植手術は口腔外科医に依
頼した．移植歯の術後経過は良好で，3カ月後に

〈図 1〉初診時口腔内とパノラマエックス線

はエックス線にて根尖周囲部陰影消失が確認され
たため，ブラケットを装着し矯正治療を再開し
た．6カ月後には歯髄腔が閉鎖し，根尖孔閉鎖も
近い状態であった．動的治療中，移植歯は歯根吸
収なく経過した．4年 5カ月経過後も歯根長は短
いものの，歯根膜空隙が認められた．

【考察およびまとめ】
　本症例では，歯根成長早期に矯正治療計画を立
案できたため，歯髄治癒を期待でき，かつ必要な
歯根成長を得られる時期に自家歯牙移植を行えた
ことが，患児にとって最善の結果を導く要因と
なった．
【謝辞】
　本症例の自家歯牙移植をしていただいた羽田野
敬彦先生（つばさ歯科）に謝意を表する．
【文献】

 1）下地　勲ほか：歯牙移植の臨床像，クイン
テッセンス出版．

 2）坂本輝雄ほか：自家歯牙移植を併用した矯正
治療，歯科学報，113（5）：503-505．

〈図 2〉 5 → 4 部へ移植後の歯髄・歯周組織治癒
経過

〈図 3〉 動的治療終了時口腔内とパノラマエック
ス線
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床矯正治療とバイオファンクショナルセラピーによる歯軸改善の効果
Effect of removable appliance and biofunctional therapy for the tooth axis

○大瀧枝美 1），花田真也 2），岡崎好秀 3）

Emi Otaki1）, Shinya Hanada2）, Yoshihide Okazaki3）

（1）おおたき歯科クリニック（練馬区），2）はなだ歯科クリニック（大野城市），
3）国立モンゴル医学科学大学歯学部））

1）Otaki Dental Clinic, 2）Hanada Dental Clinic,
3）Mongolian National Medical-Science Univ. Dept. Pediatric Dent.

【目的】
　小児期の咬合の安定には水平的な発育と垂直的
な発育の 3次元的な成長が大切と言われている．
近年，HellmanⅡCからⅢBの小児の叢生治療で
は床矯正による側方拡大がされることも多い．床
矯正は水平的な歯列へのアプローチを得意とする
が，床装置自体で咬合を緊密にするための垂直的
な歯列へのアプローチには適応ではない．日本床
矯正研究会では，歯列不正の原因を改め，自然治
癒力を高める生物学的機能療法（バイオファンク
ショナルセラピー Biofunctionaltherapy，以下
BFTと記載）が不可欠であると考えている．
　今回，床装置での側方拡大と共に BFT指導を
行い，歯軸の改善と安定した咬合を獲得した症例
を検討した．なお，本発表に際して対象となる患
者より同意を得ている．
【対象と方法】
　対象は 7歳 11か月男子．HellmanⅡC前歯部
叢生．左側上顎中切歯の位置異常．上方から萌
出．歯軸は遠心傾斜．両側上顎第一大臼歯近心傾
斜による位置異常．上下顎の側方拡大装置を用
い，上顎には第二乳臼歯の遠心根吸収・早期喪失
を防ぐため第一大臼歯部に後方移動用スプリング
を付与した．BFTとし，食育指導（特に前歯部
を使う咬断運動）チューブトレーニング，舌癖に
対するガムトレーニング，口呼吸から鼻呼吸への
促しのためあいうべ体操なども指導した．上下顎
の側方拡大が基準に達したため拡大を終了，閉鎖
型を使用した．
【結果】
　上下顎歯列の側方拡大と BFT指導を行うこと
で，左側上顎中切歯に対するメカニカルな治療を
行わず，歯軸の改善と歯頚線も左右対称となっ
た．また，第一大臼歯に関しても歯軸の改善がみ
られ，閉鎖型を用いた時点で，側方歯群の交換は

行われてはいなかったが，その後の永久歯列にお
いて，安定した咬合がみられた．
【考察】
　水平的な治療においては側方拡大を行ったが，
垂直的にはメカニカルな治療は行わずに，歯軸の
改善と安定した咬合を獲得した．前歯の歯軸の改
善は咬断運動による咬合力が正しく伝わることに
よって歯根膜が歯牙を正しい位置に移動させたと
考えられる．BFTを行うことが，正しい発育刺
激を与え，自然治癒力を高め小児期の咬合育成に
重要と考えられる．

【文献】
 1）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．

 2）花田真也ほか：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
誌，57：321-321，2019．

 3）花田真也：臨床家のための床矯正治療バイオ
ファンクショナルセラピーという新しいアプ
ローチ，2021．

〈図 1〉 左：治療開始時　中：拡大時　右：保定
時
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混合歯列期前期に対する床矯正治療とバイオファンクショナルセラピーの効果
Effect of removable orthodontic treatment and biofunctional therapy 

on crowding in mixed dentition period

○樋田秀一 1），花田真也 2），岡崎好秀 3）

Shuichi Hida1）, Shinya Hanada 2）, Yoshihide Okazaki3）

（1）三ツ境駅前スマイル歯科（横浜市），2）はなだ歯科クリニック（大野城市），3）モンゴル医大・歯）
1）Mitsukyo Ekimae Smile Dental, 2）Hanada Dental Clinic, 

3）Mongolian National Medical-Science Univ. Dept. Pediatric Dent. 

【目的】
　一般的に現代人は顎の発育が不足していること
が多く，混合歯列期に前歯叢生が発現することが
多くなってきている．これは顎の発育不足が原因
と考えられる場合が多い．このような顎の発育不
足は口腔機能発達不全症として正しい成長の妨げ
になることが多く，早期に改善することが求めら
れる．日本床矯正研究会では装置による治療を補
助的治療と捉え，歯列不正の原因となる悪習癖の
改善と機能訓練や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，混合歯列期治療には不可欠であると
考える．
【対象と方法】
　対象は初診時年齢 8歳 3か月．女児 HellmanⅢ
A．混合歯列期叢生．保護者より症例報告同意書
取得済み．
　メカニカル治療：床矯正装置 1）による上下顎
歯列の側方拡大後，閉鎖型装置によるオーバーバ
イトとオーバージェットの安定化．
BFT2）：爪嚙み，頰杖，うつぶせ寝などの悪習癖
の改善指導．あいうべ体操指導，とくに前歯での
咬断運動で切歯骨前方発育促進を促す口腔機能の
安定化のための口唇閉鎖訓練 3），異常嚥下癖改善
のためのガムトレーニング指導．
【結果】
　治療開始から 1年 3カ月，年齢 9歳 6か月．
　メカニカル治療の結果，前歯叢生は改善．上下
歯列の萌出スペースを確保できた（図）．
　BFT結果，悪習癖は改善し，口唇閉鎖検査も
基準値 2.5 kgをクリアした．
　特にガムトレーニングを中心として舌のトレー
ニングにより異常嚥下癖も改善し，正しい嚥下と
できるようになった．前歯で咬断運動を行うこと

で，上下の前歯の発育葉の咬耗を認められるよう
になった．

【考察】
　原因は床矯正と BFTにより，1年 3カ月とい
う短期間で前歯の叢生が改善することができた．
混合歯列前期までに改善し，第二次成長期での成
長を正しく行うことで，本来の顎と顔の成長を促
進し，外科矯正や抜歯矯正介入のリスクを回避す
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よりも，BFT（生物学的機能
療法）による悪習癖改善が治療の成功のために
も，後戻り防止のためにも優先されると考える．
【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）花田真也：臨床家のための床矯正治療バイオ
ファンクショナルセラピーという新しいアプ
ローチ，2021．

 3）花田真也ほか：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，小児歯誌，57：
94-99，2019．

〈図〉治療前後の比較と床装置
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生活習慣の改善と MFTによる交叉咬合改善の 1例
A case report：Improvement of cross-bite by a lifestyle modification and MFT

○中原弘美 1），鎌倉尚史 1, 2）

Hiromi Nakahara1）, Naofumi Kamakura1, 2）

（1）中原歯科（東大阪市），2）神歯大・法医）
1）Nakahara Dental Clinic, 2）Dept. of Forensic Dentistry, Kanagawa Dental Univ. 

【緒言】
　現在交叉咬合や反対咬合は，乳歯列期に積極的
に早期治療されることも多いが，永久歯列での自
然治癒を期待して経過観察を勧められることもあ
る．今回経過観察するも上顎中切歯萌出後も反対
になってきたので診てほしいと来院．遺伝的要素
や耳鼻咽喉科的疾患もなく，機能的な原因による
多数歯交叉咬合の患児であったため，原因となる
生育環境や習癖，食生活に関する要因を改善し，
未発達な舌および口腔周囲筋をトレーニングする
ことにより咬合の改善を試みたので報告する．な
お，本症例の患児および保護者は，装置による治 

療は希望せず，発表にあたっては同意をしている．
【症例】
患者：6歳 6か月　女児．
主訴：乳歯列で反対咬合だったが，永久歯も反対
になってきたため，咬合の治療をすべきか診査を
希望．
生誕：39週 2,650 g，首すわり 3か月・寝返りお
座り等，他の機能発達は正常．
既往歴：11か月鼠経ヘルニア
家族歴：母：叢生，父：左上下側切歯交叉咬合
現病歴：3歳 6か月健診にて反対咬合を指摘され，
歯科医院を受診するも経過観察を指示されていた
習癖：うつぶせ寝（顔の向きは右下も左下もあ
り）．
姿勢：椅子に座ると寄りかかる・足を組む・ソ
ファーに座ることが多い・普段あまり歩かない
食事：前歯を使わない・奥歯でもあまり嚙まな
い・嚙んでいると時々口が開きクチャクチャ音が
する・よくこぼす・食器を置いたまま食べる・食
べ物の方に口を近づけて食べる・足をぶらぶらし
ている（ベンチ式の椅子を使用）．
現症：Hellmann歯齢ⅡC・上下顎多数歯にわた
る交叉咬合 OJ右－1.1左－0.6・OB右 0.7左 0.4．
【処置および経過】
　生活習慣の中で，交叉咬合の原因となっている
食事の様子を自宅で撮影して持参させ，食事の椅

子を体が安定するよう 1）座面の奥行や高さ，テー
ブルとの距離，足台の置き方を指導．食器を持っ
て食べる等，上顎の発達を促す舌位での食事の仕
方に努めさせた．また日常安定した姿勢がとれる
よう，足趾を広げる体操やストレッチを継続，口
唇や舌のトレーニング咀嚼のトレーニング等を丁
寧に行った．
【結果】
　OJ右 2.25左 2.0　OB右 2.45左 2.55セファロ
分析の結果 Go-Meは過成長であったが，上顎の
成長は正常範囲，回転もなかった．
　正しい姿勢で前歯で咬み切り，口唇を閉じて臼
歯部で臼磨運動ができるようになると，前歯部だ
けでなく第一大臼歯の被蓋も改善し，乳歯に適度
な咀嚼圧が加わり側方の後継永久歯も正しい方向
に誘導され正常咬合となった．

【考察】
　機能的な咬合の異常は，その原因（今回は姿
勢，特に食事姿勢と咀嚼嚥下機能）を見つけ，早
期に改善すると，歯牙を本来の成長方向に戻すこ
とができる．また，口腔周囲筋のバランスを整え
正しい咀嚼嚥下運動を習得させることは，後継永
久歯も正しく交換期を迎え正常な被蓋を獲得させ
ると考える．
【文献】

 1）中原弘美ほか：乳幼児の食事姿勢と歯列咬合
の発達及び口腔機能の発達に関する考察，小
児歯誌，57：265，2019．

〔術前 6歳 6か月〕　〔術後 10歳 4か月〕
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床矯正による側方歯群の叢生への非抜歯治療
Non-extraction treatment for crowding of lateral teeth by removable orthodontics

○花田真也 1），米崎美桜 2），岡崎好秀 3）

Shinya Hanada1）, Mio Yonezaki2）, Yoshihide Okazaki3）

（1）はなだ歯科クリニック（福岡県），2）日本床矯正研究会，3）国立モンゴル医学科学大学歯学部）
1）Hanada Dental Clinic, 2）Japan Society for Removable Orthodontics,

3）Mongolian National Medical-Science Univ. Dept. Pediatric Dent.

【緒言】
　側方歯群の叢生は側方拡大のみでは，スペース
不足は解消できず，側切歯の近心移動や第一大臼
歯の遠心移動が必要である 1）．遠心移動は，Eの
早期脱落により近心移動した第一大臼歯を元の位
置に戻すために行うべきで，闇雲に行うと，第二
大臼歯の萌出障害や顔の前方成長を阻害すること
になりかねない．今回，床矯正による側方拡大と
第一大臼歯の遠心移動で良好な結果を得たので報
告する．
【対象と治療】
　初診時 12歳 2か月 HellmanⅢBの男子．側方
歯群の叢生（図 1）．バイオファンクショナル 2）

な治療としては，食事指導と，リットレメーター
での口腔周囲筋のバランスを改善するトレーニン
グを指示した．メカニカルな治療としては，まず
上下歯列を側方拡大で行った．拡大量は犬歯間に
4前歯が並ぶスペースを基準としているが，右上
犬歯の位置が悪いため，左上犬歯の近心コンタク
トから上顎の正中線の間に左上 1と 2が並ぶス
ペースを基準とした（図 2）．側方拡大終了後，
左上 6が近心に移動しているため，5のスペース
が確保できるまで左上 6を遠心移動し，左上 6と
対称になる位置まで右上 6を遠心移動した（図
3）．右上 3と左上 5のスペースを確保した後に，
マルチブラケット（MB）で歯列を整えた（図 4）．

【結果】
　治療期間は側方拡大が 6カ月間，6の遠心移動
が 9カ月間，マルチブラケット（MB）が 13か
月，合計 2年 4か月間で歯列を整えることができ
た．
【考察】
　床装置による側方拡大と 6の遠心移動を適切う
ことで非抜歯による治療が可能であることが示唆
された．
【文献】

 1）花田真也：臨床家のための床矯正治療　バイ
オファンクショナルセラピーという新しいア
プローチ，2021．

 2）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（BFT），小児歯誌，
57：321，2019．
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〈図 1〉 2013年 9月初診時．右上 3と左上 5のス
ペースが全くない．

〈図 3〉 後 方 移 動 後，
MB装着

〈図 4〉 2016年 1月マルチブラケットによって歯
列が整列した．

〈図 2〉上下顎側方拡大
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側切歯の交叉咬合および過蓋咬合を伴う上顎前突症の早期治療後，
思春期成長終了期に予期せぬ骨格性下顎前突の症状を呈した 1例

 A case of unexpected Skeletal classⅢ malocclusion at the end of adolescent growth

after early treatment of maxillary protrusion 

with lateral incisor crossbite and anterior deep bite

○古澤潤一
Junichi Furusawa

（古澤こども歯科クリニック（春日市））
Furusawa Childrenʼs Dental Clinic

【緒言】
　早期治療は小児が顎顔面の好ましい機能と形態
を獲得していく過程の支援 1）と捉え，当院では
積極的に取り組んでいる．一方思春期になると生
活が多忙なため定期的な管理が中断し，早期治療
の経過を最後まで見届けることができず，その有
効性，有用性に関する判断が困難になることが多
い．
　今回混合歯列期に側切歯の早期接触による交叉
咬合の改善後，過蓋咬合を伴う上顎前突を改善
し，4年半の経過観察後骨格性下顎前突の症状を
呈した 1例を経験した．治療開始時の診断および
治療計画を振り返り，今後予知性の高い早期治療
を実施するための助けとしたい．なお本報告にあ
たり，患児ならびに保護者の承諾を得ている．
【症例】
患児：初診時 3歳 6か月（女児）．
主訴：前歯が腫れて痛い．
現病歴：多数歯齲蝕を治療後定期的な管理を開
始．9歳 5か月で上顎右側側切歯の交叉咬合が発
症，同部改善の希望があり早期矯正治療を開始し
た．
既往歴，家族歴：特記事項なし．
現症：Hellman歯齢ⅢA期，側切歯早期接触のた
め下顎が右前方に誘導された状態で咬合．大臼歯
は右 AngleⅡ級，左Ⅰ級，over jet 4 mm，over 

bite 5 mm．ANB 5.2°SNB 81.6°FMA 30°IMPA 

87°であった．
診断：右側側切歯交叉咬合および過蓋咬合を伴う
上顎前突症
治療方針：右側側切歯をリンガルアーチで唇側移
動後，FKOにより上顎前突，過蓋咬合の改善を
行う．
治療経過：9歳 8か月でリンガルアーチを装着，

1カ月後交叉咬合は改善，over jetは 1 mm減少
した．その後 FKO開始，半年後に over jetは 5 

mmが 2 mm，over biteは 5 mmが 2 mm，大臼
歯関係はⅡ級がⅠ級に変化した．10歳 7か月時，
後戻り防止を考慮し FKO装着時間を徐々に短縮
しながら継続使用．11歳 7か月時，経過に問題
がなく 1期治療終了．定期健診来院時の 13歳 11

か月，下顎右側側方歯群の軽度舌側傾斜と両側大
臼歯のⅢ級傾向を認めたが，前歯部被蓋は変化な
く上顎第 2大臼歯未萌出のため経過観察を継続．
16歳時，同部萌出を認め 2期治療検討のための
検査を実施．over jetは 2 mm，over biteは 3 mm

で変化はなかったが両側大臼歯はⅢ級，ANB－
0.3°，SNB 84.8°，FMA 28°，IMPA 83°で下顎骨
の著しい前方成長を認め，外科矯正を治療法の選
択肢として検討する必要があると判断した．
【考察】
　本症例では側切歯の早期接触による下顎の機能
的前方位を解消すれば下顎が後退し，過蓋咬合，
上顎前突の症状がより顕在化すると予測した治療
計画を立案した．治療結果第二大臼歯萌出前まで
は形態的，機能的に概ね良好な状態が維持できた
ことから，早期治療は有効かつ有用であったと考
えられる．しかしながら思春期性成長による下顎
骨の前方への過成長は予測困難で成長発育期の咬
合育成の難しさを改めて認識した．今回の経験を
ふまえ，予知性の高い早期治療実現のために早期
治療後の思春期の患者管理が中断することのない
システムを再構築する必要があると考えている．
【文献】
有田信一：小児歯科専門医が考える早期治療と
は，関崎和夫編 ,実践早期治療，クインテッセン
ス出版，東京，2018，pp.20-29.
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Ⅱ級 2類の患児にビムラー Bタイプを用いて改善した 1例
A case of improvement using Bimler B type for a child patient of class II2

○船越恵子
Keiko Funakoshi

（ふなこし歯科医院（三鷹市））
Funakoshi Dental Office

【目的】
　近年，小児歯科医療の現場は，齲蝕の減少に伴
い社会的要求も変化し咬合育成がかなりの割合を
占めている．小児歯科臨床の大きな柱の一つに咬
合誘導があり，小児の成長発育による身体的変化
に対応した咬合育成は機能的，形態的に健全な永
久歯列咬合へと導くことである．今回は，適切な
時期に成長発育を利用したことにより良好な経過
を得た症例を報告する．なお，本発表に際して対
象となる患者に同意を得ている．
【対象と方法】
　本症例は矯正の必要性の確認を主訴に来院した
10歳 1か月の男児．HellmanⅢBの叢生を伴うⅡ
級 2類の咬合状態で，完全大血管転位症の既往が
有り 1年に 1回定期検診をしている．
　Ⅱ級 2類は本人が自覚していない場合が多い
が，今回の患児は他院にて指摘されていたため保
護者ともに自覚していた．13，23，33，43部の
萌出スペースを得るため，上顎にバイオブロッ
ク，下顎にクロザートを装着した．その際，
Pont Indexの値を目標に拡大を行った．その後，
Ⅱ級 2類の改善のためビムラーの Bタイプを装
着し，月に 1回 45度ネジによる拡大と 11，12，
21，22部のワイヤーによる活性化を行った．左
側の咬合状態が不完全なため左右で均等に嚙むこ
とを指示した．その後，下顎に OZを装着し下顎
前歯の Incisor Angleの調整と拡大を行った．
【結果】
　2018年 2月には 13，23，33，34部のスペース
が確保でき，叢生およびオーバーバイトもかなり
改善されたが，その後も Pont Indexの値を目標
にビムラーの Bタイプを調整し 17，27，37，47

部が萌出し，咬合が確認できたので 2020年 1月
に動的治療を終了した．Ⅱ級 2類もオーバーバイ
トが 8 mm から 2 mm，Inter Incisor Angle は
150.7度から 123.9度に改善された．上顎の Inci-

sor Axes は 101.9 度 か ら 111.6 度 に， 下 顎 は

107.4度から 124.5度に改善された．16，26，36，
46部の咬合関係はⅠ級に改善された．また気道
の広がりも確認できた．

【考察】
　Ⅱ級 2類の不正咬合は頭痛，頸の痛み，背中の
痛みなどの徴候が既往に無ければ，歯列歯槽の発
達段階混合歯列の後期に治療すれば良いと言われ
ている．患児は来院時が 10歳 1か月，混合歯列
の後期であり，主訴が矯正の必要があるかどうか
と言うことであったことなどから保護者および患
児の協力がかなり得られた．成長発育による身体
的変化に対応したため，4つの装置（バイオブ
ロック，クロザート，ビムラー Bタイプ，OZ）
を使うことでブラケットを装着することなく，ま
た小臼歯の抜歯を行うことなく良好な咬合関係が
得られたと考えられる．また，治療した前後では
気道が大きく広がり鼻呼吸がしやすくなり呼吸が
改善され心臓への負担が軽減されたことは大きな
メリットと考えられる．

〈図 1〉初診時とメインテナンス時の比較
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上顎右側埋伏切歯の開窓牽引を行なった 1例
A case of fenestration and orthodontic traction for impacted maxillary right incisor

○山地　遥 1），山地晃二郎 1），山地良子 1），橋本敏昭 2），牧　憲司 3）

Haruka Yamaji1）, Kojiro Yamaji1）, Ryoko Yamaji1）, Toshiaki Hashimoto2）, Kenshi Maki3）

（1）ヤマヂ歯科・矯正歯科クリニック（北九州市），2）福岡歯大・成育小児歯，3）九歯大・小児歯）
1）Yamaji Dental and Orthodontic Office, 2）Div. Pediatr. Dent. Dept. Oral. Growth and Dev. Fukuoka Dent. Coll., 

3）Kyushu Dental Univ. Dept. Pediatric Dent.

【目的】
　日常の小児歯科臨床において萌出障害に遭遇す
る機会は少なくない．介入が遅れると歯根が湾曲
して形成されるため抜歯せざるを得ない場合があ
り，比較的早期に開窓・牽引を行うことが求めら
れる 1）．また歯牙腫は若年者に好発し，歯の萌出
遅延や歯列不正を引き起こす原因となり，さらに
埋伏歯を伴っていることが多いといわれる 2）．
　今回，歯牙腫が原因と考えられる埋伏した上顎
右側中切歯と上顎右側側切歯に対して歯列内への
牽引誘導を行い良好な結果を得たので報告する．
発表にあたり患児と保護者の同意を得ている．
【症例】
患児：初診時年齢は 8歳 6か月の女児．
主訴：前歯がなかなか生えてこない．
現病歴：4か月前に近医にて上顎右側中切歯部の
歯牙腫を摘出した．上顎右側中切歯の萌出傾向を
認めないため当院へ紹介された．
既往歴：外傷等の既往は特になし．
家族歴：問診により特記事項なし．
口腔内所見：Hellmanの歯齢ⅡC期であり，上顎
右側切歯の萌出スペース不足と下顎前歯部に軽度
の叢生を認めた．また上顎右側中切歯部の頰側歯
肉に膨隆を触れた．左右臼歯関係Ⅰ級．Over bite

が 1.0 mm，Over jetが 1.2 mm（図 1）．
デンタルエックス線・パノラマエックス線写真所
見：上顎右側切歯の萌出遅延と埋伏を認めた．上
顎右側中切歯の萌出方向の異常は認めなかった
（図 2）．
側面頭部エックス線規格写真所見：上顎右側側切
歯の萌出方向は唇側に傾斜していた．上下顎骨の
不調和は認めなかった．
【処置および経過】
　上顎にリンガルアーチを装着し，上顎右側中切
歯部の開窓と骨削除により歯冠を明示し牽引を
行った．上顎右側側切歯に関しては，上顎右側中

切歯牽引に伴う萌出を期待して経過を観察した．
牽引開始後 5か月において，上顎左側切歯部にマ
ルチブラケット装置を装着しさらに牽引を続け
た．牽引開始後 10か月において上顎右側中切歯
を歯列内に配列した．同時点のパノラマエックス
線写真より上顎右側側切歯の萌出傾向を認めな
かったため，上顎右側側切歯部の開窓と骨削除に
より歯冠を明示し牽引を行った．上顎右側中切歯
牽引開始後 1年 8カ月において，上顎右側側切歯
を歯列内に配列した．現在側方歯群の萌出スペー
スを確保し，後継永久歯との交換を観察してい
る．
【考察】
　本症例において上顎右側中切歯と上顎右側側切
歯共に牽引終了時点で歯根の湾曲は認めず，歯列
内に牽引することができた．本症例においては事
前に近医にて歯牙腫が摘出されていたが，歯牙腫
による萌出障害が疑われる場合は適切な時期に歯
牙腫を摘出し，開窓牽引することが必要である．
【文献】

 1）浜崎栄七ほか：上顎永久中切歯の埋伏につい
ての臨床的観察，小児歯誌，10：18-28，
1972．

 2）三村将文：歯牙腫の臨床的研究，日口外誌，
37：1784-1790，1991.
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〈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
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咬合誘導の意義を改めて考える 2例
Two cases to reconsideration the significance of denture guidance

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

（もりぬし小児歯科医院（鹿児島市））
Morinushi Pediatric Dental Office

【目的】
　咬合誘導は岩垣，深田らが提唱した保育歯科に
おける臨床的対応の 1提示である 1）．岩垣の予防
の概念に従い，咬合誘導は胎児期から永久歯列咬
合に至る口腔の異常の改善を目的とする．した
がって，狭義には好ましい永久歯列咬合を導く誘
導的管理といえる．しかし，現実には，固有の乳
歯・混合歯列咬合の維持であり，いわゆる正常な
永久歯列咬合は保証できない．その根拠とし，顎
態に関する叢生と歯列弓形態は遺伝的要因が関与
し，遺伝する形態への人為的なコントロールは，
無理があると思う 2）．結果として，咬合誘導は乳
歯列・混合歯列の環境的要因に対する固有の歯列
咬合管理に留まると言える．したがって，個性的
正常咬合といえども，二次的に矯正治療も必要と
なろう．このように，咬合誘導の概念とそのベネ
フィットは遺伝要因も含め十分に整理されていな
い．そこで 2例を提示し改めて咬合誘導の意義を
考察した．
【症例 1】
　平成 23年 6月 16日生，男児．平成 25年 7月
4日初診．下顎左側第一大臼歯の近心傾斜を認め
改善するとともに，下顎左側第二乳臼歯が近心根
の非吸収による自然な交換が無理と判断し抜歯．
同時に下顎右側第二乳臼歯も同様な理由で抜歯し
萌出誘導した．上顎左側第一大臼歯も，アングル
のⅠ級を計画し遠心移動した．保護者が上顎前歯
部叢生治療を希望し，現在，full-Bandにて改善
している．
【症例 2】
　平成 23年 5月生，男児．平成 25年 5月 14日
初診． 3歳過ぎても，上顎左側第二乳臼歯の萌出
が確認できず，7歳にて標準歯科エックス線写真
にて，遠心の第一大臼歯の近心傾斜による，第二
乳臼歯の埋伏と判断．第二小臼歯の萌出障害も認
めた．9歳 1か月，第二埋伏乳臼歯抜歯．床矯正
装置で起こし，ブラケット装着後し open coil 

springにて維持し，第二小臼歯の自然萌出を待っ
た．一方，下顎左側第二小臼歯萌出障害は，第一
と第二乳臼歯を抜歯後，第一大臼歯をブラケット
装着し open coil springにて遠心移動した．それ
ぞれ第二小臼歯は，好ましい位置に自然萌出し，
最終的に正常な永久歯咬合となった．
【結果】
　症例 1は，咬合誘導により永久歯列叢生への改
善は果たせなかった．症例 2は咬合誘導により正
常な永久歯列咬合が得られた．
【考察】
　咬合誘導には広義と教義とがあり，広義におい
ては，あらゆる小児歯科における処置を含み，狭
義では正常な永久歯咬合を導こうとするさまざま
な対応とする 3）．狭義における歯列弓の拡大につ
いては，拡大維持が口腔周囲軟組織の機能に影響
され，口腔習癖の予防では改善が非常に困難で，
筋機能訓練においては，その目的への理解が不十
分で学童にも負担を与え，難しい．決定的に問題
になるのは，遺伝要因であり，人為的に不可逆的
な人為的改善には疑問が残る．したがって，広義
ならびに狭義の一部対応を計った本 2症例から，
明確に咬合誘導の意義への課題が示されたといえ
る．改めて，対応を十分理解できない小児・学童
期における家族史を考慮した咬合誘導対応とベネ
フィットの具体的再考の必要性が問われる 2症例
といえる．
【文献】

 1）深田英朗：咬合誘導（Dentur Guidance）の
一手段としての小児補綴―とくにその製作に
あたって―，小児歯誌，1：115-120，1963．

 2）西浦亜紀：歯科矯正治療開始のタイミング―
早期矯正治療は有効？―，rep196_1.pdf

（osakadent-dousou.jp）．
 3）森主宜延：保育歯科学から咬合誘導を学びほ
ぐす【後編】，小児歯科臨床，18：59-69，
2013．
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上顎中切歯の動揺により発見された上顎犬歯の萌出異常の 1例
A case of abnormal eruption of upper canines found by movement of upper central incisor

〇大曲俊輔，保井芙未加，荻野由紀子，田村あゆみ，春木隆伸
Shunsuke Ohmagari, Fumika Yasui, Yukiko Ogino, Ayumi Tamura, Takanobu Haruki

（はるき小児・矯正・歯科（明石市））
Haruki Dental Clinic for Children

【目的】
　日々の小児歯科臨床において，永久犬歯歯胚の
位置異常を有する患児と遭遇することは少なくな
い．永久犬歯歯胚の位置異常は放置しておくと臨
在歯の歯根吸収を引き起こすなど，重篤な問題の
原因となる可能性もある．
　今回われわれは，上顎左側犬歯の位置異常によ
り上顎左側中切歯の歯根吸収が生じた症例を経験
したので報告する．なお，保護者からは発表への
同意を得ている．
【治療経過】
　患児は 13歳 9か月の男児．上の前歯がグラグ
ラして抜けそう，という主訴で来院した．パノラ
マエックス線写真で，上顎左側犬歯により上顎左
側中切歯の歯根がほぼ全て吸収しており，犬歯の
尖頭が中切歯の唇側から一部萌出していた（図
1）．
　上顎左側中切歯は歯根吸収が激しく，保存困難
であったため抜去した．その後，萌出してきた上
顎左側犬歯を矯正治療により上顎左側中切歯部に

誘導し，形態修正を行うこととした．また，上顎
右側第一小臼歯を抜歯し AngleⅡ級仕上げを目標
とした．矯正治療は，上顎右側側切歯のスペース
をオープンコイルで確保し，上下顎のレベリング
を行い，良好な咬合が得られたため 2年 4か月後
に終了した．
【結果】
　矯正治療終了時の状態を図 2に示す．中切歯部
に萌出した犬歯はコンポジットレジンにより形態
修正を行った．現在も定期的に健診のため来院し
ており，良好な咬合を維持している．
【考察】
　患児は前医に定期的に通院していたにも関わら
ず，このような事態になっていた．上顎犬歯の異
所萌出は本症例のように重篤な問題を引き起こす
可能性があるため，定期健診におけるパノラマ
エックス線検査は重要である．小児歯科医は様々
な問題が起こる可能性があることを常に念頭に置
いて，子ども達を俯瞰的に観察し，日々の臨床に
挑む必要がある．

P-58

〈図 1〉初診時の口腔内写真
およびパノラマエックス線写真

〈図 2〉矯正治療終了時の口腔内写真
およびパノラマエックス線写真
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立効散の投与により鎮痛効果を期待した 2例
Two cases of analgesic effects affected by the administration of Rikkosan

○星野佐智子 1），原山周一郎 2）

Sachiko Hoshino1）, Shuichiro Harayama2）

（1）栗田歯科医院（長野市），2）原山歯科医院（長野市））
1）Kurita Dental Clinic, 2）Harayama Dental Clinic

【目的】
　一般的に小児歯科領域においての投薬は，積極
的には行われない．薬物アレルギーや全身疾患を
有する場合は特に慎重であるが，それらがなくて
も NSAIDs系薬物の投与に抵抗感を示す保護者も
少なくない．今回，鎮痛効果を期待して立効散を
投与し，良好な結果を得られた 2例について報告
する．
【症例 1】
患児：9歳 7か月，女児．
主訴：下顎右側 Eの歯痛．
既往歴 家族歴 全身所見：特記事項なし．
現病歴：下顎右側 Eの遠心隣接面齲蝕で「しみ
る」を主訴に来院．酸化亜鉛ユージノールセメン
トで仮封し，後日抜髄予定とするも，半年間来院
せず．5日前頃より咬むと痛くて食事ができない
と来院．
治療経過：来院時に排膿所見は認められなかった
が保護者は「歯茎が腫れた」と説明した．歯根の
吸収度，疼痛を考慮すれば抜歯も選択枝の一つで
はあったが，後継永久歯杯は歯冠部しか形成され
ておらず，保存したいと考えた．急性化膿性根尖
性歯周炎と診断し，感染根管処置を行い，疼痛に
関しては立効散 1.25 g/回を 6回分処方した．
【結果】
　痛みの程度は 5段階で回答してもらった．診療
直後と夕食前に 1包ずつ，服用時の痛みの程度は
4．翌朝食事前に服用．痛みの程度は 2．学校で
は服用せず夕食前に服用．痛みの程度は 1であっ
た．翌朝以降は服用の必要なく一連の治療後の経
過観察においても疼痛や炎症はなく良好であっ
た．
【症例 2】
患児：12歳 2か月，男児．
主訴：上顎左側 Eが割れて咬むと痛い．
既往歴 全身所見 家族歴：特記事項はない．
現病歴：上顎左側 Eの歯冠部に破折線を認め，

咬合痛で来院．主訴の乳歯以外に 3本の乳歯が残
存．上顎右側 3は Cと並列して頰側へ押し出さ
れていた．エックス線では下顎両側 Eの後継永
久歯が頰舌的に傾いており歯根も完成しつつある
のが確認されたため 4本とも早期に抜歯適応と判
断した．通常，交換期の抜歯では鎮痛剤を投薬し
ない事が多いが，4本とも動揺度が少なく，4本
同時抜歯のため立効散 1.25 g/回を 4包処方した．
【結果】
　抜歯後夕食前，服用時の痛みの程度は 3で服
用．翌日朝食前の痛みの程度は 2で服用．学校よ
り帰宅後，痛みの程度は 1で服用．翌朝以降，そ
の後の経過観察中も含め服用の必要はなかった．
【考察】
　急性化膿性根尖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 1）．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 2）．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．また，交換機の乳歯 4本を同時抜歯した症
例では，患児の NSAIDs系薬剤アレルギー（鎮痛
剤）を懸念した保護者に対して，今回の漢方薬を
紹介した．
【文献】

 1）高山宏世：腹証図解漢方常用処方解説，第
45版，2009，pp.112-113．

 2）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.
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長期観察を行った基底細胞母斑症候群の姉妹例
Long-term observation of sisters with Basal Cell Nevus Syndrome

○太刀掛銘子 1），中野将志 1），光畑智恵子 2）, 香西克之 2）

Meiko Tachikake1）, Masashi Nakano1）, Chieko Mitsuhata2）, Katsuyuki Kozai2）

（1）広大病院・小児歯，2）広大・院・小児歯）
1）Dept. Pediatric Dent. Hiroshima Univ. Hospital, 2）Hiroshima Univ. Dept. Pediatric Dent.

【目的】
　基底細胞母斑症候群は，PTCH1遺伝子の異常
により発症する常染色体優性遺伝疾患である．全
身症状として手掌・足底皮膚小陥凹，二分肋骨な
いし癒合肋骨，椎骨異常，大脳鎌石灰化，発癌と
しては基底細胞癌，髄芽腫，卵巣腫瘍の発生がよ
く知られている 1）．口腔内においては，80％以上
に 歯 原 性 角 化 嚢 胞（Odontgenic Keratocyst：
OKC）を認め，10歳代での発症が多く認められ
るため，小児期において定期的な口腔内管理が必
要とされる．今回われわれは観察期間中に多数の
OKCを認めた基底細胞母斑症候群の姉妹の長期
経過について報告する．なお，本症例発表にあた
り，保護者の同意を得ている．  

【症例 1】
患児：2歳 9か月（初診時年齢），姉．
主訴：嚢胞がないか調べて欲しい．
全身的既往歴：大脳鎌石灰化，軽度側彎症を認め
た．
顔貌：両眼隔離．
家族歴：父親が基底細胞母斑症候群であり，何度
も OKCを摘出した既往がある．
経過：当院小児科からの紹介により当科受診し
た．齲蝕，嚢胞を認めず，その後定期的な口腔内
管理を行っていた．6歳 10か月時に 3 歯胚上部，
7歳 10か月時に 5 歯胚上部に嚢胞を認め（図
1），当院口腔外科にて摘出をし，当科にて保隙を
行った．10歳 10か月時に 7 7  歯胚上部，12歳
1か月時に 7 および 6 遠心部（ 7 は先天性欠
損）の嚢胞摘出をした．17歳 10か月時に 8  遠
心部に嚢胞を認め，開窓術を施行した．嚢胞の縮
小後に摘出予定である．摘出された嚢胞の病理所
見は全て OKCであった．
【症例 2】
患児：4歳 4か月（初診時年齢），妹．
主訴：嚢胞がないか調べて欲しい．
全身的既往歴：なし．

顔貌：両眼隔離．
経過：姉の嚢胞摘出（2回目）が決まり，保護者
が嚢胞の有無を心配され，当科受診した．齲蝕，
嚢胞は認めず，その後定期的な口腔内管理を行っ
ていた．8歳 11か月時に 3 歯胚上部から 4 2　
歯胚の歯冠を一部含む嚢胞を認めた（図 2）．当
院口腔外科にて開窓術を施行した．嚢胞は縮小傾
向となり，9歳 10か月時に全身麻酔下にて 3 歯
胚上部の嚢胞摘出術を施行した．10歳 9か月時
に 7 上部嚢胞の摘出，11歳 11か月時に 2 部に
嚢胞再発および 7 遠心部に嚢胞を認め，全身麻
酔下にて 2 の歯根端切除術および嚢胞摘出を施
行した．14歳 0か月時に 5 6 7 の歯間歯槽骨部
と 8 に新たに嚢胞を認め，摘出術を施行した．
摘出された嚢胞の病理所見は全て OKCであった．

【考察】
　基底細胞母斑症候群は OKCが多発するため定
期的な観察が必要である．嚢胞が大きくなると歯
列・咬合に影響することがあり，摘出後も再発の
可能性があるため慎重な経過観察が重要である
が，基底細胞癌の発症に放射線被曝が関連してい
るため，エックス線検査を最小限にする必要があ
る．経過観察時には口腔内の少しの変化も見逃さ
ないようにすることが重要である．
【文献】

 1）厚生労働省：難治性疾患克服研究事業「Gor-

lin症候群の病態解明と治療法確立のための
臨床的研究」平成 22～ 23年度総合研究報告
書，2012.

〈図 1〉症例 1 〈図 2〉症例 2
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上顎右側犬歯完全埋伏歯の開窓牽引の 1例
A fenestration traction case of an upper right canine

○横山祐子
Yuko Yokoyama

（医療法人横山歯科医院（山辺町））
Yokoyama Dental Clinic

【目的】
　上顎犬歯の萌出遅延や埋伏を日常臨床において
数多く遭遇してきた．本発表では上顎右側犬歯の
完全埋伏と上顎右側切歯部に埋伏過剰歯を有する
患者に対して，Ericson Sら（1988）の研究に準
じて sector分類 1, 2）による近遠心的な位置と，埋
伏犬歯の傾斜角度と尖頭から仮想平面までの垂直
距離や歯肉の膨隆の触知で埋伏犬歯の唇舌的な位
置を確認の上で，埋伏犬歯の唇側開窓牽引を行っ
た症例について報告する．
【対象と方法】
　患者女児は初診時 12歳 10か月で健診希望来
院．心室中隔欠損症など全身既往歴あり．上顎右
側犬歯完全埋伏と右上切歯部埋伏過剰歯を認め
た．埋伏犬歯は唇側開窓牽引を行った．固定源の
為リンガルアーチを装着し，マルチブラケット装
置を装着し，ワイヤーにてレベリングを開始し
た．上顎右側犬歯萌出余地確保のためオープンコ
イルスプリング装着にてスペース拡大した．犬歯
開窓を行い，開窓部にリンガルボタンを装着し，
RINGLETにて先ず水平遠心方向に牽引犬歯歯冠
部が見えてきたので，ブラケットを装着し，さら
にワイヤーにて牽引した．下顎もブラケット装着
しワイヤーにてレベリングし，上下 MEAWワイ
ヤーにてレベリングし．ワイヤー除去後 QCMリ
テーナー装着にて保定した．さらに上顎右側中切
歯歯根部の逆生埋伏過剰歯を抜歯し保定した．
【結果】
　今回健診希望により来院時に，上顎埋伏犬歯と
正中埋伏過剰歯を認めた．エックス線検査 sector

分類に 1）よる近遠心的位置と，埋伏犬歯の傾斜
角度と尖頭から仮想平面までの垂直距離や歯肉の
唇側膨隆触知で埋伏犬歯の位置を確認出来た．処
置として犬歯唇側開窓牽引を行い，マルチブラ
ケットで排列，永久歯列の安定した咬合が得られ
た．
　特に埋伏犬歯の開窓牽引後および正中埋伏過剰

歯抜歯後にも，顕著な隣在永久歯の歯根吸収は認
められなかった．

【考察】
　原因は歯胚の異常が挙げられる．女性では，男
性より歯胚の完成期が早いが顎骨が小さいという
形態的な要因や，家族性に発生すると報告されて
いる 3）．小児期からの定期的な健診と必要に応じ
たエックス線検査，今後はより 3次元的な位置確
認のために CTエックス線診査も重要と考えられ
る．発育途上の小児では，歯の埋伏や萌出遅延を
早期に発見し，発育を考慮した診査，診断の元適
切な処置が必要である．
【文献】

 1）Ericson S, Kurol J ：Incisor resorption caused 

by maxillary cuspids：A radiongraphic study, 

Angle Orthod, 57：332-346, 1987.

 2）Ericson S, Kurol J ：Resorption of maxillaly 

lateral incisors caused by  erupation of ca-

nines, Am J Orthod Dentofacial Orthop, 95：
501-513, 1988.

 3）Taguchi Y：A diagnostic proposal to support 

early treatment of ectopically erupting maxil-

lary canines, Ped Dent J, 15：52-57, 2005. 

〈図 1〉初診時エックス線写真
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下顎犬歯歯肉退縮を伴う前歯部叢生を第二大臼歯抜歯にて改善した
臼歯関係Ⅰ級の一例

Approach to angle Class I crowding of anterior teeth with gingival recession of canine

by extraction of second molar：A case report

○福山可奈子 1, 2），岡本篤剛 2）

Kanako Fukuyama1, 2）, Atsuyoshi Okamoto2）

（1）福山デンタルクリニック（神戸市），2）おかもとこども矯正歯科クリニック（西宮市））
1）Fukuyama Dental Clinic, 2）Okamoto Pediatric and Orthodontic Clinic

【目的】
　前歯部叢生の改善は，小臼歯抜歯によって対応
する場面が多いが，下顎犬歯頰側歯肉が歯肉退縮
し付着歯肉幅が狭い場合，第一小臼歯抜歯を行う
ことでさらに歯肉退縮が進む可能性が考えられる
ため抜歯部位の選択には十分な検討が必要であ
る．今回，下顎犬歯の歯肉退縮を認め臼歯関係Ⅰ
級叢生の症例について第二大臼歯抜歯で対応した
一例を報告する．本大会の発表に関しては保護者
の同意を得ている．
【対象と方法】
　対象は 12歳 7か月女児，主訴は前歯部叢生，
既往歴に特記事項なし．顔貌は左右対称，側貌は
ストレートタイプ．口腔内所見は，臼歯関係左右
Ⅰ級，上下前歯部に叢生を認めた．下顎右側犬歯
の付着歯肉の幅は少なく歯肉退縮を認めた．模型
分析より歯冠幅径は 2SDを越えて大きく上下顎
歯列弓幅は 1SDを越えて狭かった．パノラマエッ
クス線写真より上下左右第三大臼歯を認めた（図
1）．頭部エックス線規格写真より SNA 83，SNB 

80，FMA 27，Angle Class Iであった．治療方法
として上下顎の拡大後，第二大臼歯抜歯を行い第
一大臼歯遠心移動により前歯を配列するスペース
を確保することとした．第三大臼歯は萌出後に配
列を行うこととした．
【結果】
　下顎右側犬歯の歯肉退縮は進行することなく前
歯部の叢生は改善した．マルチブラケット撤去 4

年後，第三大臼歯胚は第二大臼歯遠心面に接して
萌出の進行を認めた（図 2，図 3）．治療前後の頭
部エックス線規格写真重ね合わせから上顎第一大
臼歯遠心移動，下顎大臼歯遠心傾斜と遠心移動が
認められた．
【考察】
　抜歯後の顎堤変化として，歯槽骨の垂直的吸収
が認められるという報告 1）より，本症例で犬歯

部歯肉退縮が進行しなかった理由として，隣接す
る第一小臼歯ではなく第二大臼歯抜歯を選択した
ことにより，犬歯遠心部位における垂直的歯槽骨
吸収が回避できたためと考えられた．本患児の協
力性が得られず，第一大臼歯遠心移動が困難な場
合は下顎第二小臼歯，上顎第一小臼歯抜歯による
対応も視野に入れることも可能であると考えられ
た．
【文献】

 1）Tan WL et al.：A systematic review of 

post-extractional alveolar hard and soft tis-

sue dimensional changes in humans, Clin 

Oral Implants Res, Suppl 5：1-21, 2012. 

〈図 1〉治療開始時（12y7m）

〈図 2〉マルチブラケット撤去時（15y8m）

〈図 3〉マルチブラケット撤去 4年経過時（19y9m）
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当院における口腔機能発達不全症の管理指導マニュアルの構築
The construction of management and guidance manual

for orofacial myofunctional disorders at our dental clinic

○髙瀬　愛，小久江由佳子，岸波　円，池田　望，安達晃子，石崎恵子，千葉淳子
Ai Takase, Yukako Kogue, Madoka Kishinami, Nozomi Ikeda, 

Akiko Adachi, Keiko Ishizaki, Junko Chiba

（こぐえ歯科クリニック（塩竈市））
Kogue Dental Clinic

【目的】
　平成 30年 4月より口腔機能発達不全症が病名
となり保険診療に組み込まれたが，開業医での診
療において，管理指導を効率よく実施するために
は，院内マニュアルの構築が必須と考えられる．
当院では，令和 2年 1月より口腔機能発達不全症
への管理指導を開始し，1年間で院内管理指導マ
ニュアルを構築したのでその取り組み法と結果を
報告する．なお発表に用いる 2症例について，患
児および保護者の同意を得ている．
【対象と方法】
　令和 2年 1月より口腔機能発達不全が認められ
た患児に日本歯科医学会のチェックリスト・管理
計画書・指導管理記録を用いて指導を開始した．
指導として必要と考えられる内容を，「やってみ
よう」プリントとして作成の上，通し番号を付け
患児に渡す様式とした．
【症例 1】指導開始時：10歳 7か月，女児．
指導開始時は舌突出癖，乳児用嚥下，歯間化構
音，水平垂直開咬が認められた．
　使用した「やってみよう」プリントは No1（ス
ポット），No7（タブレット嚥下），No8（オープ
ン＆クローズ），No9（ガムトレーニング），
No17（ドラッグバッグ），No18（ミッドポイン
ト），No19（バイトポップス），No20（ストロー
トンネル），No21（トラップウォーター），No22

（スラープスワロー）の 10枚である．その他嚥
下，構音時の動画を患児と確認する方法も取り入
れた．

〈図 1〉指導開始時 〈図 2〉指導開始 8カ月後

【症例 2】指導開始時：8歳 2カ月　女児
指導開始時は左拇指吸指癖，乳児用嚥下，歯間化
構音，垂直開咬が認められた．
　使用したプリントは No1，No8，No12（リッ
プトレーサー），No17，No20の 5枚である．吸
指癖は，歯列に与える影響を説明し，左拇指に
シールを貼る方法で消失した．

【結果】
　1年間を通して「やってみよう」プリントを 26

枚製作した．令和 2年 6月に問診表の使用を開始
し，管理計画書を独自の物に変更した．また令和
3年 1月には 26枚のプリントの使用目的が記載
されている一覧表および当院独自の指導・管理記
録簿を作成し，口腔機能発達不全症を疑った患児
とその保護者へ対応を含む管理指導の計画および
実施の基本マニュアルを構築することができた．
【考察】
　担当歯科衛生士が必要と思われる指導内容を 1

枚ずつプリントとして追加していく方法は開業医
において取り組みやすく効率が良いと思われた．
今後は，より多くの患児の口腔機能発達不全に気
づき，個々に合わせた適切な支援を行うことがで
きるよう，指導内容プリントの追加やマニュアル
の改善など検討を重ねていきたい．
【文献】

 1）浜野美幸：子どもの口腔機能を育てる本，医
歯薬出版，東京，2020．

〈図 3〉指導開始時 〈図 4〉指導開始 4カ月後
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歯肉腫脹を主症状としたクローン病の 1例
 A case of Crohnʼs disease presenting mainly gingival swelling

〇伊藤洋介 1），髙山扶美子 2），小笠原貴子 2），山座治義 1），増田啓次 2），
廣藤雄太 1），千葉雄太 1），木舩　崇 1），佐藤綾子 1），田中絢子 1），稲田幸織 1），福本　敏 1）

Yosuke Ito1）, Fumiko Takayama2）, Takako Ogasawara2）, Haruyoshi Yamaza1）, 

Keiji Masuda2）, Yuta Hirofuji1）, Yuta Chiba1）, Takashi Kifune1）, Ryoko Sato1）,

 Ayako Tanaka1）, Saori Inada1）, Satoshi Fukumoto1）

（1）九大・院・小児歯，2）九大病・小児歯科）
1）Kyushu Univ. Dept. Pediatric Dent., 2）Kyushu Univ. Hospital. Pediatric Dent.

【目的】
　クローン病は，原因不明の肉芽腫性炎症性疾患
で，主に若年者に発症し，小腸・大腸を中心に浮
腫や潰瘍を認め，腸管狭窄や瘻孔などの病態が生
じる．現在では，口腔から肛門までの消化管のあ
らゆる部位に発症することが知られている 1）．今
回われわれは，歯肉腫脹を主訴に来院した小児
が，クローン病の診断に至った 1例を経験したの
で報告する．　
【症例】
患児：初診時年齢 2歳 3か月，男児．
主訴：2か月前から上の歯茎が腫れている．
現病歴：母が 2か月前に歯肉の腫脹に気づき，小
児科を受診．ヘルペスを疑われ，抗ウイルス薬を
処方されるも，症状に改善がなく，近歯科を受
診．同疾患を疑われ，精査目的に紹介により当科
受診．口腔内所見：Hellmanの歯齢ⅡA期．上顎
唇側歯肉に易出血性の肉芽腫性歯肉腫脹と発赤，
プラークの残存および歯頸部の白濁を認めた．
エックス線写真にて同部の歯槽骨吸収は認めな
かった．
全身所見：1か月前から下痢が継続し，肛門周囲
膿瘍の消失，再燃を繰り返している．
【処置と経過】
　歯頸部の白濁とプラークに対し，母へ口腔衛生
指導を実施した．消化器症状や肛門周囲膿瘍の寛
解憎悪を認めることから，当院小児科を紹介．消
化器症状に対し，整腸剤と漢方薬の内服を開始
し，全身麻酔下に上下消化管内視鏡検査を施行し
た．結果，クローン病に有意な所見は認めなかっ
た．しかし，臨床所見はクローン病の所見に一致
し，肉芽腫性歯肉腫脹を認めることから，当院顔
面口腔外科を紹介し，歯肉の生検術を施行した．
さらに，初診時より認められた歯頸部の白濁は齲

蝕に進行したため，生検と合わせて齲蝕治療を
行った．生検の結果，上顎歯肉組織は肉芽腫と診
断を得たため，全身所見と合わせて，クローン病
と診断された．遺伝子検査では有意な変異は認め
なかったが，消化器症状，肛門周囲膿瘍および歯
肉腫脹は寛解憎悪を繰り返しており，小児科での
漢方薬治療の継続と当科での齲蝕予防管理を継続
している．
【考察】
　クローン病は，患者数が増加傾向にあり，小児
患者も増加していることが推測される．小児ク
ローン病は，診断時の病変範囲が成人より広範か
つ重症で，病変が進行することが多く，肛門病変
を合併することもあり，早期に治療介入すること
が望ましい 2）．本症例は，口腔内所見のみでは単
純性歯肉炎やウイルス性歯肉炎が疑われたが，消
化器症状から，クローン病と診断され，早期の治
療介入が可能となった．また，歯肉腫脹や易出血
により，口腔清掃が困難であったため，齲蝕に
至ったと考えられる．現在は症状が軽度なため，
ステロイド等の治療は開始していないが，今後開
始した場合，さらに齲蝕リスクが高まることを考
慮し，医科と連携しながら口腔衛生管理を継続す
る必要がある．
【文献】

 1）潰瘍性大腸炎・クローン病　診断基準・治療
指針，「難治性炎症性腸管障害に関する調査
研究」（久松班）令和 2年度分担研究報告書，
http://www.ibdjapan.org/pdf/doc01.pdf 

 2）新井勝大ほか：小児クローン病治療指針
（2019年），日小栄消肝会誌，33：90-109，

2019.
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乳歯双生歯と埋伏過剰歯により上顎左側中切歯および
側切歯に萌出障害を認めた 1例

A case of eruption disorder of maxillary central and lateral incisor on left 

by geminated tooth and impacted supernumerary tooth

○谷川純子 1），東原郁美 2），川口　護 1）

Junko Tanigawa1）, Ikumi Higashihara2）, Mamoru Kawaguchi1）

（1）かわぐち歯科クリニック（箕面市），2）楠歯科医院（淡路市））
1）Kawaguchi Dental Office, 2）Kusunoki Dental Office

【緒言】
　小児歯科臨床において，癒合歯に遭遇すること
は稀ではないが，正常歯と過剰歯との癒合歯であ
る双生歯の発生頻度は低く，その報告は少ない．
今回，上顎左側乳中切歯と過剰歯の双生歯を認
め，その後継歯である上顎左側中切歯および側切
歯の萌出遅延による歯列不正を主訴に来院した男
児が，同部位に埋伏過剰歯も認めた稀な症例を経
験したので，その治療経過について報告する．
　なお，本発表について，患児および保護者の同
意を得ている．
【症例】
患　児：初診時年齢 8歳 8か月，男児．
主　訴：歯並びが気になる．
既往歴および家族歴 ：特記事項なし．
現病歴：近医において幼児期から乳歯の癒合歯と
診断され後継永久歯の萌出を待つと説明を受けて
いたが，反対側永久歯の萌出後も変化が認められ
ず，不安に思い友人の紹介で当院受診となった．
口腔内所見：上顎左側中切歯および側切歯の萌出
遅延が認められ，上顎左側乳歯双生歯および乳側
切歯には動揺も認められなかった（図 1）．

エックス線所見：歯科用コーンビーム CT画像に
おいて，乳歯双生歯および乳歯側切歯の歯根吸収
はほとんど認められず，乳歯双生歯根尖口蓋側に
埋伏過剰歯が認められた．過剰歯の歯冠は約 90

度唇側方向に回転しており，左側中切歯歯冠口蓋
側および側切歯近心隅角と近接していた（図 2）．

〈図 1〉初診時の口腔内写真

【処置および経過】
　局所麻酔下で，上顎左側乳歯双生歯および乳側
切歯と埋伏過剰歯を抜歯した．その後，エックス
線診査により骨内における後継永久歯の萌出は確
認されるも，口腔内への萌出が認められないた
め，9か月後に開窓を行った．開窓後，1か月で
上顎左側中切歯および側切歯の萌出が認められ，
その後完全萌出した．歯列矯正は希望されず，現
在定期検診を行いながら口腔管理をしている．
【考察】
　本症例は，初診時に上顎右側中・側切歯が萌出
しているにも関わらず，上顎左側乳歯双生歯と乳
側切歯は残存し，左側中・側切歯の萌出も認めら
れなかった．日本人男子における上顎中切歯と側
切歯の萌出時期は平均で 1.14年の差があると報
告されており，上顎左側中切歯は少なくとも 1年
以上の萌出遅延が考えられ，治療開始の遅れによ
る後継永久歯萌出への影響が懸念される．今回，
乳歯双生歯および乳側切歯と埋伏過剰歯を抜歯
後，開窓を行い経過観察のみで後継永久歯の自然
萌出を導くことができたが，本来ならば乳歯列期
からエックス線診査を含めた定期検診を行い，早
期に治療の介入が望ましい症例である．本症例か
ら乳歯列期に双生歯や癒合歯などの形態異常が認
められる場合の治療方針について，歯科医師会や
学校歯科医会を通して，多くの開業医や学校歯科
医に周知する必要があると改めて感じた．

〈図 2〉初診から 3日後のコーンビーム CT画像

P-65



60th Annual Conference of the Japanese Society of Pediatric Dentistry

第60回　日本小児歯科学会大会 

18560th JSPD

保護者の親権問題により，長期間歯科治療を受けることの出来なかった
患児達へ歯科的対応の 1例

A case of dental treatment for children who were unable to receive dental care

 for a long time due to custody issues

○森山敬太 1），加藤那奈 2），宮尾琴音 2），山田美保 3），正村正仁 1），大須賀直人 1）

Keita Moriyama1）, Nana Kato2）, Kotone Miyao2）, Miho Yamada3）, 

Masahito Shoumura1）, Naoto Osuga1）

（1）松歯大・小児歯，2）松歯大・病院，3）久保デンタルクリニック（高槻市））
1）Matsumoto Dental Univ. Dept. Pediatric Dent., 2）Matsumoto Dental Univ. Hospital, 

3）Kubo Dental Clinic

【緒言】
　近年，幼児や児童への虐待は社会問題の一つで
ある．社会構造や人間関係の複雑化による個人や
家庭間の格差などさまざまな理由が挙げられ，育
児放棄や家庭内暴力などの原因となっている．ま
た，対応については子供たちを取り巻くさまざま
な人々の心理面を考慮しなければならない．我々
は歯科治療受診を放棄された患児達（兄弟）の歯
科治療と術後の口腔内管理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．
【対象と方法】
　（症例 1）患児：初診時年齢 5歳 10か月．男児．
主訴：むし歯を治したい．全身既往歴：特記事項
なし．現病歴：1年程前から上下顎乳臼歯部の疼
痛を認めたとのこと．
　（症例 2）患児：初診時年齢 4歳 7か月．男児．
主訴：むし歯を治したい．全身既往歴：特記事項
なし．現病歴：1年程前から上顎左側乳臼歯部の
疼痛を認めたとのこと．（家族関係）患児達が 2

歳頃から父母の関係が悪化し両者が離れて暮らす
ようになった．親権は母親にあったため患児は 2

人とも母親と生活をしていた．母親は子育てに関
心がなく，患児達から疼痛の訴えがあっても歯科
医院への受診をさせていなかった．松本市こども
部こども福祉課は虐待を考慮し，患児達を受診さ
せる様に母親を説得していたが受け入れられるこ
とはなかった．5歳頃に実父母は離婚し親権は父
親に移行した．
【結果】
　義理の母親は子育てに非常に熱心であり，歯科
治療を希望する連絡が当科へあった．これまでも
近院での歯科処置を希望したことがあったが親権

を理由に断られたとのことであった．松本市こど
も福祉課，当科，当院事務と協議し親権移行の後
に全身麻酔下集中歯科治療を行うこととした．歯
冠崩壊が著しい歯が多いため，抜歯後は永久歯萌
出余地の確保や第一大臼歯の萌出誘導を行う事と
した．術後管理は担当歯科衛生士（小児歯科学会
認定衛生士）の下で行うこととした．数年間，口
腔内に齲蝕が放置されていたため，術前・術後に
唾液検査を行い，1か月に 1回当科を受診し，歯
磨き指導，食生活指導，機械的歯面清掃齲を行
い，フッ化物洗口を指示し口腔内管理を行ってい
る．現在は，歯科衛生士との強い信頼関係から母
親の歯科に対する理解や協力状態は良好であり，
齲蝕の再発等はない．患児達は保隙装置を破損さ
せることもあったが，徐々に歯科に対する理解と
口腔清掃への協力を示している．
【考察】
　劣悪な家庭環境は子ども達の成長発達を妨げる
可能性がある．当科への来院当初，患児達は我々
歯科医療従事者を含めた大人を信頼していなかっ
たと考えられる．歯科医師だけでなく歯科衛生士
も専属とし口腔内を管理することは，歯科医療に
対する信頼回復のみならず大人が責任を取る姿を
見せる必要があると考えたためである．歯科医療
従事者が子ども達の健全な成長発達の一助になる
ため，歯科治療を行い口腔管理を完遂するという
当たり前の責務から逃げない姿勢を子ども達に見
せることではないかと考える．

P-66



186 60th JSPD

睡眠時無呼吸症候群の既往を有する口腔機能発達不全症児に対し，
口腔筋機能療法を行った 1例

A case report of Oral Myofunctional Therapy for a patient with Sleep Apnea Syndrome

○金井恵未，杉本明日菜，岩本　勉
Emi Kanai, Asuna Sugimoto, Tsutomu Iwamoto

（医科歯科大・院・小児歯 /障害歯）
Dept. Ped. Dent. / Spe. Needs Dent., Tokyo Med. Dent. Univ. 

【緒言】
　閉塞性睡眠時無呼吸症候群（OSAS）とは睡眠
中に呼吸が何度も止まった状態が繰り返される疾
患で，いびきや不眠，日中の眠気などの症状を伴
う．小児の場合は肥満や扁桃肥大，アレルギー性
鼻炎などによる鼻閉，歯科的領域においては顎顔
面形態の異常（小顎症，下顎後退症）が一因とな
る．また，OSAS児は，口腔機能の発達不全を伴
うことがある．今回，われわれは OSASの既往が
ある口腔機能発達不全症を呈する小児に対し，口
腔筋機能療法（MFT）を実施した症例を経験し
たので，その概要を報告する．なお，本報告に際
し，保護者の同意を得ている．
【症例】
患児：6歳 2か月，男児．
主訴：いびきが気になる，口がいつも開いている
現病歴：当科初診の 1年程前より，患児の口が常
に開いていることを母親が気になり，耳鼻咽喉科
に相談したところ歯科受診を勧められた．その後
受診したかかりつけ歯科より，当科を紹介され
た．
既往歴：#1閉塞性睡眠時無呼吸症候群（OSAS），
#2アレルギー性鼻炎，#3扁桃肥大（中程度）
　5歳頃よりいびきや夜間の中途覚醒，呼吸が
度々止まる症状があった．5歳 7か月時に耳鼻咽
喉科にて，ポリソムノグラフィー（PSG）が施行
され OSASと診断された．扁桃肥大については経
過観察とされ，アレルギー性鼻炎の治療を開始し
た．
現症：身長 117.5 cm，体重 19.9 kg，ローレル指
数は 122.67で正常であった．安静時の低位舌と
口唇閉鎖不全，口呼吸を認めた．また嚥下時に舌
突出がみられた．萌出歯は 6EDCBA ABCDE6，
6EDC21 12CDE6 で，Hellmanの咬合発育段階
はⅢA期であった．咬合は正常咬合で，頭部エッ
クス線規格写真の分析にて明らかな骨格性の異常
は認めなかった．

臨床診断：口腔機能発達不全症
【処置および経過】
　鼻閉が閉塞性睡眠時無呼吸（OSA）や口呼吸の
主な原因になっていると考えられ，アレルギー性
鼻炎の治療による OSAの変化と，口腔周囲筋の
変化を評価した．7歳 1か月時に，鼻閉と夜間の
中途覚醒については改善がみられたが，低位舌と
口唇閉鎖不全，乳児型嚥下の残存については改善
がみられなかったため，MFTを開始した．訓練
開始 3か月後には安静時舌位が改善し，6か月後
には嚥下時の舌突出もがみられなくなった．また
常時みられていた口唇閉鎖不全も改善した．さら
に，保護者より MFT開始前にあったいびきが
減ったとの話があった．現在も訓練を継続してお
り，安静時舌位と成熟型嚥下の習慣化を目標とし
ている．
【考察】
　本症例では，OSASや耳鼻科的問題が改善して
も，低位舌や口唇閉鎖不全は残存し，口腔機能の
発達不全を呈していた．これまでに OSAの治療
として扁桃切除手術および矯正治療を実施した
後，OSA治癒と判定された小児において，MFT

を受けなかった児では，MFTを受けた児に比べ
OSAが再発する割合が高いことが報告されてい
る 1）．今回，耳鼻科的問題が改善した段階で
MFTを実施し，口腔周囲筋の不調和を改善でき
たことは，OSAの再発防止に非常に意義がある
と考えられた．
　今後も鼻閉の経過や口腔周囲筋の発達，OSA

の有無について，長期的に評価する予定である．
【文献】

 1）Guilleminault C, Huang YS, Monteyrol PJ, 

Sato R, Quo S, Lin CH：Critical role of myo-

fascial reeducation in pediatric sleep-disor-

dered breathing, Sleep Med, 14 （6）：518-525, 

2013.
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同型の ALPL遺伝子変異を有する姉妹において異なる歯科症状が認められた症例
Different dental manifestations identified in sisters with same type of ALPL gene mutation

○落合まりん，門田珠実，大川玲奈，仲野和彦
Marin Ochiai, Tamami Kadota, Rena Okawa, Kazuhiko Nakano

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

【目的】
　アルカリホスファターゼ（ALP）をコードする
遺伝子（ALPL遺伝子）の変異は低ホスファター
ゼ症（Hypophosphatasia；HPP）発症の原因と
して知られている．HPPは，組織非特異型アル
カリホスファターゼの欠損が認められる遺伝性骨
疾患であり，骨の石灰化不全を主症状とする．歯
科的所見としては，セメント質の石灰化不全によ
る乳歯の早期脱落や乳幼児期の歯周炎が挙げられ
る．本疾患は，骨の石灰化不全と乳歯の早期脱落
のいずれか，あるいは両方の所見および血清
ALP値が正常値を下回ることにより疑われ，遺
伝子検査によって確定診断へと至る．今回，遺伝
子検査で同じ ALPL遺伝子変異を有することが判
明した，2歳違いの姉妹において，異なる歯科症
状が認められたため報告する．なお，本症例報告
は患児の保護者の同意を得て行っている．
【症例】
　本症例の姉は，6歳 4か月時に残存乳前歯の動
揺が認められたことから，近医より当科へ紹介さ
れた．全身的既往歴として，4歳時より低身長の
指摘を受けており，歯科的既往歴として 1歳まで
に 2本の下顎乳前歯が早期脱落していた．また，
家族歴として親族に周産期重症型 HPP罹患者が
いたとのことであった．これらの情報と歯科症状
を併せて HPPを疑い，本学医学部附属病院小児
科に精査を依頼した．その結果，血清 ALP値の
低値および骨幹端不整が認められた．さらに，遺
伝子検査によって ALPL遺伝子の片アレルのみに
変異を認めることが判明し，小児型 HPPの確定
診断に至った．
　一方で，本症例の妹は，6歳 1か月時に下顎右
側乳中切歯の歯根が残存した状態で脱落したこと
から，保護者が HPPを疑い精査を希望して当科
を受診した．妹には全身症状が認められなかった
が，本疾患が遺伝性疾患であることから，本学医
学部附属病院小児科に精査を依頼した．その結

果，血液検査およびエックス線検査ともに正常の
範囲内であった．しかしながら，保護者の希望に
より遺伝子検査を実施したところ，姉と同型のヘ
テロ型 ALPL遺伝子変異を有することが判明し
た．
　姉の下顎両側乳中切歯は，生後 8～ 10か月時
に外傷により歯根が吸収されていない状態で脱落
したとのことであった．また，当科初診時におけ
る歯周組織検査において，4 mmを超える歯周ポ
ケットと残存乳前歯の動揺が認められた．さら
に，パノラマエックス線写真において歯槽骨の軽
度吸収が確認された．
　一方で，妹の脱落乳歯の歯根は 5分の 1程度し
か残存しておらず，標準的な交換であった．ま
た，歯周組織検査を行ったところ，ポケット深さ
は全顎的に 3 mm程度であり，動揺歯は存在しな
かった．さらに，パノラマエックス線写真におい
て，歯槽骨の吸収は認められなかった．
【考察】
　HPPの重症度や臨床症状は個人によって様々
であり，ALPL遺伝子変異の種類や形式も多岐に
渡る．また，軽症型 HPPの多くは顕性遺伝形式
をとることが報告されている．本症例におけるヘ
テロ型の ALPL遺伝子変異を有する姉妹のうち，
姉は骨症状と歯科症状を伴う HPP罹患者であり，
妹は症状を有さない保因者であることが示され
た．このように，同じ遺伝子変異を有する場合で
あっても，骨症状と同様に，歯科症状にも個人に
よって出現の有無があることが明らかになった．
　HPPは進行性の病変であることから，症状を
有さない保因者であったとしても，成長とともに
臨床症状が出現する可能性がある．そのため，早
期に医科で成長発育の管理を受けておくととも
に，歯科でも個人の口腔状態に合わせた管理を行
う必要があると考えられる．
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Joubert症候群の歯科的管理の 1例　―第 2報―
A case report of dental management of Joubert Syndrome　―second report―

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】
　第 58回の本大会において Joubert症候群患児
の歯科的管理について報告をした．今回は，その
男児に対してこれまで行ってきた口腔機能の発達
を促すための歯科的対応についてその過程を報告
する．
　本発表に際し，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）3歳 9か月男児．
主訴：検診でむし歯が 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 2,734 gで，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が，MTS（Molar Tooth 
Sign）は認められなかった．両手足の多指（趾）
症が認められた．経管栄養で退院した．生後 2か
月頃から経口摂取を開始し，乳児期に呼吸障害
（無呼吸）があり，酸素療法（CPAP）を行った．

CPAPは乳児期のみで 1歳過ぎまで行っていた．
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
外科にて指の手術（2回）と下腿の形成術を段階
的に受けた，また，某小児総合医療療育センター
にて右股関節内反足の手術を受けた．IQは 58．
咀嚼機能に重度の障害はない．自宅で理学療法士
（PT）による摂食指導を受けていた．現在は言語
療法士（ST）による言語訓練も自宅で受けてい
る．行動療法士（OT）による運動訓練は月 1回，
某障害者センターで行っている．貧血傾向のため
鉄剤を服用中であり，カウプ指数は 16である．
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．口蓋裂はみられなかった．食事
に時間がかかる（要介助）．言葉の発達が著しく
遅れている．
【経過】
　齲蝕は軽度であったため，サホライド塗布を
行った．ブラッシング時の指導として，口腔周囲

筋の緊張が強くブラッシングがしづらいため，口
腔周囲筋の脱感作を行うよう指導した．また，う
がいの練習と含嗽訓練を指示した（前回までの報
告）．5歳 6か月時に歯ブラシをさせてくれない
との訴えが再度あり，診査したところ，頭頸部お
よび咬筋の拘縮がみられた．拘縮をほぐすため
マッサージを指示した．食前の口腔ケアは，スポ
ンジブラシを用いて行うよう指導した．5歳 10

か月時の検診において 1 1 が萌出してきたので，
A A の抜歯を行った．6歳 6か月時および 9か
月時の検診では 2 2 が萌出してきたので B B

の抜歯を行った．7歳 2か月時の検診では，あら
たに ED に初期齲蝕がみつかり，サホライド塗
布を行った． A A の動揺がみられた．引き続き
口腔周囲筋の緊張を緩和し，ブラシングをするよ
う指導した．5歳 2か月時では，パパ，ママ，
ねーね，バイバイ，ブーブ，ばーば，あ，か，
ば，け，などの言葉が言えるようになった．発音
のトレーニングでは顔をそむけてしまい対応困難
であったため，STと相談し顔の体操を取り入れ
た．またバンゲード法の受動的刺激法（口唇訓
練，頰訓練，舌訓練）も並行して行っている．現
在では某養護学校へ入学したこともあり，話がで
きなくても話そうとする姿勢がみられるように
なってきた．発音は不明瞭であるが，話せる言葉
も増えてきている．現在は「い」の発音を目指し
ている．7歳 2か月時，口唇閉鎖力検査が可能と
なり，ボタンプルなどの訓練が試行錯誤の段階訓
練を経て行えるようになってきている．今後も，
多職種との連携を図りながら口腔機能の発達不全
の改善を進めていく予定である．
【考察】
　今回，口腔機能の発達不全に関しては，早期か
ら歯科的に介入でき，患児も定期的に通院してく
れたことで，徐々にではあるが改善に繋がってき
たと考えられる．本症例には口唇・口蓋裂はみら
れなかったが，臼歯部交叉咬合がみられ，上顎骨
の発育に問題がある可能性があった．今後も多職
種での連携を図り，本人の成長を見守りながら口
腔内の管理，機能向上を目指し，咬合や咀嚼の改
善などにも着手していきたいと考えている．
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Pitt-Hopkins症候群の歯科的所見
The dental findings of child with Pitt-Hopkins Syndrome

○臼田桃子 1），秋友達哉 1），新里法子 1），浅尾友里愛 1），小笠原朋子 2），光畑智恵子 1），香西克之 1）

Momoko Usuda1）, Tatsuya Akitomo1）, Noriko Niizato1）, Yuria Asao1）, 

Tomoko Ogasawara2）, Chieko Mitsuhata1）, Katsuyuki Kozai1）

（1）広大・院・小児歯，2）広大病院・小児歯）
1）Hiroshima Univ. Dept. Pediatric Dent., 2）Hiroshima Univ. Hosp. Dept. Pediatric Dent.

【緒言】
　Pitt-Hopkins症候群は 1978年に Pitt と Hop-

kinsにより報告された TCF4遺伝子異常に関連
する症候群である．主徴候として精神運動発達遅
滞，広い鼻梁・大きな口・弓状の上唇などの特異
顔貌，間欠的過呼吸などがあげられている 1）が，
非常に稀な疾患であり，口腔内に関する報告はな
い．今回われわれは長期的な口腔管理を行った
Pitt-Hopkins症候群患児の口腔内状態について報
告する．なお発表について保護者の承諾を得てい
る．
【症例】
患者：初診時 6歳 1か月，女児．
主訴：歯並びと歯ぎしりが気になる．
現病歴：歯列不正および歯ぎしりをかかりつけで
あった当院小児科にて相談し，当科紹介となっ
た．
既往歴：在胎 36週に身長 38.0 cm体重 1,508 gに
て出生し，NICUに 1か月間入院した．精神運動
発達遅滞，顔面中央部に集中した顔貌，低身長，
小奇形（第 5指短小・湾曲）を認め，5歳 9か月
時より当院小児科を定期受診している．なお，療
育手帳：A級（4段階中重度より 2番目），身体
障害者手帳：3級を所持している．
初診時現症：Hellmanの歯齢ⅡC期．口腔内に齲
蝕は認めなかったが，下顎前歯部叢生および過蓋
咬合を呈した．歯ぎしりは機嫌が悪い時に生じ，
強い嘔吐反射のため仕上げみがきが困難とのこと
だった．
【経過】
　当初歯科的協力が得られず，身体抑制下にて齲
蝕・歯肉炎予防の口腔管理を開始し，歯列・歯ぎ
しりについては経過観察を行っていくこととし
た．増齢に伴い歯科的協力度が向上し，8歳より
身体抑制は不要となった．8歳 3か月時に小児科
にて遺伝子解析を行ったところ，TCF4遺伝子変

異を認め，Pitt-Hopkins症候群の診断に至った．
　9歳時に永久歯交換に伴い前歯部叢生が顕著と
なったため当院矯正歯科にて相談を行った．嘔吐
反射のため矯正治療は困難であったので，歯ぎし
りに対しナイトガードを作製し，経過をみること
とした．ナイトガードの使用により歯ぎしりは減
少したが矯正治療を行うには至らず，介入時期に
ついて検討している．
　当科においては歯科的協力度の向上により，14

歳 6か月現在まで齲蝕・歯肉炎を認めることな
く，口腔管理を継続している．現在下顎前歯部に
叢生を認め，左側第一小臼歯のみ鋏状咬合であ
る．13歳 11か月時（Hellmanの歯齢ⅢC期）に
採取した研究用模型より分析を行った結果を以下
に示す．
模型分析結果：Over bite 2.45 mm，Over jet 5.40 

mmであり，正中は下顎が右側に 2.15 mmに偏
位していた．臼歯関係は左右AngleⅢ級であった．
歯冠近遠心幅径は概ね標準の範囲内であった．歯
列弓は，上顎の歯列弓長径および幅径が 2S.D.を
超えて大きく，下顎はいずれにおいても概ね標準
の範囲内であった．したがって上下顎の比較で
は，上顎の歯列弓長径および幅径ともに下顎に対
して大きかった．
【考察】
　Pitt-Hopkins症候群患児において，上顎の歯列
弓長径および幅径が著明に大きいために不正咬合
が生じ，大きい口などの特異顔貌の一因となる可
能性が示唆された．しかし本患児の個体差も否定
できないため，さらなる研究が必要である．今後
改めて矯正治療を検討しているが，齲蝕・歯肉炎
のリスクファクターとなりうるため，当科におい
て長期的な口腔管理を継続していく予定である．
【文献】

 1）福村　忍ほか：脳と発達，41：365-367，
2009．
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先天性脊椎骨端異形成症の 1例
A case of Spondyloepiphyseal dysplasia congenita

○関　みゆき
Miyuki Seki

（関歯科医院（苫小牧市））
Seki Dental Office

【目的】
　先天性脊椎骨端異形成症（spondyloepiphyseal 

dysplasia congenita, SEDC）はⅡ型コラーゲン遺
伝子（COL2A1）の変異から生じる疾患であり，
四肢短縮や骨幹端の拡大，扁平椎などを特徴と
し，顔面中央部の低形成や口蓋裂の合併頻度も高
い．発症頻度が 100万人に 3～ 4人とされる稀な
疾患である．常染色体優性遺伝の形式をとり，突
然変異例も多い 1）．今回，遺伝子検査により CO-

L2A1に新奇の変異が確認された SEDC小児例に
遭遇したので，口腔頭蓋および全身所見を報告す
る．なお，本症例の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 7か月，男児．
主訴：左上に虫歯がある．
現病歴：3歳半頃より齲蝕に気づき歯科治療を希
望したが，年齢と疾患の特異性から近医での対応
が難しく当院紹介受診に至った．
全身的既往歴：出生時身長 42.5 cm（－3.1 SD），
体重 2,980 g，苫小牧市立病院小児科にて脊椎骨
端異形成症を疑われ，兵庫医科大学病院小児科に
て COL2A1遺伝子検査を実施．報告のない新奇
変異が確認された．両親の検査は希望されず変異
の有無は不明．3歳 4か月で新版 K式発達検査施
行し，発達指数：118と遅れはない．
初診時所見：身長 81.5 cm（－4.5 SD）体重 12.4 

kg（－1.4 SD）著明な低身長・四肢短縮を呈して
いた．Hellman歯齢ⅡA，切端咬合，左上 DEに
C2隣接面齲蝕を認めた．
処置および経過：歯科治療経験なくトレーニング
を試みるも，患児の協力が得られなかった．小児
科に対診したところ頸部外力に留意したうえで処
置可能との回答があり当院にて齲蝕治療完了．定
期的に口腔ケアを行い患児の協力が得られるよう
になった 5 歳 4 か月時（身長 89.5 cm（－4.3 

SD））にパノラマエックス線撮影による歯年齢評

価を行い（図 1），同月小児科にて手部・手根骨
エックス線撮影による骨年齢評価も行った．5歳
前後から反対咬合へ移行．7歳 8か月時に頭部
エックス線規格写真撮影を行った（図 2）．
【結果】
　本症例は身長・体重ともに横断的標準身長・体
重曲線から大きく下回り，歯年齢や骨年齢も暦年
齢を下回ることが予想されたが，優位な発育不全
は確認されなかった．側方向セファログラム解析
では中顔面の劣成長に加え顕著な下顎骨の過成長
がみられた．

【考察】
　先天性脊椎骨端異形成症はその稀な発症頻度か
ら歯科領域の報告が少ない疾患である．COL2A1

上の同じ遺伝子変異でも個々により表現型や重症
度が異なることも本疾患の特徴とされている．本
症例では著明な低身長にもかかわらず骨年齢・歯
年齢の遅延は見られず暦年齢と一致した所見が得
られた．またセファロ分析では医科から報告のな
い顕著な下顎骨の過成長も確認された．これらが
本症例特異的なものか否かを検証する上でも，よ
り多くの症例に小児歯科医が早期に介入し顎顔面
発育を評価することは極めて重要と考える．
【文献】

 1）Raffaella N, Arianna T, Gerarda M, Fabio M：
COL2A1 gene mutations：Mechanisms of 

spondyloepiphyseal dysplasia congenita, App 

Clin Genet, 12：235-238, 2019.

〈図 1〉5歳 4か月 〈図 2〉7歳 8か月

P-71



60th Annual Conference of the Japanese Society of Pediatric Dentistry

第60回　日本小児歯科学会大会 

19160th JSPD

左側第一大臼歯開窓後，風船を膨らませたことを契機に気腫を生じた 1例
A case of aerodermectasia triggered by inflating a balloon after fenestration of left first molar

○岩寺信喜 1, 2），前田彩子 1, 2），西見光彦 1, 2），加藤まゆこ 1, 2），岩寺環司 2），八若保孝 1）

Nobuki Iwadera1, 2）, Ayako Maeda1, 2）, Mitsuhiko Nishimi1, 2）, Mayuko Kato1, 2）, 

Kanji Iwadera2）, Yasutaka Yawaka1）

（1）北大・院歯・小児障害，2）岩寺小児歯科医院（札幌市））
1）Hokkaido Univ. Dent. for Children and Disabled Persons,

2）Iwadera Dental Clinic for Children

【目的】
　気腫は，多量の気体が組織間隙の疎性結合組織
内に侵入し貯留することにより生じ，組織間隙の
他に臓器の構造によっては組織内に貯留すること
もある．頭頸部皮下気腫の臨床症状は，突発的に
顔面や頸部の腫脹を伴い，場合によっては呼吸困
難，気分不快，胸痛，動機等の全身的症状を合併
することもあり，患者および術者にとって困難を
伴う病態を呈する．歯科においては，シリンジ，
タービンによる強風送気によって発生することが
多い．今回，われわれは下顎左側第一大臼歯開窓
後に風船を膨らませたことを契機に広範囲皮下気
腫が生じた 1例を経験したので報告する．
【症例】
患児：7歳 7か月，男児．
主訴：齲蝕予防，歯並び．
【処置および経過】
　患児は，下顎左側第一大臼歯が近心傾斜し，異
所萌出の状態であったため開窓術を行い萌出誘導
を促すこととした．笑気吸入鎮静下で左側第一大
臼歯の咬合面から遠心にかけて電気メスを用いて
開窓を行った．術後，処置部からの出血，顔貌に
発赤，腫脹などの変化は認められなかった．術後
の説明を母親と患児に行い，頑張ったご褒美に患
児は風船をもらい母親と共に診療室から待合室に
移動した．待合室で母親が次回予約と会計を行っ
ている間に患児はもらった風船を膨らませた．会
計終了後，母親が患児の顔を見ると発赤，腫脹が
見られたと受付に報告があった．顔貌は左眼瞼か
ら左頰部，左下顎角部まで腫脹が認められた．患
児は左顔貌に疼痛を訴えていた．
　北海道大学病院口腔内科に連絡を行い，患児を
紹介．各種検査を行い，左眼窩，左側頭筋，両側
尾翼基部に捻髪音を触知．CTでは，左眼窩周囲
～頰部皮下（図 1），側頭部皮下，左側頭下窩～

頰間隙，左頰部皮下，左咀嚼筋間隙～傍咽頭隙
（図 2），鎖骨乳頭筋周囲に空気を認めた．咽頭間
隙まで広がっているが縦郭への進展は認められな
かった．気腫部が広範囲であること，感染の可能
性から入院により朝・夕に静脈内注射にてセファ
ゾリンナトリウムを投与することとなった．
　6日間の入院により，捻髪音の消失，CTで気
腫の消失を確認し退院となった．

【考察】
　本症例では，開窓終了後から待合室までは顔貌
の腫脹，発赤が認められていない，治療時にス
リーウェイシリンジなどの空気が出る器具をほと
んど使用していない，待合室で風船を膨らませた
直後より顔貌の発赤，腫脹が起こったことなどか
ら風船を膨らませたことで開窓部より空気が体内
に流入した気腫であると考えられる．小児歯科分
野では口腔機能発達不全症のトレーニングの一環
として風船を膨らませることが用いられている．
開窓や抜歯，開放した根管などがある際には，風
船を膨らませるなどの行為により気腫を起こす可
能があることを経験した．今回，われわれが経験
したことを共有することで注意喚起していきた
い．

〈図 1〉左眼窩周囲 〈図 2〉左咀嚼筋間隙周囲
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齲蝕充填処置中に生じた皮下気腫の 1例
A case of subcutaneous emphysema occurred during a caries filling procedure

○齋藤紅羽 1），飯田愛理 2），石山未紗 1），八若保孝 2），菊入　崇 1, 2），白川哲夫 1）

Kureha Saito1）, Airi Iida2）, Misa Ishiyama1）, Yasutaka Yawaka2）, Takashi Kikuiri1, 2）, 

Tetsuo Shirakawa1）

（1）日大・歯・小児歯，2）北大・院歯・小児障害）
1）Nihon Univ. Dept. Pediatric Dent., 2）Hokkaido Univ. Dept. Dent. for Children and Disabled Persons

【目的】
　歯科治療に伴う皮下気腫は，エアータービン・
エアーシリンジ・歯科用レーザーなどからの送気
圧入，根管治療時の過酸化水素水と次亜塩素酸ナ
トリウムによる交互浄などが原因で発生すること
が知られている．いずれのケースにおいても術式
の誤りによって生じることが多いが，偶発的に生
じることもある．今回，大臼歯齲蝕に対する充填
処置中に生じた，胸骨におよぶ広範囲な皮下気腫
の症例を経験したので報告する．なお，保護者か
らは発表への同意を得ている．
【症例】
発症時年齢：14歳 3か月，女児．
既往歴：特記すべきことなし．
現病歴：定期検診の際，下顎左側第二大臼歯の裂
溝に初期齲蝕を認めた．齲蝕治療を希望されたた
め局所麻酔を行い，齲蝕除去後に簡易防湿にてア
イオノマーセメントによる充填処置を行った．治
療終了直後に患児から，左頰部に違和感がある
と，訴えを受けた（図 1）．皮下気腫を疑い直ち
に CT撮影を行った．

口腔外所見：左側頰部に腫脹を認めた．触診で圧
痛はなかったが握雪感あり．
CT所見：左側頰部から左側下顎骨周囲，左側顎
下間隙と左側間隙を中心に気腫がみられた．含気
像は中咽頭から下咽頭の左側傍咽頭間隙，側頭

〈図 1〉発症直後の顔貌と処置を行った第二大臼歯

筋・外側翼突筋・内側翼突筋・咬筋周囲の間隙ま
で及び，先端部は胸鎖乳突筋と頸動脈鞘を経由し
胸骨の位置にまで達していた（図 2）．

【処置および経過】
　発症直後に緊急入院とし，同日より感染予防の
ためロセフィン静注用を 2 g/dayの投与量で 4日
間投与を行った．その後，感染症状もなく経過．
発症 3日後より，左側頰部の腫脹は急激に改善．
発症 4日後 CT撮影．気腫は大幅に改善傾向を示
し，舌骨体より下部の気腫は消失していたため，
退院とした．退院後は，ダラシンカプセル 150 

mg を 3 cap/dayの投与量で 14日間経口投与を
行った．発症 20日後 CT撮影．左側頰間隙に僅
かに気腫は残存していたが，経過良好により治療
終了とした．
【考察】
　顎口腔領域に発症する気腫は，皮下組織間隙内
に気体が急速に侵入することで発症する．本症例
のように，気腫が広範囲に広がることもあり，
CT撮影で顎顔面の口腔領域だけでなく頸部から
胸部までの範囲の撮影が必要と考えられる．さら
に気腫が咽頭隙および縦隔にまで及んだ場合に
は，重度の感染症や突然死などを引き起こすこと
が報告されている．気腫発症後は，感染予防と全
身管理が重要であると考えられた．

〈図 2〉発症直後の CT画像
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下顎左側臼歯部に認められたエナメル上皮腫の 1例
A case report of ameroblastoma in the lower left molar

○村林知香
Chika Murabayashi

（倉田歯科医院（奈良市））
Kurata Dental Clinic

【目的】
　一般的にエナメル上皮腫は，下顎臼歯部に好発
する歯原生腫瘍である．今回，10歳 11か月の男
児の下顎左側臼歯部に発症したエナメル上皮腫を
経験し良好な結果を得たので報告する．
【対象と方法】
初診時年齢：10歳 11か月，男児．
主訴：歯茎が腫れたので診てほしい．
既往歴：特記事項なし．
家族歴：特記事項なし．
現病歴：数日前，下顎左側臼歯頰側歯肉の腫脹を
自覚した．痛みがなかったためしばらく様子を見
ていたが，歯肉の状態が改善しないため受診し
た．
口腔内所見：下顎左側臼歯頰側歯肉の腫脹を認め
た．
エックス線所見：下顎左側側切歯～第二乳臼歯に
およぶ顎骨内に単房性の透過像を認めた．下顎左
側乳犬歯と第一乳臼歯および第二乳臼歯近心根に
ナイフカット状の歯根吸収を認めた．病変に圧迫
されるように下顎左側犬歯は下方，下顎左側第一
小臼歯は遠心に転位していた．
【処置および経過】
　口腔内所見とエックス線所見から顎骨腫瘍を
疑ったため口腔外科にて顎骨腫瘍の摘出を依頼し
た．病理診断結果，エナメル上皮腫と診断されと
下顎乳犬歯と左側第一・第二乳臼歯の抜去とエナ
メル上皮腫の摘出・搔爬術が施行された．その
後，下顎左側大臼歯の近心移動防止と下顎左側犬
歯・小臼歯の萌出を期待しリンガルアーチにて保
隙を行った．上顎の左側犬歯の唇側転位の治療の
ため上顎にディスタルエクステンションリンガル
アーチを装着，上顎右側大臼歯の遠心移動を開始
しスペースの獲得を行った．下顎左側の病変は再
発も認めず経過良好であり，下顎左側犬歯・小臼
歯の萌出に伴い CTにて摘出部の歯槽骨の増加が

認められた．
【考察】
　エナメル上皮腫の発症年齢は平均 39.9歳±19.5

歳で 20歳代 18.6％，次いで 10歳代 16.0％であ
る 1）．本症例でも 10歳 11か月と好発年齢であっ
た．治療については，乳歯の下部に病変が存在し
乳犬歯，乳臼歯に限局していたため乳犬歯と乳臼
歯を抜去し犬歯，第一小臼歯を抜去せずに保存す
ることができた．さらにリンガルアーチにて第一
大臼歯の近心移動を防止しながら犬歯，小臼歯が
萌出を経過観察することができた．結果，歯の萌
出に伴い欠損した歯槽骨の垂直的高径を増加する
ことができた．現在 3年以上経過するが病変の再
発もなく良好な経過が得られている．今後は全顎
的な矯正歯科治療も含めて行っていく予定であ
る．
【文献】

 1）柴原孝彦ほか：本邦におけるエナメル上皮腫
の病態と治療法に関する疫学的研究，口腔腫
瘍，21（3）：171-181，2009．

P-74



194 60th JSPD

乳歯が早期脱落したのち低ホスファターゼ症と診断された兄弟の 2例
Two brothers with hypophosphatasia diagnosed after early losses of primary teeth

○松村幸恵 1），武井浩樹 1, 2），廣瀬健佑 1），白川哲夫 1）

 Sachie Matsumura1）, Hiroki Takei1, 2）, Kensuke Hirose1）, Tetsuo Shirakawa1）

（1）日大・歯・小児歯，2）埼玉県立小児医療センター・歯科（さいたま市））
1）Nihon Univ. Dept. Pediatric Dent., 2）Saitama Childrenʼs Medical Center. Dept. Dent. 

【緒言】
　低ホスファターゼ症（hypophosphatasia；
HPP）は血液中や組織中のアルカリホスファター
ゼ（ALP）活性が減少する骨系統疾患の一つであ
る．骨の石灰化障害に加え，歯科的所見としてセ
メント質形成不全が原因とされる乳歯の早期脱落
を特徴としている．今回，われわれは乳歯の早期
脱落をきっかけに低ホスファターゼ症の診断に
至った兄弟の 2例を経験したので報告する．な
お，本報告について保護者から文書による同意を
得ている．
【症例】
患　児：兄（5歳 9か月）．
初診時年齢：1歳 9か月．
主　訴：下の前歯が抜けた．
現病歴：乳幼児用のお菓子を食べていた際に下顎
右側乳側切歯が脱落した．保護者が保育園の担当
歯科医に相談したところ，大学病院への受診を勧
められたため当科を受診．
既往歴：特記事項なし．
家族歴：特記事項なし．

患　児：弟（1歳 11か月）．
初診時年齢：1歳 8か月．
主　訴：下の前歯が抜けた．
現病歴：1歳 6か月時に，保育園にて食事中に下
顎左右乳中切歯が脱落し，兄と同じ HPPなので
はとの疑いで，当科を受診．
既往歴：特記事項なし．
家族歴：兄が HPP．
【治療および経過】
　兄弟ともに歯根吸収がみられない乳歯の早期脱
落，ならびに残存する下顎乳前歯の動揺を認めた
（図 1）．保護者に原因として HPPの可能性があ
ることを説明したところ，医科受診を希望された
ため日本大学病院小児科へ精査を依頼した．その
結果，血液検査で ALPの低値が確認されたこと，

および臨床症状と合わせて HPPと診断された．
兄弟ともに骨の痛みや成長障害等を生じていない
ため，小児科では酵素補充療法の適用とはせず，
整形外科とも連携し半年に 1度経過観察すること
とした．
　兄については，初診から 1年 2か月後に下顎右
側乳中切歯，その 7か月後に下顎右側乳犬歯の動
揺が著しくなり抜去した．
　弟については，動揺が著明であった下顎右側乳
側切歯を初診時に抜去した．またその 3か月後に
下顎左側乳側切歯が自宅にて自然脱落した．
　現在，当科において兄弟とも半年ごとに定期検
診を行っている．

【考察】
　HPPの軽症型では骨症状がないか軽度である
ため，歯科受診時の歯科医師の気付きにより診断
に繋がることがある．兄弟での低ホスファターゼ
症は常染色体潜性遺伝形式の場合，発生率が 25

％とされている．この兄弟について，今後は定期
検診を行いながら，乳歯列の完成期に欠損部の保
隙（可撤保隙装置）を行っていく予定である．
【文献】

 1）低フォスファターゼ症，口から診える症候
群・病気，日本障害者歯科学会，182-183, 

2012.

 2）Taketani T et a1.：Clinical and genetic as-

pects of hypophosphatasia in Japan, Arch Dis 

Child, 99：211-215, 2014．

 a：兄 b：弟
〈図 1〉初診時の口腔内写真
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複数の乳歯に特発性内部吸収を認めた 1例
A case of idiopathic internal resorption in deciduous teeth

○佐々木瑛美，松尾恭子，新見嘉邦，内川喜盛，中島咲帆，亀岡　亮，鈴木淳子，楊　秀慶
Terumi Sasaki, Kyoko Matsuo, Yoshikuni Niimi, Yoshimori Uchikawa, Sakiho Nakajima,

Ryo Kameoka, Atsuko Suzuki, Hidenori Yo

（日歯大病院・小児歯）
Nippon Dental Univ. Hosp., Dept. Pediatric Dent.

【緒言】
　内部吸収は通常単一歯に認められ，外傷や歯ぎ
しりによる咬耗がその原因と考えられているが，
稀に多数歯に生じる場合や，特発型と呼ばれる健
全歯に生じる場合があり，その原因や病態は明ら
かにされていない．若年者での内部吸収の進行は
早く，発症の予測や予後の評価が困難なことがあ
る．今回，複数歯に内部吸収を認めた一例を経験
したため，現在までの経過について報告する．
　なお本症例の報告に関して書面にて保護者から
同意を得ている．
【症例】
患者：4歳 7か月，女児．
主訴：下の前歯が痛い．
現病歴：3日前に下顎右側乳中切歯のピンク色の
変色に母親が気付いた．2日前からブラッシング
時に疼痛を認めた．
既往歴：アトピー性皮膚炎，スギ花粉症，右手の
示指，中指，薬指の先天性欠損．
口腔内所見：下顎右側乳中切歯の動揺度は 1，切
縁に咬耗，歯冠にピンクスポットを認めた．前歯
部被蓋は過蓋咬合．他部位に歯冠変色，動揺，打
診痛，歯肉の発赤腫脹は認めなかった．
エックス線写真所見：下顎右側乳中切歯の歯冠中
央部に歯髄腔の拡大を認めた．歯根吸収は認め
ず，歯根近心面にわずかに歯根膜腔の拡大を認め
たが，根尖病巣は認めなかった．直下に後継永久
歯歯胚を認めた．その他部位に異常所見は認めな
かった．
診断：内部吸収．
【処置および経過】
　下顎右側乳中切歯は抜髄を行い，根管充填を
行った．治療終了後は紹介元に戻った．
　約 1か月半後に下顎左側乳側切歯は内部吸収に
より歯根吸収が進み，紹介元で抜歯となり，再び
当院を紹介来院した．口腔内診察では下顎右側乳

側切歯，下顎右側乳中切歯，下顎左側乳中切歯に
異常所見は認めなかった．エックス線写真では下
顎左側乳側切歯は根尖のみ残存し，直下に後継永
久歯歯胚を認めたが，他部位に異常所見は認めな
かった．患児に外傷の既往はなく，下顎左側乳中
切歯，下顎右側乳側切歯も同様に内部吸収となる
可能性を考慮し，予防的に抜髄を行った．
　8か月後に下顎両側中切歯の萌出を認め，下顎
両側乳中切歯の抜去を行った．10か月後に上顎
右側乳側切歯の動揺を訴えて来院し，歯冠口蓋側
にピンクスポットを認め，エックス線写真で上顎
左側乳側切歯は歯頸部歯根を中心に吸収し，根尖
と歯冠を残すのみとなっていた．上顎右側乳側切
歯は抜去，両側乳中切歯と左側乳側切歯は内部吸
収予防のため，抜髄を行った．20か月後に下顎
両側側切歯，23か月後に上顎両側中切歯，28か
月後に上顎両側側切歯の萌出を認めたが，いずれ
も先行乳歯は自然脱落し，問題なく永久歯に交換
した．
【考察】
　本症例において連続的な内部吸収が 4本に認め
られ，そのうち 2本は抜髄にて保存し，2本は抜
去に至った．その他の乳前歯に関しては予防的に
抜髄を行ったことで交換期まで乳歯を残し，自然
な永久歯交換へ導くことができた．患児は過蓋咬
合であり，前歯部に咬耗を認めたことから，下顎
乳前歯部は過大な咬合力を受けていた可能性が考
えられるが，これほど多数歯に内部吸収が発生す
ることは考えにくく，特発性内部吸収と診断し
た．特発性内部吸収が乳臼歯を含む 8本の乳歯に
認めたという報告があることから，今後も他部位
に内部吸収が発生しないか，注意深く経過観察を
行う予定である．
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上顎前歯部に発生した特発性歯根吸収と考えられる症例の長期経過観察
Long-term follow-up observation of multiple ioliopathic root resorption 

involving maxillaincisor region

○永田保子，永田　萌
Yasuko Nagata, Moe Nagata

（永田むつみ歯科（鹿児島市））
Nagata Mutsumi Dental Clinic

【目的】
　多発性特発性歯根吸収は一般にみられる歯根吸
収と異なり短期間に多数歯の歯根歯質が吸収され
る極めて稀な疾患である．しかし依然として原
因，治療法，長期経過については不明な点が多
い．われわれは第 28回第 33回日本小児歯科学会
九州地方大会において上顎前歯部に発生した特発
性歯根吸収と考えられる症例の 12年間にわたる
経年的観察を患者の同意を得て報告しており今回
は本症例のその後の経過を含め 18年間経年的，
長期にわたり観察した概要を報告する．
【対象と方法】
　2003年初診時患者は 15歳男性で除石希望と上
顎前歯部の動揺を主訴として来院した．エックス
線所見で 11，12，21，22の著変な歯根吸収を認
めぺリオテスト値は＋25前後だった．全身疾患，
外傷，矯正治療などの既往はなく特記事項は認め
られなかったことから除外診断を行って当該疾患
と診断した．二次性の咬合性外傷が見られた．動
様の抑止，外傷力阻止のためナイトガードを装着
した．同時に口腔衛生指導，咬合調整，咬合の管
理を行いながら 18年にわたり患者の臨床的観察
を行った．同部位のパントモ，デンタル，エック
ス線撮影，ぺリオテスト値（シーメンス社 GUL-

DEN），歯周ポケット測定，歯髄診断（SydronEnd

パルプテスター）を行い比較検討した．
【結果】
　初診時著しかった前歯部の動揺もその後安定し
た状態に保たれ歯列は著変なく保存されている．
同部位エックス線所見にて当初危惧した歯根吸収
の急速な進行は認められていない．歯髄の生活反
応も陽性である．
【考察】
　本病変は原因が不明若年者に発症すると報告さ
れており，多くは自覚症状を伴わないまま吸収が

進行するとされている．本病変において歯根吸収
は一定の速度で進行するものではなく急発と緩解
を繰り返しながら進行する物と考えられている．
したがって本症例において今後も注意深い経過観
察が必要であると考えられる．初診時より 18年
間にわたり同部は比較的良好に著変なく経過して
いる．これは口腔衛生指導，咬合調整，咬合の管
理，ナイトガードを含む補助療法が幾分なりとも
奏功しているものと考えられる．本症例における
18年間にわたる経年的観察記録からは本病変の
進行阻止に対し保存療法の選択および経年的取り
組みが有効である可能性が示唆された．
【文献】

 1）長岡成孝ほか：多発性歯根吸収の一例，日歯
保存誌，37，1934-1938，1994．
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筋機能訓練からアプローチした外傷による乳前歯の舌側転位の 1例
A case of myofunctional therapy approach to a lingual dislocated 

deciduous front teeth due to trauma

○坂詰　南，白瀬敏臣，西村　歩，村松健司，波多野宏美，黒田暁洋，上原正美
Minami Sakatsume, Toshiomi Shirase, Ayumi Nishimura, Kenji Muramatsu，

Hiromi Hatano, Akihiro Kuroda, Masami Uehara

（日歯大病院・小児歯）
Nippon Dental Univ. Hosp., Dept. Pediatric Dent.

【緒言】
　外傷により乳歯が転位した場合は，局所麻酔下
で元の位置に整復し固定することが推奨されてい
る 1）．しかし，歯科的対応が困難な場合では，整
復せずに経過観察をせざるを得ない場合もある．
　今回，転倒により上顎乳前歯が舌側転位し，受
傷から期日が経過し来院した幼児に，整復せず咬
合挙上と筋機能訓練を施行することで受傷歯の咬
合を改善した症例を報告する．なお，本症例の発
表にあたり患児および保護者の同意は得ている．
【症例】
患者：4歳 7か月，男児．
主訴：転んで上の前歯の位置がずれた．
現病歴：転倒して上顎前歯部を強打しかかりつけ
医を受診したが，対応困難につき紹介来院した．
来院時は受傷から 2日経過し，痛みはなく食事も
摂れるが咬むと歯の擦れる音がするとのことだっ
た．
生誕：34週帝王切開，身長 40.5 cm，体重 1,650 g

発育状況：定頸時期不明，離乳開始 6か月，卒乳
24か月，一人歩き 14か月．
顔貌：Convex type．
口腔内所見：Hellmanの歯齢ⅡA期で , 上顎左側
乳中切歯・乳側切歯は歯列弓に対し舌側に転位
し，受傷歯は交叉咬合を呈していた（図 1上段）．
エックス線所見：上顎左側乳中切歯・乳側切歯は
反対側に比べ歯冠部が圧下し，歯根長は短く，上
顎左側乳中切歯は歯根膜腔が拡大していた（図 1

上段）．
診断：上顎左側乳中切歯・乳側切歯の側方脱臼
治療経過：上下顎両側乳臼歯部にグラスアイオノ
マーセメントを填塞し咬合挙上することで，受傷
歯の早期干渉を排除するとともに，患児には舌尖
をスポットポジションに触れるように促した．
受傷 1か月後：受傷歯と上顎右側乳中切歯の歯冠
部が灰白色に変色したが，動揺や打診に異常は認

めなかった．患児は落ち着きがなく，低位舌で嚥
下時にオトガイ部の緊張がみられたため，保護者
には歯磨き時に筋刺激訓練法であるバンゲード法
を応用した歯肉マッサージと舌の間接挙上訓練を
指示した．
受傷 3か月後：3歯の変色は変わらず．上唇のサ
ポートが弱く口唇閉鎖不全を認めることから，上
記の指導に加えて口唇閉鎖訓練を促した．
受傷 5か月後：受傷歯の被蓋は改善した．
受傷 7か月後：3歯の変色は変わらずも，歯根の
異常吸収は認めなかった（図 1下段）．口唇閉鎖
力は向上し，填塞したセメントは一部除去した．

【考察】
　本症例は受傷から期日が経過し，整復・固定が
新たな二次的な外傷となる点を配慮し経過観察と
した．受傷歯の咬合干渉を回避する目的で，臼歯
部咬合面にセメントを填塞して咬合を挙上すると
ともに，舌の正しいポジションや口唇閉鎖訓練を
指導することで，新たな咬合位の確立を促した．
受傷歯の歯冠色が変色したが，変色以外の不快症
状はなく，侵襲の大きな歯科的介入処置をせず
に，受傷歯の転位を改善し保存することができ
た．
【文献】

 1）日本外傷歯学会：歯の外傷治療ガイドライ
ン．

〈図 1〉初診時（上段）と 7か月後（下段）
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乳歯と永久歯に多数の形成異常および埋伏を認めた大理石骨病の 1例
A case of osteopetrosis in which hypoplasia and impaction 

of multiple primary and permanent teeth were identified 

○永山佳代子，門田珠実，大川玲奈，仲野和彦
Kayoko Nagayama, Tamami Kadota, Rena Okawa, Kazuhiko Nakano

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

【目的】
　大理石骨病（osteopetrosis；marble bone dis-

ease）は，破骨細胞の機能障害により全身の骨が
びまん性に硬化する疾患であるが，臨床症状は軽
症なものから重症なものまで極めて多彩である．
主な症状としては，貧血や出血傾向，易感染など
の骨髄機能不全症状，成長障害や骨折，脳神経障
害や視力の低下，難聴などが挙げられており，口
腔症状に関しては乳歯および永久歯の多数歯埋
伏，エナメル質減形成，歯冠の変形，歯根の発育
不全，形成遅延，歯根と骨の癒着などが知られて
いる．本疾患は，10万人に 1人程度と考えられ
ており，10種類以上の原因遺伝子が報告されて
いる．
　今回われわれは，8歳 4か月に大理石骨病の診
断に至った症例に遭遇したので報告する．なお，
本症例の報告にあたり，保護者の同意を得ている．
【症例】
患児：初診時年齢 8歳 4か月，女児．
主訴：咀嚼機能回復のための義歯の作製を希望
現病歴：生後まもなくから視覚障害および聴覚障
害を認め，眼科や耳鼻科を受診していたが，骨折
などはなく経過していた．また，近歯科医を定期
検診で受診していたが，歯数が少ないと指摘され
たのみであった．8歳 0か月に足の指の違和感を
訴え，整形外科を受診し，エックス線写真を撮影
した．その結果，骨密度が極めて高い所見が認め
られ，骨系統疾患の可能性が疑われたことから，
専門病院を紹介され，大理石骨病の診断に至っ
た．同院において，乳前歯の脱落後永久歯が萌出
してこないことによる咀嚼障害を相談し当科紹介
に至った．
既往歴：視覚障害，聴覚障害，アデノイド除去術．
家族歴：特記事項なし．

口腔内所見： DC CD
ED C2

と推定される歯を認め

（図 1），顎骨内には歯冠の変形や歯根の形成不全

を認める歯が多数埋伏している（図 2）．
治療方針：医科，矯正科，口腔外科と連携し対応
を行う．当科では，咀嚼機能回復のため，上下顎
の小児義歯を作製する予定である．また，現在，
顎骨内に存在する歯における歯根の形成や萌出を
注意深く観察していくつもりである．

【考察】
　大理石骨病は稀な疾患であるため，患児は眼
科，耳鼻科，歯科を受診していたにも関わらず，
確定診断に至るまでに長期を要した．歯科に関し
ては，検診時に暦齢相応の歯の萌出状態でなけれ
ば，パノラマエックス線撮影により歯の形成を診
査することで，全身疾患の早期発見につながる症
例もあると考えられる．今後，本疾患を含め特徴
的な歯科的所見を有するものに関しては，未診断
の患児に対して早期診断が行われるような体制作
りが重要であると考えられる．

〈図 1〉口腔内写真

〈図 2〉パノラマエックス線写真
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骨性癒着により埋伏していた下顎第一大臼歯を抜歯し
第二および第三大臼歯で対応した一例

Approach to an ankylosed impacted mandibular first molar by extraction and using second and 

third molar：a case report

○岡本篤剛
Atsuyoshi Okamoto

（おかもとこども矯正歯科クリニック（西宮市））
Okamoto Pedodontics and Orthodontics Clinic

【目的】
　埋伏歯は臨床で時々見受けられるが，その原因
の一つである骨性癒着による発生頻度は少ないと
報告 1）されている．今回，埋伏していた下顎第
一大臼歯を開窓牽引したが奏功しなかったことで
骨性癒着と判断し抜歯で対応した一例を経験した
ので報告する．本報告は保護者の同意を得てい
る．
【対象と方法】
　対象は 8歳 10か月男児，転居のため 8歳 3か
月より開始した開窓牽引中の下顎左側第一大臼歯
の治療継続を主訴に来院された．当院初診時パノ
ラマエックス線写真および CT画像より第一大臼
歯歯根は下顎下縁に接して骨性癒着が疑われた
（図 1）．診断は下顎左側第一大臼歯骨性癒着の疑
いを伴う埋伏とした．治療方法として，第二大臼
歯の遠心移動を行い，第一大臼歯牽引スペースを
確保後，隣在歯を固定源としリンガルアーチから
牽引することとした．また，牽引状況を見極めな
がら方針の再評価を行うこととした．
【結果】
　第二大臼歯遠心移動後，牽引用ブラケット再装
着のため開窓を再度行った．約 1年経過した時点
で固定源である第二小臼歯が圧下されたため骨性
癒着していると判断した（図 2）．そこで，第一
大臼歯を抜歯し第二大臼歯および第三大臼歯を歯
列矯正治療により近心移動させることとした（図
3）．抜歯後 6か月経過し第二大臼歯は第二小臼歯
遠心に接するまで近心移動し，第三大臼歯もそれ
に伴い近心への移動が認められた（図 4）．
【考察】
　骨性癒着であることの確定診断に至るまでに時
間を要した要因として，CT画像（ボクセルサイ
ズ 0.19 mm）より骨性癒着の想定は可能であった
が，明瞭な打診音が確認できなかったこと，僅か
ながら動揺を認めたことから牽引の可能性を期待

したことが挙げられる．骨性癒着への対応として
第一大臼歯の脱臼や再植が挙げられるが，脱臼操
作中の歯根破折や顎骨骨折，将来的な歯根吸収や
再癒着，歯髄処置などのリスクが考えられた．第
一大臼歯を抜歯し第三大臼歯を移植する場合につ
いてもその予後に不安が残る．第一大臼歯を抜歯
し第二および第三大臼歯を用いたことでこれらの
リスク回避することができたと考えられた．

【文献】
 1）Paleczny G：Treatment of the ankylosed 

mandibular permanent, first molar：a case 

study, J Can Dent Assoc, 57：717-719, 1991．

〈図 1〉初診時　8歳 10か月

〈図 4〉
第二大臼歯近心移動
11歳 5か月

〈図 3〉
第一大臼歯抜歯後
10歳 11か月

〈図 2〉
骨性癒着と確定診断
10歳 6か月
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Russell-Silver症候群の 1例
A case of Russell-Silver Syndrome

○苅谷里奈，永山佳代子，門田珠実，大川玲奈，仲野和彦
Rina Kariya, Kayoko Nagayama, Tamami Kadota, Rena Okawa, Kazuhiko Nakano

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

【目的】
　Russell-Silver 症候群（RSS；Russell-Silver 

Syndrome）は，重度の子宮内発育遅延および出
生後の成長障害，身体非対称，性発育異常を主徴
とする遺伝性疾患である．頭蓋・顔面部に認めら
れる特徴としては，正常頭囲を有する逆三角形の
顔面形態，小下顎症，口角の下垂，顎顔面の非対
称などが挙げられる．また，精神発達遅滞を認め
る場合もあるとされている．歯科的特徴として
は，歯列弓狭窄およびそれに伴う叢生，高口蓋，
過蓋咬合，歯の大きさや歯列弓長の左右非対称が
認められることが報告されている．RSSは出生
前後の発育遅延を含む上記の臨床所見から疑わ
れ，遺伝子検査を経て確定診断に至る．
　今回，RSS患児の口腔内管理を通して得られ
た歯科的所見について，その概要を報告する．な
お，本症例報告は患児の保護者の同意を得て行っ
ている．
【症例】
　患児は初診時年齢 6歳 7か月の女児で，上顎両
側中切歯形態の精査を希望して来院した．妊娠中
から胎児発育不全を指摘されており，妊娠 34週
時に帝王切開術にて出生した．出生時は身長 37.5 

cm，体重 1,156 gであり，その後も体重増加不良
を認めたことから RSSが疑われ，遺伝子検査の
後に確定診断に至った．また，3歳時点でも依然
として低身長を認めたことから，成長ホルモン
（グロウジェクト）の投与を受けており，知的発
達は 2，3歳程度遅延している．
　患児は乳歯列期には齲蝕に罹患しておらず，歯
列不正も認められなかったことから，近隣の歯科
医院で口腔内管理を受けていた．しかしながら，
6歳 4か月時に上顎両側中切歯の萌出が開始し，
形態異常が認められたことから，今後の歯列・咬
合の管理を含めて小児歯科専門機関での精査およ
び加療を勧められ，当科紹介受診に至った．
　当科初診時の萌出歯は以下の通りであった．

　 EDC 1 1 CDE
EDC 1 1 CDE

上顎両側中切歯は栓状歯形態であり，切端が半月
状に陥凹していた．また，上顎正中離開，上下顎
歯列の狭窄および高口蓋が認められた．口腔内清
掃状態は良好であった．さらに，パノラマエック
ス線写真から，上顎両側側切歯，下顎左側側切
歯，下顎両側第二大臼歯の 5歯における先天性欠
損，下顎左側第一および第二小臼歯の歯胚方向異
常が認められた．顔貌所見は逆三角形の顔面であ
り，右側耳介が左側に比較して大きく，口唇閉鎖
不全が認められた．
　当科では，口腔衛生指導後に上顎両側中切歯陥
凹部の小窩裂溝填塞処置を行った．また，本院矯
正科と連携し，顎顔面および咬合の発育，永久歯
への交換について経過観察を行っている．
【考察】
　RSS患者の歯科的特徴として，歯列弓狭窄に
伴う叢生を認めることが多いが，本患児は側切歯
3本が先天性欠損していることから，現時点では
叢生を認めていない．また本患児は知的発達障害
があったが，幼少時からの歯科受診経験もあり，
齲蝕予防処置や口腔清掃を行うことができ，良好
な口腔内環境の維持に繋がっていると考えられ
る．しかしながら，今後は交換が進むにつれて叢
生になることが予想され，齲蝕発生リスクが高ま
る可能性があるため，小児歯科での口腔衛生管理
が重要となると思われる．さらに，本症例のよう
に成長ホルモンの投与を受けている場合は，顎顔
面の左右差が発生してくる可能性があるため，医
科や矯正専門医と連携しながら顎顔面の発育につ
いて慎重に観察を行い，管理する必要があると考
えられる．
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幼児期の骨破壊性病変が及ぼす顎口腔発育への影響
Adverse effects of oral development caused by jawbone destruction lesions in early childhood

○北村尚正 1），幸平若奈 1），前尾　慶 1），岩本　勉 2），岩﨑智憲 1）

Takamasa Kitamura1）, Wakana Kohira1）, Kei Maeo1）, Tsutomu Iwamoto2）, Tomonori Iwasaki1）

（1）徳大・院・小児歯，2）医科歯科大・院・小児歯／障害歯）
1）Tokushima Univ. Dept. Pediatric Dent.,

2）Dept. Ped. Dent. / Spe. Needs Dent., Tokyo Med. Dent. Univ.

【目的】
　ランゲルハンス細胞組織球症（LCH）は乳児期
を発症のピークとし，通常表皮に存在するランゲ
ルハンス細胞が骨，皮膚，肝臓など多臓器におい
て異常増殖することにより組織障害を生じる難治
性疾患である．顎骨に生じた場合，急速な溶骨
と，それに伴う顎発育の遅滞があるとされる．今
回われわれは，LCH患児の幼児期（1～ 5歳）の
医科用 CTデータを用いて，口腔周囲組織を評価
することで，顎骨の部分欠損が幼児期の組織発達
に与える影響を検討した．また，本研究における
症例の公表に際して，保護者および患児の承諾を
得ている．
【対象と方法】
症例：1歳 5か月（初診時），男児．
主訴：口腔清掃および齲蝕予防処置を希望．
現病歴・既往歴：2017年 8月に近医にて右側頭
部骨腫瘍摘出術後，LCHの診断を受けた．その
後，同年 12月に下顎左側に腫脹と発熱を認め，
近医より大学病院へ紹介となり，当院小児科にて
LCH（再発）の診断を受けた．現在までに寛解導
入療法～維持療法を受けている．顎位と舌の偏位
はあるが，摂食機能については主観的な問題はな
い．
方法：1～ 5歳の間，継続的に撮影された 64列
マルチスライス CT検査のデータに対し，Slice 

O-matic，ImagnosisVE，INTAGE Volume Editor 

を用いた 3次元的計測を行った．また，筋組織の
質を評価するため，筋組織特有の CT値を 6つ階

調で示すことで分布と占有率を算出した．
【結果】
　LCHにより生じた著しい顎骨の欠損部は成長
とともに形態の回復が見られた（図 2A）．顎骨の
欠損により筋停止部が縮小し，咀嚼筋の患側での
体積は縮小していた（図 2B）．
　また，CT値解析において，側頭筋では 1～ 2

歳にかけて 60以上の値の占める割合が著しく増
加し，その後も経年的に増加傾向を示した（図
3）．

【考察】
　咀嚼筋の患側での体積は，成長により増大する
ものの健側と比較して小さいままであった．しか
し，側頭筋の CT値解析では，健 /患側で差は認
めないものの 60以上の占める割合の変化から，
幼児期初期において側頭筋の活発な利用と成長が
示唆される．また，今回用いた CT値による階調
評価については新しい解析法であるため，今後筋
機能との関係を調べ，有用性を検討していきた
い．

〈図 2〉 下顎骨欠損部の形態変化・筋の 3次元的
抽出

〈図 3〉側頭筋における CT値の占有率
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摂食機能療法を 16年 10か月間継続指導した Prader-Willi症候群の一例
A case of dysphagia rehabilitation in Prader-Willi Syndrome

 during sixteen years ten months

○岩間一実
Hitomi Iwama

（日大・歯・摂食機能）
Nihon Univ. Dept. Dysphagia Rehabili.

【目的】
　Prader-Willi症候群（PWS）は筋緊張低下，哺
乳障害，肥満，精神遅滞，性腺発育不全を主徴候
とする先天性疾患である．肥満とその合併症が生
命予後にかかわるため，肥満対策が不可欠とされ
ている．患児は初診時，魚様口唇を呈し，唾液の
嚥下時や捕食時にも口唇閉鎖が認められず，上を
向いて普通食をあまりかまずに舌突出型嚥下で丸
飲みしていた．食べた満足感が得られず，体重の
増加傾向が認められていた．水分も上向きで，舌
突出型嚥下で流し込み，むせるため，嫌がって飲
まない状態であった．16年 10か月間の継続指導
により現在は，好きなお肉のライスペーパー巻き
をかじり取り，咀嚼が可能．トロミ付き水分での
交互嚥下は必要であるが，正常嚥下が可能となっ
ている．17歳以後の成長ホルモン終了後に懸念
される肥満も BMIは 20で正常であり，性格も温
厚である．丸飲みによる肥満や，食事制限による
性格異常の改善の一助となれればと報告する．
　なお，本症例の報告にあたっては，保護者の同
意を得ている．
【対象】
　5歳で歩行開始後の 5歳 4か月時，2005年 3月
より某大学歯学部小児歯科で摂食嚥下機能療法を
開始した PWS児で，2012年より本学摂食機能療
法科にて指導を継続．16年 10か月間の継続指導
に至っている．
【方法】
　本学歯科病院摂食機能療法科外来において，保
護者に対する生活環境や日常生活などの問診を行
い，持参してもらった日常の食物と飲物，テスト
フードにて，実際の食事場面を歯科医師 2名で観
察評価し，摂食・嚥下機能を診断，指導してい
る．1時間の個別指導で，当初は 1年間に約 10

回．現在は年 6回の摂食指導を行っている．
　摂食・嚥下機能の評価基準は摂食機能発達の 8

段階を使用した．
【症例】
　初診時は，過敏と舌突出型嚥下による捕食，嚥
下，押し潰し，咀嚼，手づかみ食べ機能の獲得不
全と診断された．6歳 1か月で丸飲みの消失．6

歳 4か月で正常嚥下の動きと咀嚼機能が獲得さ
れ，6歳 8か月で過敏の消失が認められた．しか
し，永久歯萌出に伴い口腔内は容積が拡大して行
き，口唇閉鎖の動きは可能であるが力は弱く，嚥
下時は一瞬の閉鎖で，舌の押上も弱かった．口唇
閉鎖の時間は徐々に増加し，咀嚼力，手と口の協
調動作，一口量獲得に至っている．現在は，全
粥，後期食をライスペーパーでバナナ状に巻いた
ものを，手づかみで前歯咬断訓練．前傾姿勢での
トロミ付き水分のレンゲによる一口飲み訓練，
ペーシング，発声訓練を行っている．
【結果】
　筋緊張低下の影響で，姿勢安定のための体幹強
化のボール蹴りでは，交叉してしまった下肢が戻
せなかったが，継続することで壁に手を添えずに
蹴れるようになり，2年を要したが確実に機能獲
得し，前傾姿勢の安定が得られている．舌突出型
嚥下は改善されたが，口唇中央部の閉鎖と口腔期
の移送がまだ弱く，顎下部にリズミカルな上下運
動（乳児様嚥下の残存）が認められることがあ
る．声かけはまだ必要であるが，口唇閉鎖も高ま
り，力強い正常嚥下が増え，日常会話の声も徐々
に大きくなり，聞き取りが可能になりつつある．
【考察】
　PWSの肥満や，食事制限による性格異常は，
筋緊張低下による上向き姿勢や，口唇閉鎖不全か
らの舌突出型嚥下による，食べた満足感のない丸
飲みが原因であると考えられる．かめるかでな
く，過敏をチェックし，嚥下機能を注意深く評価
し，長期にわたる指導継続が重要であると考え
る．
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視覚障害児に口腔管理を行った 1例
―自立支援を目的とした歯磨き指導の取り組み―

A case report of oral management for a visually impaired child

―Efforts of tooth brushing instruction for the purpose of independence support―

○川端明美 1），大内美憂 1），髙梨　登 2）

Akemi Kawabata1）, Miyuu Ohuchi1）, Noboru Takanashi2）

（1）あけみ小児歯科クリニック（練馬区），2）髙梨歯科クリニック（練馬区））
1）Akemi Pediatric Dental Clinic, 2）Takanashi Dental Clinic

【目的】
　歯磨きをする習慣は口腔内の健康を維持するた
めには最も重要であり，その方法は幼児期から親
や兄弟メディアなどを見て周囲から習得してい
く．しかし，視覚障害がある患児は視覚で習得す
ることができないので，歯磨きの技術を身につけ
ることは容易ではない．そのため，虫歯や歯肉炎
になりやすいことが知られている．
　今回，われわれは視覚障害がある患児が，自分
で歯磨きする技術を習得することを目的に，触覚
聴覚にアプローチして成果が得られたので，その
取り組みについて報告する．なお，本発表につい
ては保護者の同意を得ている．
【対象および経過】
患児：初診時 8歳 1か月，男児，視覚特別支援学
校小学部在学．
主訴：学校の歯科健診で歯垢，歯石，歯肉炎を指
摘された．
現病歴：1年前，学校の歯科健診で歯垢，歯石，
歯肉炎を指摘されて近医を受診し，特に治療はせ
ず健診用紙を記入してもらった．
既往歴：家族性滲出性硝子体網膜症により生後 5

か月時水晶体摘出術を受けた．両眼ともに光の明
るさを感じる程度で文字や絵を認識することは出
来ない．家族歴では 3歳下の弟も同様．
口腔内所見：Hellmanの咬合発育段階はⅢAで齲
蝕はない．上下前歯は叢生で過蓋咬合．清掃状態
は不良で歯冠乳頭，辺縁歯肉は発赤腫脹しプラー
ク性歯肉炎を呈する．歯磨きは 1日 1回就寝前に
本人磨きの後，保護者が仕上げ磨きをしている．
指導を開始するにあたり一連の流れを保護者と患
児に事前説明して同意を得た．
歯科への受診は当院が 2回目で TSD等の対応は
行われておらず，ここで何をしていくのか患児に
理解してもらうために Tell-Do（手の上）-Do（口

腔内）を行った．当院の環境に慣れた時点で TBI

開始．保護者に説明をするために染め出しを行
い，患児にはまず舌で歯全体を舐めてもらい，プ
ラークが付着している歯面と付着していない歯面
の違いを習得してもらった．持参した歯ブラシは
ヘッドが大きくサイズの合った歯ブラシを勧め
た．その後，歯ブラシの当て方，持ち方，動かし
方，力加減，当てる場所，順番等練習を開始．歯
ブラシを当てる回数を一定に保つために好みの音
楽をかけてそれが終了するまでを歯磨き時間とし
た．3か月後歯ブラシをまんべんなく歯面に当て
ることができるようになり，清掃状態も改善が認
められた．その後口頭や舌感だけでは理解が得ら
れない点，例えば前歯叢生の凹凸感，前歯臼歯の
形態の違い，交換期による欠損部，歯冠の高さの
違い等を理解するために，上下全顎の印象を採っ
て模型を作成．模型に触れながら口腔内の状態を
触覚で習得した．6か月後フロスも使用すること
ができるようになり，さらに清掃状態，歯肉炎は
改善が見られた．
【考察およびまとめ】
　従来の歯磨き指導は染め出しにより視覚で確認
するが，視覚障害のある患児にはその方法では指
導不可能である．われわれは障害者差別解消法に
より障害者（児）への合理的配慮を実現するた
め，患児は触覚と聴覚から自分の口腔内を理解し
て効果的な歯磨き技術を身につけることが出来
た．これは患児の健康を維持するため，大きな役
割を果たした．今後も成長に伴う口腔内の変化に
対応しながらセルフケアの精度を高めていく予定
である．
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心停止の既往がある先天性 QT延長症候群の児に対し口腔内管理を行った 1例
Oral management of a 6-year-old boy with congenital long-QT syndrome：A case report 

○杉本明日菜 1），北村尚正 2），前尾　慶 2），岩崎智憲 2），岩本　勉 1）

Asuna Sugimoto1）, Takamasa Kitamura2）, Kei Maeo2）, Tomonori Iwasaki2）, Tsutomu Iwamoto1）

（1）医科歯科大・院・小児歯，障害歯，2）徳大・院・小児歯）
1）Dept. Ped. Dent. / Spe. Needs Dent., Tokyo Med. Dent. Univ.,

 2）Dept. Ped. Dent., Tokushima Univ. 

【緒言】
　先天性 QT延長症候群は，心電図上における
QT間隔の延長を特徴とし，torsade de pointesと
呼ばれる QT延長症候群に特有な重篤な不整脈
（心室頻拍）を発症し，ときに失神や突然死を引
き起こす症候群である．今回，われわれは，心停
止の既往を持つ先天性 QT延長症候群（LQT3）
の児に対し齲蝕治療およびその後の口腔内管理を
行ったのでその概要を報告する．なお，発表にあ
たり患児の保護者の同意を得ている．
【症例】
患者：6歳 4か月，男児．
主訴：齲蝕治療．
現病歴：齲蝕治療のため，近医歯科医院を受診し
たところ，心室細動および先天性 QT延長症候群
の既往から，専門機関での処置が望ましいと判断
され，大学病院小児歯科へ紹介された．
既往歴：先天性 QT延長症候群（LQT3）．5歳 10

か月時に，自宅にて突然意識を消失した．父親に
より心肺蘇生処置が実施され，救急隊到着時に心
室細動を認めたため除細動を施行された．大学病
院循環器内科に搬送され先天性 QT延長症候群と
診断された．5歳 11か月時に同科にて皮下植込
み型除細動器（S-ICD）の植込みが施行された．
家族歴：父，母，妹に患児と同遺伝子の異常は認
められていない．
現 症： 萌 出 歯 は 6EDCBA ABCDE6，
6EDC21 12CDE6 で Hellmanの咬合発育段階の
ⅢA期であった． ED DE， ED DE の隣接面に
実質欠損を認めた．
エックス線写真所見： D， D D 歯冠部には歯髄
と交通するエックス線透過像を認め， D の近心
根に歯根膜腔の拡大を認めた． D の歯根は吸収
しており，根尖周囲の歯槽骨の吸収と 4 骨包の
消失を認めた． E DE， E E の歯冠部には象牙
質に達するエックス線透過像を認めた．

臨床診断： D  D  C3慢性化膿性根尖性歯周炎，
D  C3慢性潰瘍性歯髄炎， E DE， E E  C2

【処置および経過】
　齲蝕治療時は，torsade de pointesの出現に備
えて，毎回，小児科担当医には院内での待機を依
頼し，AEDを準備した上で，歯科麻酔科生体モ
ニター管理下に治療を実施した．患児の治療への
協力状態は良好であり，歯科局所麻酔時において
も，強い興奮や緊張もなく，心電図上においても
変調をきたすことはなかった．治療全体を通し
て，QTc値は≦452 msec，心拍数は 60～ 90程
度であった．齲蝕治療終了後は，関連各科の連絡
体制を整えた上で，当科において定期的な口腔内
管理を継続している．
【考察】
　遺伝性不整脈は自律神経機能の変化，情動変
化，ストレス，運動などによって誘発される．先
天性 QT延長症候群は，それぞれの遺伝子型によ
り QT延長の誘因が異なり，患児は，安静時や睡
眠中に QT延長が惹起されることにより，tor-

sade de pointesや突然死が起こりやすいとされ
る遺伝子型であった．さらに，患児は皮下植込み
型除細動器（S-ICD）の植込みが行なわれており，
心拍数の著しい上昇やダブルカウント発生による
S-ICDの誤作動が起こりえたため，患児の治療
に際しては，強い興奮や緊張による心拍数の上昇
や深い睡眠による心拍数低下がないようにするこ
とが求められた．そのため，患児の内部行動に対
しより慎重な配慮をした生体モニター管理下での
治療を行った．
　また，S-ICDの植込みを行っている場合，電
気的根管長測定器，電気歯髄診断器，超音波発生
装置などの多くの歯科医療機器の使用が原則禁忌
であり，歯科治療上の制限があることから，口腔
内管理を徹底することが重要である．
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下顎左側第一大臼歯の双生歯に根尖性歯周炎を生じた 1例
A case of gemitation permanent mandibular first molar with apical periodontitis

○稲永詠子 1），船山ひろみ 1），小林　馨 2），下田信治 3），朝田芳信 1）

Eiko Inenaga1）, Hiromi Funayama1）, Kaoru Kobayashi2）, Shinji Shimoda3）, Yoshinobu Asada1）

（1）鶴見大・歯・小児歯，2）鶴見大・歯・放射線・画像診断，3）鶴見大・歯・解剖）
1）Tsurumi Univ. Dept. Pediatric Dent., 2）Tsurumi Univ. Dept. Radiology and Diagnosis, 

3）Tsurumi Univ. Dept. Anat.

【緒言】
　双生歯とは 1本の正常歯の歯胚とその近位に発
生した過剰歯歯胚と合一したものと定義されてい
る．双生歯の報告の多くが過剰歯の好発部位の上
顎前歯部であり，下顎臼歯部に双生歯を認める症
例は大変稀である．今回，下顎左側第一大臼歯に
双生歯を認め，さらに根尖性歯周炎を生じた症例
を報告する．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】
初診時年齢：7歳 11か月．
主訴：下顎左側臼歯部の形態異常の歯が腫れた．
現病歴：学校歯科検診で齲蝕を指摘され近医を受
診したところ，下顎左側第一大臼歯の形態異常と
根尖病巣の疑いを指摘されたため当科を紹介され
受診した．約 1年前から食事時に咬合痛があった
が，自発痛は認めなかったとのこと．
既往歴：特記事項なし．
口腔内所見：形態異常の下顎左側第一大臼歯とそ
の遠心に位置する過剰歯様の歯が癒合し，齲蝕は
認めない．形態異常の下顎第一大臼歯の近心根相

当部頰側歯肉に膿瘍を認めたが，動揺はなかっ
た．
エックス線画像所見：下顎第一大臼歯とその遠心
に同程度の臼歯が存在し，それらの一部の象牙質
および歯髄腔は連続しており，2歯は癒合してい
た．癒合歯の遠心にある歯胚は他部位の第二大臼
歯と形成が同程度のため，この癒合歯は下顎第一
大臼歯と過剰歯が癒合した双生歯と考えられた．
双生歯には歯髄に達する齲蝕はなかったが，未完
成の根尖を含む境界明瞭で内部均一な透過像を認
めた．
【治療経過】
　齲窩が認められなかったため，癒合部分の歯周
ポケットからの上行性歯髄炎を疑い，癒合部分の
歯周ポケット洗浄およびコンポジットレジンによ
る封鎖を試みたが，病変の改善は認められなかっ
た．根管治療は根形態の複雑さから成功率は低い
と予測された上，根尖透過像は下顎管と近接して
おり，下歯槽神経へ影響を考慮し，全身麻酔下で
の双生歯の抜去を選択した．双生歯の歯根は肉芽
組織に被覆されており，組織学的に非特異的な炎
症が認められ，腫瘍性変化は確認されなかった．
根分岐部付近で最も炎症変化が強く認められたた
め，分岐部付近からの歯周炎由来の上行性歯髄炎
と考えられた．抜歯後は歯槽骨が順調に回復し，
対合歯である上顎左側第一大臼歯の挺出を抑止す
るため部分床義歯を製作し装着している．
【考察】
　双生歯は癒合部が齲蝕に罹患しやすく象牙質が
低石灰化であると報告されているが，今回抜去し
た双生歯に齲蝕は認めなかった．双生歯の癒合部
分の歯周炎から上行性歯髄炎に至った可能性が高
く，双生歯の形態は複雑であるが，根形態はさら
に複雑で根管治療は困難であった．双生歯の症例
においては萌出直後から齲蝕予防処置のみなら
ず，歯周疾患罹患の予防をふまえた口腔内管理が
重要であると考えられる．
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〈図 1〉初診時エックス線画像，口腔内写真

〈図 2〉初診時歯科用コンビーム CT画像
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両側性に生じた下顎第一大臼歯生歯困難の 1例
A case of dysodontiasis of bilateral mandibular first molar

〇黒厚子璃佳 1），長谷川智一 2），岩﨑智憲 2），岩本　勉 1）

Rika Kurogoushi1）, Tomokazu Hasegawa2）, Tomonori Iwasaki2）, Tsutomu Iwamoto1）

（1）医科歯科大・院・小児歯 /障害歯，2）徳大・院・小児歯）
1）Dept. Ped. Dent. / Spe. Needs Dent., Tokyo Med. Dent. Univ.,

2）Dept. Ped. Dent., Tokushima Univ. 

【緒言】
　生歯困難は種々の原因により歯の生理的な萌出
が障害されている状況である．過去に歯原性腫瘍
が原因で両側性に下顎第一大臼歯の生歯困難が生
じた症例 1）が報告されているが，両側性に出現
することはきわめて稀である．今回われわれは，
肥厚した歯嚢組織によって両側の下顎第一大臼歯
に生歯困難が生じた 5歳 2か月の女児の 1例を経
験したのでその概要を報告する．なお，本症例の
発表に際し保護者の承諾を得ている．
【症例】
患児：初診時年齢 5歳 2か月，女児．
主訴：齲蝕治療．
現病歴：近医歯科にて齲蝕治療を試みたが，不協
力のため当科を紹介された．
既往歴：特記事項なし．
家族歴：母に下顎前歯 1歯，兄に下顎乳前歯 1歯
の先天欠如，弟に下顎乳前歯の癒合歯がみられ
た．
現症：
全身所見：特記事項なし．
口 腔 内 所 見： 萌 出 歯 は EDCBA ABCDE，
EDCBA ACDE  で Hellmanの咬合発育段階はⅡ

A期．左下 Bは先天欠如であったが，永久歯歯
胚数に異常はなかった．上下顎左右乳臼歯部およ
び上顎前歯部に齲蝕を認めた．パノラマエックス
線写真より，下顎両側第一大臼歯は歯根が 1/4～
1/3程度形成が進んでいるにもかかわらず低位に
位置し，また骨包が消失し，歯冠直上にエックス
線透過像を認めた．
臨床診断：齲蝕，下顎両側第一大臼歯生歯困難．
【処置および経過】
　齲蝕治療終了後に，当院口腔内科へ下顎両側第
一大臼歯部の開窓と精査を依頼した．同科にて静
脈内鎮静法下にて下顎両側第一大臼歯部開窓術が
施行された．採取された歯冠直上組織の病理組織

検査を行ったところ，疎な線維性結合組織の増生
が認められ，同部には歯原性上皮塊の散在が観察
された．一部瘢痕様組織も観察され，病理組織学
的に肥厚した歯嚢組織と診断された．開窓術 5か
月後，両側の第一大臼歯の歯冠は口腔内に萌出し
た．その後も順調に萌出し，現在良好に経過して
いる．
経過後診断：肥厚した歯嚢組織による生歯困難．
【考察】
　下顎第一大臼歯は女児では萌出の平均月齢は
75.4か月 2）である．5歳の下顎第一大臼歯歯胚の
平均的な位置は第二乳臼歯の歯頸部に咬頭が到達
する程度との報告 3）があるが，本症例では第二
乳臼歯歯根の 1/2程度に位置しており，また，歯
根の形成程度に遅れや明らかな形態異常はみられ
ないにもにもかかわらず低位であり，生歯困難の
状況を呈していた．
　萌出障害の原因は全身的要因と局所的要因に区
別される．局所的要因に焦点を当てると，乳歯の
晩期残存，含歯性嚢胞，過剰歯，歯肉の肥厚など
が挙げられるが，両側性に歯嚢の肥厚が生じ，萌
出障害の原因となった症例はわれわれが渉猟し得
た限りで報告がない．外傷の既往，生活歴，習
癖，生活習慣等を慎重に調査を行っているが現在
までに原因は明らかにできていない．
【文献】

 1）逢坂洋輔ほか：歯原性腫瘍により埋伏した下
顎第一大臼歯を萌出誘導した 2例，小児歯
誌：518-527，2016．

 2）有田憲司ほか：日本人小児における乳歯・永
久歯の萌出時期に関する調査研究Ⅱ　その 2　
永久歯について，小児歯誌：363-373，2019.

 3）平野克枝ほか：第一大臼歯の形成と萌出の左
右差，小児歯誌：73-79，2009．
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同一部位に 3度過剰歯が生じた 1例
A case of third supernumerary tooth occurring in the same region

○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.

【緒言】
　過剰歯は小児歯科臨床においてしばしば遭遇す
る疾患であり，その本数は 1～ 2本がほとんどで
あるが，3本生じる場合もある．過剰歯の存在は
永久歯の萌出障害を生じる場合があるため，外科
的処置後においても長期的な口腔管理が重要とな
る．
　われわれは過去に過剰歯抜去後の経過観察期間
に新たな過剰歯が生じた稀な症例を報告した 1）．
その後，同患児の口腔管理を継続していたとこ
ろ，同一部位に 3度目の新たな過剰歯を認めたた
め，その経過について報告する．なお，発表にあ
たり患児の保護者より同意を得ている．
【症例】
患児：初診時年齢 4歳 11か月，男児．
主訴：齲蝕治療をしてほしい．
現病歴：近医にて齲蝕を認めたものの，歯科的協
力が得られず，当科紹介初診となった．
既往歴：知的障害．
口腔内所見：乳歯 20本がすべて萌出しており，
複数の歯に齲蝕を認めた．
【処置および経過】
　齲蝕治療を施行していたところ，5歳 5か月時
に A に動揺を認め，デンタルエックス線写真よ
り順生の埋伏過剰歯（過剰歯①）を認めた．自然
萌出が期待できたため萌出を経過観察し，5歳 11

か月時に過剰歯①を抜去した．その後，経過観察
を行っていたところ，7歳 5か月時に 1 部に再
度順生の埋伏過剰歯（過剰歯②）を認めた． 1 1

の萌出に左右差が生じていたため，7歳 7か月時
に過剰歯②の摘出を行った．
　8歳 2か月時に再び 1 部に石灰化物を認め，
1 の萌出を促すために 8歳 3か月時に石灰化物
の摘出および 1 上部被覆骨の骨削除を施行した．
病理組織学的診断の結果，摘出物は過剰歯（過剰
歯③）と診断された．牽引等の咬合誘導に対する
歯科的協力が得られない状態であったため経過観

察を続けたが，6か月の経過観察においても未萌
出であった．8歳 9か月時にデンタルエックス線
撮影を行い，萌出傾向を認めなかったため，同日
1 の開窓を施行した．その後， 1 は歯軸傾斜を
認めるものの口腔内に萌出し，現在に至ってい
る．
【考察】
　過剰歯の鑑別疾患として歯牙腫があげられ，歯
牙腫は集合性と複雑性に大別される．本症例にお
いて過剰歯①は肉眼的に過剰歯であることが明ら
かであった．過剰歯②は歯冠様の形態を呈し単体
で発見されたため，集合性および複雑性いずれの
歯牙腫の定義にも合致せず，過剰歯と診断した．
過剰歯③については病理組織学的診断の上，過剰
歯との診断に至った．しかしながら，過剰歯②お
よび③の発見時期が 9か月と近接していたため，
過剰歯②の発見が遅れていた場合には，過剰歯③
とともに集合性歯牙腫として発見された可能性も
否定できない．
　今回定期的にエックス線検査によって経過観察
を行っていたため，新たに生じた過剰歯を早期に
発見し，迅速に外科的処置を行うことができた．
過剰歯の治療のゴールは外科的処置ではなく，永
久歯の萌出である．本症例により，過剰歯の外科
的処置後における長期的な口腔管理の重要性が改
めて示唆された．現在患児の歯科的協力度が徐々
に向上してきており，今後患児や保護者に説明し
て歯列不正に対する咬合誘導を検討していきたい
と考えている．
【文献】

 1）Akitomo T et al.：Ped Dent J, 31：100-107, 

2021.

【会員外共同研究者】
　安藤俊範（広大病院・口腔検査）
　坂本真一（広大病院・口腔検査）
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萌出後速やかに根尖性歯周炎を発症した歯内歯の組織学的解析
The histological analysis of dens invaginatus causing apical periodontitis early after eruption

○田中亜生，棚瀬稔貴，堀川早苗，小島健太郎，本間宏実，櫻井敦朗，辻野啓一郎，新谷誠康
Aoi Tanaka, Toshiki Tanase, Sanae Horikawa, Kentaro Kojima, Hiromi Honma,

Atsuo Sakurai, Keiichiro Tsujino, Seikou Shintani

（東歯大・小児歯）
Tokyo Dental Coll. Dept. Pediatric Dent.

【緒言】
　歯内歯（陥入歯）は臨床において偶に遭遇する
歯の発育異常の一つである．歯内歯は陥入部から
歯髄腔への感染を起こした場合，陥入部および歯
髄腔が複雑な形態を示すことから歯内療法が困難
となり，抜歯が必要となることもある．今回われ
われは，萌出直後に根尖性歯周炎を発症した Oe-

hlersの分類Ⅲ型に属する歯内歯の 1例を経験し，
組織学的解析を加えたので報告する．
【対象・方法】
　患児（9歳 5か月，女児）は上顎右側側切歯の
萌出異常を主訴に来院した．来院時，上顎右側側
切歯は約 5 mm萌出していた．エックス線画像
（図 1）から，上顎右側側切歯は Oehlersの分類
Ⅲ型に属する歯内歯で，根尖性歯周炎を発症して
いると考えられた．歯内歯が複雑な形態であり，
さらに上顎右側犬歯の萌出障害の原因になりうる
ことから，歯内歯を抜去することを患児と保護者
に説明し，同意を得た．しかし，処置予定日前に
歯内歯部の疼痛を主訴に来院した．歯内歯部の歯
肉および顔面の腫脹を認めたため，抗菌薬投与と
切開排膿による消炎処置を行った．炎症消退後，
歯内歯部の粘膜骨膜弁を形成し，骨削去のうえ，
歯内歯の抜去を行った．抜歯後は経過良好で，上
顎右側犬歯の萌出傾向および上顎右側乳犬歯の生
理的歯根吸収を認めるため，現段階で同犬歯の牽
引の必要性はないと考えられる．
　歯内歯は 10％中性緩衝ホルマリンにて固定後，
Micro-focus X-ray RTR/CT Systemを用い nCT撮
影を行った．撮影された縦断 nCT画像（図 2）
は TRI/3D-BON解析ソフトを用いて三次元的な
形態学的解析を行った．また通法に従い脱灰，パ
ラフィン包埋を行い，縦断連続切片を作成した．
その後，HE染色にて歯内歯の構造を組織学的に
観察した．

【結果】
　nCT画像による三次元的な形態学的解析では，
陥入部は歯の全長の約 3/4まで達していたが，歯
髄腔にかけて交通するような構造は認められな
かった．陥入内部エナメル質の CT値は歯冠外部
エナメル質の CT値と比べて低値を示した．
　HE染色による組織学的解析では，陥入内部に
エナメル小柱構造に沿った基質が残存する未成熟
なエナメル質が観察された．歯髄組織は繊維化
し，象牙芽細胞や線維芽細胞等の正常な組織像は
認められなかった．
【考察】
　本症例では，陥入部から歯髄腔へ交通する構造
は認められなかったが，陥入内部のエナメル質は
石灰化が不十分であり，歯髄は失活していた．萌
出後間もなく根尖性歯周炎を発症したことから，
陥入内部の硬組織の石灰化が不十分であったこと
が原因ではなく，nCT画像では検知できないほ
どの歯髄組織に通じる微細な構造があった可能性
が考えられる．
　本症例のように約 5 mmしか萌出していない場
合でも，歯内歯の陥入部が口腔内に萌出している
と強い炎症を惹起することがある．そのため，歯
内歯は萌出後速やかに陥入口の填塞処置を行った
上で慎重な経過観察が必要である．

〈図 1〉エックス線画像 〈図 2〉縦断 nCT画像
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未萌出の下顎第一大臼歯歯冠にエックス線透過像を認めた 1例
A case of radiolucent lesions in intracoronal dentin of unerupted mandibular right

first permanent molar

○加川千鶴世 1），岡　琢弓 2），君　雅水 3），中川雄介 1），島村和宏 1）

Chiduyo Kagawa1）, Takumi Oka2）, Masami Kimi3）, Yuusuke Nakagawa 1）, Kazuhiro Shimamura1）

（1）奥羽大・歯・小児歯，2）親と子のデンタルクリニック（座間市），
3）きみ歯科・口腔外科クリニック（会津若松市））

1）Ohu Univ. Div. Pediatric Dent., 2）Oyatoko no Dental Clinic, 3）Kimi Dental and Oral Clinic

【目的】
　未萌出歯に限局するエックス線透過像がみられ
るのは極めて稀であり近年では pre-eruptive in-

tracoronal resorption（以下 PEIR）とも呼ばれ
る．
　病因も含めて不明な点が多く，臨床においては
患歯の透過像の範囲および萌出後の露髄の有無な
ど個々の症例には個人差が見られる．今回はパノ
ラマエックス線画像において，下顎右側第一大臼
歯遠心部にエックス線透過像が見られた症例を経
験したので報告する．
【症例】
初診時年齢：2歳 7か月，女児．
主訴：上顎前歯部の打撲．
家族歴：特記事項なし．
既往歴：1歳時に突発性発疹，1歳 6か月時に手
足口病．
【経過】
　2歳 7か月から 4歳 11か月まで体動拒否が激
しく，パノラマエックス線画像撮影ができなかっ
たため外傷歯のみ口内法エックス線撮影を行っ
た．
　4歳 11か月時：パノラマエックス線撮影を行
い骨縁下の下顎右側第一大臼歯の近遠心中央から
遠心部にかけてエナメル質と象牙質の一部に円形
の透過像が認められた．対合歯と比較して歯髄腔
の大きさに著名な変化は見られなかった．
　5歳 4か月時：歯冠の透過像に変化は見られな
かった．歯髄腔は遠心部の髄角付近に修復象牙質
と思われる不透過像の形成が見られた．また，歯
根形成が進んでいた．
　7歳 6か月時：遠心部の歯冠が萌出．歯冠中央
から遠心部にかけて楕円形の透過像が見られる．
遠心部の髄角部に修復象牙質が形成され冠部歯髄
腔の狭窄が見られた．萌出後のエナメル質には肉
眼で判断できる欠損や小窩裂溝の黒変は見られず

咬合面からの齲蝕罹患を防ぐため予防填塞を行っ
た．歯冠部は一部ピンク色を呈しており，エナメ
ル質直下には欠損が生じていると推測された．

【考察およびまとめ】
　未萌出の永久歯，特に第一大臼歯の歯冠部に
エックス線透過像が見られる症例は PEIRと呼ば
れ，原因は石灰化後に局所的な形成不全部より結
合組織が入り込んだ結果，吸収が生じた可能性が
示唆されている．本症例も歯冠が完成した年齢で
すでにエックス線透過像が見られたため原因はエ
ナメル質の欠損部から結合組織が侵入し象牙質の
吸収が見られたと考えられ．しかし，萌出後の患
歯には肉眼で確認できる欠損は見当たらずエナメ
ル質で覆われていた．修復象牙質の形成も見られ
たため，歯冠完成後に石灰化および象牙質の添加
が生じた可能性が示唆された，また，患歯は現
在，咬合位には達しておらず，冠部歯髄の狭窄も
みられたため，今後，経過観察を行いながら咬合
面に達する頃に再度精査の上，歯冠破折防止のた
めの修復を検討する．
【文献】
久保田文江ほか：エックス線検査で未萌出小臼歯
歯冠部象牙質に透過像を認めた 3例，小児歯誌，
56：450-459，2018．

〈図 1〉4歳 11か月時のパノラマエックス線画像
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後継永久歯歯胚の早期形成を伴う乳犬歯早期脱落の 1例
A case of premature loss of the deciduous canine with early maturation 

of the permanent successor germ

○伊賀上洋輔，金森　大，荻原　孝，星野倫範
Yosuke Igaue, Dai Kanamori, Takashi Ogihara, Tomonori Hoshino

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

【緒言】
　乳歯列期に起こる乳歯の早期喪失の主な原因
は，全身的要因としては低フォスファターゼ症な
どの全身疾患，局所的要因としては外傷，咬合性
外傷，歯周炎，ブラキシズム，内部吸収等に起因
するものが報告されている．
　今回われわれは，5歳 2か月男児における下顎
左側犬歯歯胚の早期形成を伴う下顎左側乳犬歯早
期脱落症例を経験したので報告する．なお，発表
にあたり書面にて保護者の同意を得ている．
【症例】
患児：初診時年齢 5歳 2か月，男児．
主訴：早くに左下の乳犬歯が抜けた．
現病歴：当科初診の 2か月前に下顎左側乳犬歯が
自然脱落し，近医を受診した．同医院で即時重合
型レジンとワイヤーによる保隙を行っていたが，
保隙装置の脱離を繰り返していたため，当科紹介
となる．
既往歴および家族歴：特記事項なし．
口腔内所見：Hellmanの歯齢ⅡA期．下顎左側乳
犬歯の欠損を認める（図 1）．反対側の下顎右側
乳犬歯およびその他の歯に動揺等の異常所見は認
めない．下顎左側犬歯歯胚相当部歯肉に常粘膜色
で弾性硬の膨隆を認め，発赤や自発痛，接触痛な
どの異常所見は認めない．
画像所見：パノラマエックス線写真において，下
顎左側犬歯は歯根 1/2程度形成しており，右側犬
歯は歯冠 2/3程度形成している．その他永久歯歯
胚の発育段階に左右差は認めない（図 2）．デン
タルエックス線写真において，下顎左側犬歯歯冠
頂部は歯槽骨で被覆されておらず，隣接する乳側
切歯および第一乳臼歯の歯根吸収は認めない（図
3）．
【処置および経過】
　初診時に既に犬歯と思われる歯肉の膨隆を認め

たことと，犬歯歯胚の形成程度，保隙装置が脱離
を繰り返していたことを考慮し，永久歯萌出まで
経過観察することとした．
【考察】
　日本人小児における下顎犬歯の標準萌出時期は
9歳 2か月から 11歳 3か月であり 1），本症例の 5

歳 0か月時点での下顎乳犬歯の脱落はかなり早期
の脱落と考えられる．脱落歯の歯根は完全に吸収
しており，その直下で犬歯は歯根 1/2程度の形成
していたこと，反対側の歯胚やその他の歯胚の発
育段階は暦年齢に即したものであることより，早
期脱落の原因は後継永久歯の局所的な早期形成に
よるものと考えられた．今後，永久歯萌出までの
継続的な管理および萌出後の咬合管理を行う予定
である．
【文献】

 1）日本小児歯科学会ほか：小児歯誌，57：363-
373，2019．
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〈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（左）
〈図 3〉初診時デンタルエックス線写真（右）
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多数の乳歯の歯根吸収不全と永久歯の萌出異常を認めた症例
A case of root resorption failure of deciduous teeth and abnormal eruption of permanent teeth

○伊藤春子 1），出口　崇 1），山崎てるみ 1），三井園子 1），大出リエ子 1），小方清和 2），内川喜盛 1）

Haruko Ito1）, Takashi Deguchi1）, Terumi Yamazaki1）, Sonoko Mitui1）,

Rieko Oode1）, Kiyokazu Ogata2）, Yoshimori Uchikawa1）

（1）日歯大病院・小児歯，2）東京都立小児総合医療センター（府中市））
1）Nippon Dental Univ. Hosp., Dept. Pediatric Dent.

2）Dept. Pediatric Dent., Tokyo Metropolitan Children's Medical Center

【目的】
　一般的に乳歯の晩期残存および永久歯の萌出遅
延は無汗型外胚葉異形成症，鎖骨頭蓋骨異骨症等
に代表される疾患の既往もしくは局所的には埋伏
歯や乳歯の骨性癒着が考えられる．今回演者らは
全身的疾患の既往がなく，局所的に明らかな要因
は認められない 8歳女児において全顎的な乳歯の
歯根吸収不全および永久歯の萌出異常を認めた稀
な症例に遭遇したので報告する．なお本症例の報
告に関して書面にて保護者から同意を得ている．
【患者情報】
患児：初診時年齢 8歳 11か月，女児．
主訴：形成不全，歯肉の腫れ，永久歯の萌出異
常．
現病歴：紹介元で，8歳 9か月時に下顎前歯の萌
出不全にて下顎乳前歯 4本の抜去を行い萌出が認
められた．また以前より残存乳歯すべてに形成不
全を認め，乳臼歯部の歯冠修復，根管治療を行っ
ていたが歯肉の腫脹を繰り返し，永久歯歯胚の位
置異常等も認められたため精査・加療のため本学
小児歯科を紹介され来院した．
既往歴，家族歴：特記事項なし．
現症：1）全身所見：全身状態は良好であり，同
年齢と比較して身体的成長に特記事項はない．
2）顔貌所見：顔貌の正面観は左右対称である．
3）口腔内所見：Hellmanの歯齢はⅢA期．全顎
的に多数の修復物及び形成不全様のエナメル質の
色と歯冠形態の異常および上顎左側第一乳臼歯部
に歯槽膿瘍を認めた．
4）エックス線写真：パノラマエックス線写真
（図 1）より残存乳歯の生理的歯根吸収が認めら
れず，後継永久歯の歯胚の位置異常，萌出方向の
異常を認めた．永久歯歯胚の数に異常は認めな
かった．
【処置および経過】
　初診時の口腔内およびエックス線検査より，乳

歯歯根吸収不全による永久歯の萌出異常と診断
し，全身麻酔下にて残存乳歯の抜去を行い，可撤
保隙義歯を装着し，後継永久歯の萌出を待った．
抜歯 3年後までに下顎犬歯および上下顎臼歯の萌
出は認められた．上顎前歯部では，両側側切歯が
中切歯，犬歯の萌出障害と考え，両側側切歯の抜
去を行った．現在，上顎両側中切歯と犬歯の萌出
および全歯の形成不全部位に対して経過観察中で
ある．
【考察】
　今回，全身的・局所的要因を認めない全顎的な
乳歯の歯根吸収不全および永久歯の萌出異常を伴
う症例を経験した．同様の歯の交換異常の原因と
してカルシトニン分泌過多の疑いが報告がされて
いる．今回，カルシトニンや副甲状腺ホルモンの
測定は行っていないが，血液生化学検査において
異常所見は認めなかった．本症例のように明らか
な要因を認めず歯根吸収不全および萌出異常を認
めた症例はきわめて稀と考えられた．本症例では
残存乳歯の適切な時期の抜去により後継永久歯の
萌出が認められた．このことから，多数の乳歯の
歯根吸収不全と永久歯の萌出異常を認める症例に
おいて適切な時期の乳歯抜去の必要性が示唆され
た．
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高分子ナノキャリアによる齲蝕原性複合バイオフィルムへのマルチターゲット療法
Multi-targeting nanotherapeutic approaches for cariogenic cross-kingdom biofilm

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

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

【目的】
　Candida albicansを保有する患児では，早期
小児齲蝕（Early Childhood Caries：ECC）の罹
患率が有意に高い（オッズ比 5＜）1）．一方，
Streptococccus mutans–C. albicans 複合バイオ
フィルム（BF）モデルでは，単一培養時と比較
して齲蝕病原性が顕著に増加する 2）．したがって，
ECCへの取り組みには複合微生物系の視点が必
須となる．
　植物精油のファルネソール（Far）は C. albi-

cans菌糸の抑制と S. mutansへの抗菌活性を有
するが，Farの疎水性が障害となり BFには無力
である．そこで我々は，両親媒性高分子ナノキャ
リア（NPC）に Farを封入・送達し，真菌と細菌
へのマルチターゲット療法を複合 BFモデルで検
証した．
【材料および方法】

1．Far封入高分子ナノキャリア（NPC＋Far）
　超音波処理にて，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を封入した．
2．複合 BFにおける薬効の評価
　ヒトエナメル質歯片（4×4×2 mm）を 1％ス
クロース含有混合培養液（S. mutans UA159株：
2×106 CFU/ml，C. albicans SC5314 株：2×104 

CFU/ml）へ垂直に浸漬，NPC＋Farによる抗菌
処理を一日 2回実施し，67時間培養した．BFの
抑制効果を，生菌数，乾燥重量，酸産生 /耐酸性
能，共焦点顕微鏡（CLSM）画像，エナメル質脱
灰度から評価した．
【結果】
　NPC＋Far処理群では生菌数が共に 1/100へ減
少，乾燥重量は検出限界を下回り，酸産生 /耐酸
性能は消失した．さらに BF構造が損なわれ，
BF直下のエナメル質脱灰度は有意な低値を示し
た．一方，NPCまたは Far単独では，PBSと同
様に抗 BF効果を認めなかった．CLSMとエナメ
ル質画像，脱灰度をそれぞれ図 1，表 1に示す．

【考察】
　複合 BFでは C. albicansの菌糸が骨格となり，
S. mutansと協働してより厚い BFを構築する 2）．
図 1より，NPC＋Farは真菌と細菌の双方に抗
BF効果（C. albicansの菌糸抑制，S. mutansの
生育抑制）を発揮することが示唆された．その結
果，BF/エナメル質接触面上の酸局在を妨げ，歯
質の脱灰を抑制したと考えられる（表 1）．以上
より，NPC＋Farは齲蝕原性複合 BFのマルチ
ターゲット療法に有効と思われる．今後は ECC

臨床分離株モデルでの評価を予定している．
【文献】

 1）Xiao J et al.：Caries Res, 52：102-112，2018.

 2）Kim HE et al.：Front Cell Infect Microbiol, 

10：623980, 2021.

【倫理委員会承認番号】EC20-28号

〈図 1〉CLSMと BF直下のエナメル質画像

〈表 1〉エナメル質の脱灰度
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亜鉛の細胞膜輸送に関連する ABCトランスポーターの機能解析
Functional analysis of ABC transporter related to zinc cell membrane transport

○後藤花奈，仲野道代
Kana Goto, Michiyo Matsumoto-Nakano

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

【目的】
　齲蝕原生細菌 Streptococcus mutansは，環境
に応じてさまざまなタンパクを菌体表層に発現さ
せることにより，あらゆる環境に対応し生育し続
け，バイオフィルムを形成し続けることが可能で
ある．これらのタンパクの 1つに ABCトランス
ポーターがあり，生育に必要なアミノ酸やイオン
の取り込みに関与している．これまでに S. mu-

tansでは，アンモニアやグルタミンなどの膜輸
送に関連する ABCトランスポーターが報告され
ている．亜鉛は生物の必須微量元素であり，さま
ざまなタンパク質の立体構造の安定化や酵素補因
子としての機能することが知られている．本研究
では，S. mutansの亜鉛の輸送に関与すると推測
される ABCトランスポーターをコードする
SMU_1519および SMU_1521の機能解析を行っ
たので報告する．
【対象と方法】

1．欠失変異株の作製：S. mutans UA159株の
データベースから，亜鉛の輸送に関連すると推定
される ABCトランスポーターをコードする
SMU_1519および SMU_1521を抽出した．それ
ぞれの遺伝子の上流および下流領域，スペクチノ
マイシンまたはカナマイシン耐性カセット断片を
PCRにて増幅した．オーバーラップ PCRで 3つ
の DNA断片を連結させ，精製した．PCR産物を
MT8148株に形質転換することにより SMU _1519

欠失変異株（Δ1519株）および SMU_1521欠失
変異株（Δ1521株）を作製し，実験に供試した．
2．遺伝子発現量の解析
　MT8148株に硫酸亜鉛七水和物を添加または非
添加し，対数増殖期まで培養した後，全 RNA抽
出を行った．DNase 処理後，cDNA合成を行い，
SMU_1519および SMU_1521特異的プライマー
を用いて，各遺伝子の発現を Real-time RT-PCR 

法を用いて確認した．
3．硫酸亜鉛七水和物存在下における細胞生存率

　MT8148株，Δ1519株およびΔ1521株を 37℃
で 18時間培養後，遠心分離を行い菌体を回収し
た．0～ 250 nMの硫酸亜鉛七水和物を添加した
1％スクロース含有化学合成培地で菌体を懸濁し，
吸光度 600 nmが 0.02となるよう調整した．次い
で，25％ヒト唾液でコーティングしたチャンバー
スライドに調整した菌液を分注し，嫌気条件下で
18時間，37℃で培養した．Hank平衡塩類溶液
（HBSS）で洗浄を行った後，LIVE/DEADⓇ Bac 

LightTM Bacterial Viability Kitを使用して，生細胞
を SYTO9Ⓡ細胞を Propidium iodideで染色し，
遮光で 15分静置した．HBSSで洗浄を行い，4％
グルタルアルデヒドで固定した後，蛍光顕微鏡で
観察し，Image JⓇにて生存率を解析した．
【結果】
　硫酸亜鉛七水和物を添加した場合では，
SMU_1519および SMU_1521の遺伝子発現量は
有意に上昇した．また，硫酸亜鉛七水和物存在下
における細胞生存率は，MT8148株は硫酸亜鉛七
水和物の濃度に関わらず一定であったものの，Δ
1519株およびΔ1521株の細胞生存率は，硫酸亜
鉛七水和物の濃度依存的に低下した．
【考察】
　以上の結果より，SMU_1519および SMU_1521

がコードする ABC膜輸送体は，亜鉛の細胞膜輸
送に関連する遺伝子であることが示された．ま
た，硫酸亜鉛七水和物の濃度依存的にΔ1519株
およびΔ1521株の生存率が低下したことから，
SMU_1519および SMU_1521は亜鉛の排出に関
与することが示唆された．今後は，バイオフィル
ム形成における SMU_1519および SMU_1521の
役割について詳細なメカニズムを検討する予定で
ある．
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Streptococcus mutansコラーゲン結合タンパク Cnmの病原性に関する検討
Analysis of Streptococcus mutans pathogenic factor collagen-binding protein Cnm

○松岡大貴 1），仲　周平 1），後藤花奈 1），野村良太 2），仲野和彦 2），仲野道代 1）

Daiki Matsuoka1）, Shuhei Naka1）, Kana Goto1）, Ryouta Nomura2）,

Kazuhiko Nakano2）, Michiyo Matsumoto-Nakano1）

（1）岡大・医歯薬・小児歯，2）阪大・院・小児歯）
1）Dept. Pediatric Dent., Okayama Univ. Grad. Sch. Med. Dent. Pharm.,

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

【目的】
　齲蝕の主要な病原細菌として知られている
Streptococus mutansは，その病原性に関連する
数種類の表層タンパクが明らかにされている．そ
のひとつであるコラーゲン結合タンパク（Colla-

gen-binding protein：Cnm）は S. mutansの菌体
表層に存在する分子量 120 kDaのタンパクであ
り，コラーゲンに強固に付着し，IgA腎症や感染
性心内膜炎等，様々な全身疾患に関与しているこ
とが報告されているが，その詳細なメカニズムに
ついては明らかにされていない．本研究では，
IgA腎症患者口腔サンプルより分離した Cnm陽
性 S. mutans株を用いて，Cnmの病原性に関し
て分子生物学的に検討を行った．
【対象と方法】

1．欠失変異株の作製：IgA腎症患者の唾液から
分離した Cnm陽性 SN74株の Cnmをコードする
遺伝子の中央部にエリスロマイシン耐性カセット
を挿入し，cnm欠失変異株（SN74CND）を作製
した．
2．相補株の作製：SN74株の染色体 DNAを鋳型
として PCR法により cnmを増幅し，この PCR

産物をシャトルベクターである pDL278にライ
ゲーションすることで，cnmを持つプラスミド
（pDL278-cnm） を 作 製 し た．pDL278-cnm と

SN74CND 株で組み換えを行い，cnm 相補株
（SN74CNDcomp）を作製した．

3．コラーゲン結合能：96穴マイクロテストプ
レートの各ウェルにⅠ型コラーゲンを固定後，供
試菌を添加し培養した．コラーゲンに付着した菌
体をクリスタルバイオレットで染色後，プレート
リーダーにて波長 595 nmで測定した．
4．菌体表層の観察：培養した供試菌液を生理食
塩水にて調製し，固定後，走査型電子顕微鏡
（SEM）にて観察した．

5．バイオフィルム構造：ヨウ化ヘキシジウムに
より蛍光染色した供試菌を，0.25％スクロース含
有化学合成培地で調製後，チャンバースライドプ
レートに播種し培養後，形成されたバイオフィル
ムを共焦点走査型レーザー顕微鏡により観察し
た．
【結果】

1．SN74CND 株 で は cnm の 発 現 が 消 失 し，
SN74CNDcomp株では回復していることを RT-
PCR法にて確認した．同様に SN74CNDcomp株
では，SN74CND株で消失していたコラーゲン結
合能の回復が確認された．
2．菌体表層を SEMにて観察すると，SN74CND

株は表面が滑らかな構造であるのに対して，
SN74CNDcomp株の表層には SN74株と類似した
凹凸構造が確認された．
3．SN74CNDcomp株のバイオフィルムの構造は
SN74CND株と比較すると密で均一な構造であ
り，SN74株と類似した構造となっていた．
【考察】
　本研究の結果から，Cnmが菌体の表層構造の
変化だけでなく，バイオフィルムの構造にも影響
を及ぼしていることが明らかとなり，これは，生
体内に侵入した菌が病原性を発揮するうえで重要
な因子となりうる可能性が示唆された．今後は，
本研究で得られた，親株，cnm欠失変異株およ
び cnm相補株についてさらに分子生物学的に比
較検討を行うことで，Cnmの機能について明ら
かにしたいと考えている．
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サイクロデキストランのバイオフィルム破壊作用の検討
Disruptive effects of cycloisomaltooligosaccharide on biofilm

○浅海春華，仲野道代
Haruka Asaumi, Michiyo Matsumoto-Nakano

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

【目的】
　Streptococcus mutansは，グラム陽性通性嫌
気性細菌であり，ヒト口腔内に存在する齲蝕の原
因菌であり，その表層には，グルコシルトランス
フェラーゼ（Glucosyltransferase；GTF），高分
子タンパク抗原 c，グルカン結合タンパクなどの
病原性に関与するタンパクが多数存在する．これ
らのタンパクが機能することにより，強固なバイ
オフィルムが形成され，齲蝕が発症する．齲蝕の
予防法の一つとして，代用糖の利用が挙げられ，
その一つである環状イソマルトオリゴ糖であるサ
イクロデキストラン（Cycloisomaltooligosaccha-

ride；CI）は，7～ 12個のグルコースが a-1,6結
合で環状に連結した構造を示す．これまでの研究
において，CIは主として GTFの活性を阻害する
ことにより，齲蝕の発生を抑制することが明らか
となっている．本研究では，すでに形成されたバ
イオフィルムに対する CIの影響を，バイオフィ
ルムの形成量とバイオフィルムの構造を観察し，
検討したのでこれを報告する．
【対象と方法】

1．供試菌
　日本人小児由来の S. mutans MT8148株（血清
型 c）を実験に用いた．
2．バイオフィルム形成能
　供試菌を 1％スクロース含有化学合成培地に播
種し，細胞培養用マルチタイタープレートにて
37℃で 48時間培養した．形成されたバイオフィ
ルムに CIを最終濃度が 0～ 10％となるように段
階希釈し添加した後，3時間，6時間，12時間反
応させた．底面に付着した菌体をクリスタルバイ
オレット溶液にて染色し，波長 570 nmにおける
吸光度を測定した．
3．バイオフィルム構造の観察
　ヘキシジウムイオダイドを用いて染色した供試
菌を，1％スクロース含有化学合成培地に懸濁し
た後，波長 600 nmが 0.1になるように菌液を調

整した．その菌液を 25％ヒト唾液タンパクでコー
ティングしたチャンパースライドに分注し，嫌気
下で 37℃ 24時間培養した．CIを最終濃度が 0～
10％となるように段階希釈し添加し，3時間反応
させた後，共焦点走査型レーザー顕微鏡にて観察
し，さらに ImageJⓇを用いて密度を算定した．
【結果】
　バイオフィルムの形成量は CIを添加しない場
合と比較して濃度依存的に減少しており，CIを 1

％添加した場合では 3時間後は約 40％，6時間後
は約 30％，12時間後は約 40％のバイオフィルム
形成量の減少が認められた．また CIを 3時間反
応させた場合のバイオフィルムの構造は，厚みが
減少しており，密度は疎であった．さらに CIを
添加しない場合と 10％添加した場合とを比較し
て，厚みは約 50％減少しており，密度は約 55％
低下していた．
【考察】
　以上の結果より CIには，形成されたバイオ
フィルムの結合を脆弱化し，形成されたバイオ
フィルムを剝離する効果が認められた．CIは歯
面のバイオフィルム形成量を減少させ，その構造
を変化させるだけでなく，バイオフィルムを破壊
することにより，齲蝕の発生を抑制する効果があ
ることが示唆された．
【会員外共同研究者】
山本美桜（日新製糖株式会社）
日野志朗（日新製糖株式会社）
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非アルコール性脂肪肝炎患者口腔内の
Streptococcus mutansのタンパク発現動態の解析

Analysis of protein expression by Streptococcus mutans in non-alcoholic 

steatohepatitis patients

○田畑佳子，仲　周平，仲野道代
Keiko Tabata, Shuhei Naka, Michiyo Matsumoto-Nakano

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

【目的】
　非アルコール性脂肪性肝疾患（Non-alcoholic 

fatty liver disease；NAFLD）は，予後が良好な非
アルコール性脂肪肝（Non-alcoholic fatty liver；
NAFL）と進行することがある非アルコール性脂
肪 肝 炎（Non-alcoholic steatohepatitis；NASH）
からなり，これまでに齲蝕原性細菌 Streptococ-

cus mutansのうち菌体表層にコラーゲン結合タ
ンパク（Cnm）および高分子タンパク抗原（PA）
を保有する株が，NAFLから NASHへの増悪化に
関与している可能性を報告してきた．本研究で
は，NAFLD患者から分離した S. mutansを用い
て，これら 2つのタンパクの発現動態を分子生物
学的に解析することにより，NASHへの増悪化に
どのように関連しているかを検討したので報告す
る .

【対象と方法】
1．対象：市立奈良病院で NAFLDと診断され肝
生 検 を 行 っ た 40 名 の 患 者（NASH：20 名，
NAFL：20名）を対象とした．なお本研究は，同
病院倫理委員会（番号 32）および岡山大学病院
倫理委員会（研 1707-021）の承諾を得た後，同
意の得られた対象から唾液を採取し研究に用い
た．
2．NAFLD患者唾液中の S. mutansの分離と同
定：唾液サンプルを Bacitracin含有 Mitis-Sali-

varius寒天培地に播種し，分離したコロニーを
Brain Heart Infusion（BHI）液体培地にて 37℃で
18時間培養後，遠心分離して回収し，細菌 DNA

を抽出した．その後，S. mutansの特異的プライ
マーを用いた polymerase chain reaction（PCR）
法により菌を同定した．S. mutansと同定された
菌の Cnmの発現を Cnmをコードする遺伝子
cnmに特異的なプライマーを用いた PCR法に
よって確認し，PAの発現の有無をWestern blot-

ting法にて調べた．
3．cnmおよび pacの発現量：各供試菌を BHI液
体培地にて吸光度 550 nmで対数増殖期後期まで
培養後，通法を用いて全 RNAを回収し，逆転写
により cDNAを合成した．作製した cDNAを鋳
型として各供試菌の cnmおよび PAをコードす
る遺伝子 pacの発現量を Real-time Reverse tran-

scription-PCR（RT-PCR）法により調べた .

【結果】
　NASHおよび NAFL患者における S. mutans

の検出率はそれぞれ 90.0％と 80.0％で有意差は認
められなかった．一方，Cnmおよび PAを保有
する Cnm＋ /PA＋S. mutansの割合は，NASH患
者において有意に高い値を示した（27.3％ vs．
10.7％，P＜0.05）．また，NASH患者から分離さ
れた Cnm＋ /PA＋S. mutansの cnmの発現量は，
NAFL患者のものと比較して有意な差は認められ
なかった．しかしながら，Cnm＋ /PA＋S. mutans

の pacの発現量は，NAFL患者と比較して有意に
高い値を示した（1.72 vs. 0.93，P＜0.05）．
【考察】
　本研究の結果から，NASH患者から高頻度に検
出された Cnm＋ /PA＋S. mutansは，pacの発現
量が多いことが明らかとなった．これらの菌株
が，S. mutansが引き起こす NASHの増悪化に関
与している可能性が示唆された．今後は，これま
で確立したマウスモデルを用いて，病理組織学的
な観点から，これらの菌株の NASH発症への関
与を検討していきたいと考えている .

【会員外共同研究者】
殿村修一（市立奈良病院神経内科）
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Porphyromonas gingivalisの Mfa1線毛の遺伝子型と抗原性との関連
Relationship between genotype and antigenicity of Mfa1 fimbriae in Porphyromonas gingivalis

○古橋実結菜 1），榮　宏太朗 2），名和弘幸 1），長谷川義明 2）

Miyuna Furuhashi1）, Kotaro Sakae2）, Hiroyuki Nawa1）, Yoshiaki Hasegawa2）

（1）愛院大・歯・小児歯，2）愛院大・歯・微生物）
1）Aichi Gakuin Univ. Dept. Pediatric Dent., 2）Aichi Gakuin Univ. Dept. Microbiology

【目的】
　Porphyromonas gingivalis（P.gingivalis）は，
最有力な慢性歯周炎の関連菌とされており，本菌
は，歯周疾患に罹患していない小児の口腔からも
検出されたことが報告されている．そのため，P. 

gingivalisの定着を小児期から防ぐことが重要で
あると考えられる．P.gingivalisは菌体表面に定
着因子として 2種類の線毛（FimAおよび Mfa1

線毛）を持つ．近年われわれは Mfa1線毛がmfa

遺伝子クラスターから発現する Mfa1，Mfa2，
Mfa3，Mfa4，および Mfa5の 5つのタンパク質よ
り構成されること 1），主要成分である Mfa1には
mfa170A，mfa170B，および mfa153の 3つの遺伝
子型が存在することを明らかにした 2）．しかし，
これらのmfa1遺伝子型と抗原性や病原性との関
連は分かっていない．そこで本研究では，異なる
遺伝子型を保有する P. gingivalis株における
Mfa1タンパク質発現を解析し，さらに Mfa1線
毛に対する抗原性の違いを比較することを目的と
した．
【対象と方法】
　mfa170A，mfa170B，及び mfa153型の線毛を保
有する P. gingivalis JI-1 株（ATCC 33277 株の
fimA欠損株），1439株，および Ando株を使用し
た．それぞれの菌体より全菌体抽出液を調製し，
さらにイオン交換カラムにて Mfa1線毛を精製し
た．精製した各線毛の構造を透過型電子顕微鏡に
て確認した．全菌体抽出液および精製線毛を
SDS-PAGEにて展開後，CBB染色を行い主要タ
ンパク質のバンドパターンを比較した．ウサギに
Mfa1線毛を感作することにより抗 Mfa170B抗血
清を得た．全菌体抽出液および Mfa1線毛を
SDS-PAGEにより展開後，抗Mfa170A，抗 Mfa170B，
および抗 Mfa153抗血清によるウェスタンブロッ
トを行った．
　本研究は愛知学院大学組換え DNA実験安全委
員会の承認を得て行なった．（承認番号：21-8）

【結果】
　全菌体抽出液の SDS-PAGEの結果，JI-1株，
1439株，および Ando株において Mfa1タンパク
質バンドが検出された．各株より線毛を精製し，
電子顕微鏡解析を行った結果，およそ 100 nmの
繊維として観察された．精製線毛の SDS-PAGE

像 で は，JI-1 株，1439 株，Ando 株 に お い て
Mfa1，Mfa3，Mfa4及び Mfa5タンパク質が検出
された．ウェスタンブロットにおいては，抗
Mfa170A抗血清を用いた場合，Mfa170Aタンパク質
が特異的に検出された．同様に，抗 Mfa170B抗血
清を用いた場合は Mfa170B タンパク質が，抗
Mfa153抗血清を用いた場合は Mfa153タンパク質
が特異的に検出された．各抗血清間には交差反応
はほとんど認めなかった．
【考察】
　mfa170A，mfa170B，および mfa153遺伝子型の
Mfa1線毛は，その構造および組成において違い
が認められないものの，抗原性が明確に異なるこ
とが考えられた．
【結論】
　mfa1遺伝子型間では抗原性が異なり，その抗
原性の違いが本菌に対する免疫反応性に影響して
いる可能性が示唆された．
【文献】

 1）Hasegawa Y, Iijima Y, Persson K, Nagano K, 

Yoshida Y, Lamont RJ, Kikuchi T, Mitani A, 

Yoshimura F：Role of Mfa5 in Expression of 

Mfa1 Fimbriae in Porphyromonas gingivalis, 

J Dent Res, 95 （11）：1291-1297, 2016.

 2）Sakae K, Nagano K, Furuhashi M, Hasegawa 

Y：Diversity analysis of genes encoding Mfa1 

fimbrial components in Porphyromonas gingi-

valis strains, PLoS one, 26；16（7）, 2021. 
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フェイスボウを用いた上顎大臼歯の遠心移動のコントロール
―有限要素法による検討―

Control of distal movement of maxillary first molar with facebow ―Finite element method―

○吉田拓真 1），横井由紀子 1, 2），河村　純 3），岡藤範正 1）

Takuma Yoshida1）, Yukiko Yokoi1, 2）, Jun Kawamura3）, Norimasa Okafuji1）

（1）松歯大・大学院，2）松歯大・理工学，3）河村歯科（岐阜市））
1）Matsumoto Dental Univ. Graduate School of Oral Medicine, 2）Matsumoto Dental Univ. Department of Dental 

Materials, 3）Kawamura Dental Office

【目的】
　上下の大臼歯間の関係を改善するためには，大
臼歯の遠心移動が有効である．その代表的な方法
として，ヘッドギアとフェイスボウが用いられ
る．
　ヘッドギアから加えられる力は，フェイスボウ
を介して大臼歯に伝達され，それによって大臼歯
が移動する．その移動状態は，力の作用方向と大
臼歯の抵抗中心の相対位置によって決まる．
　本研究では，有限要素法を用いて，大臼歯の移
動をシミュレーションし，その結果に基づいて，
フェイスボウによって移動をコントロールする方
法について検討した．
【方法】
　上顎第一大臼歯にフェイスボウを装着した有限
要素法モデルを作成した．

　大臼歯の有限要素法モデルは，歯科実習用模型
の CT画像に基づいて作成された．歯と歯槽骨は
剛体とした．歯根膜（厚さ：0.2 mm）は，非線
形弾性体とした．フェイスボウの有限要素法モデ
ルは，市販のフェイスボウを参照して作成した．
その材質は，ステンレス鋼であり，ビーム要素で
分割された．歯科矯正における歯の移動では，歯
槽骨の添加と吸収によって歯槽窩が移動する．こ
の過程を有限要素法によってシミュレーションし
た．はじめに，アウターボウの遠心端に力を加え
た．次に，そのときの歯の初期動揺を計算した．
最後に，初期動揺と同じ大きさ同じ方向に歯槽窩
を移動させた．この計算を繰返して，歯の移動を
シミュレーションした． 

【結果および考察】
　上顎第一大臼歯の抵抗中心の位置は，根の分岐
部の少し上であった．この近遠心位置は，今回の
フェイスボウの遠心端すなわち負荷点とほぼ一致
した．抵抗中心に水平方向の力を加えても，フェ
イスボウが弾性変形して，負荷位置が下にずれ
る．そのため，大臼歯が遠心傾斜した．抵抗中心
より少し上に水平方向の力を加えると，フェイス
ボウが弾性変形して，力が抵抗中心を通る．その
ため，大臼歯が歯体移動した．
　以上のように，大臼歯の移動状態をコントロー
ルするためには，フェイスボウの弾性変形によ
る，負荷位置の変化に注意する必要があった．
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サイトケラチンの網羅的解析による
新たな歯原性上皮細胞マーカーの同定とその機能解析

Identification of novel dental epithelial cell marker genes by comprehensive analysis of cytokeratin

○稲田幸織 1），千葉雄太 1），韓　旭 1），佐藤　浩 1），岡　桜恵 1），福本　敏 1, 2）

Saori Inada1）, Yuta Chiba1）, Xu Han1）, Hiroshi Sato1）, Sae Oka1）, Satoshi Fukumoto1, 2）

（1）九大・院・小児歯，2）東北大・院・小児歯）
1）Kyushu Univ. Sect. Pediatric Dent., 2）Tohoku Univ. Div. Pediatric Dent.

【目的】
　エナメル質形成は，エナメル芽細胞の前駆細胞
である内エナメル上皮細胞をはじめ，中間層細
胞，星状網細胞，外エナメル上皮細胞といった多
種多様な歯原性上皮細胞の協調により行われる．
これら細胞の機能異常は，さまざまなエナメル質
形成不全の病態を生じる．これまで，エナメル芽
細胞特異的に発現する遺伝子の同定と機能解析が
行われてきたが，中間層などの他の歯原性上皮細
胞に関する報告は少なく，その細胞機能も不明な
点が多い．サイトケラチンファミリーは，全身の
さまざまな上皮細胞の種類によってその発現分子
が異なり，細胞の特徴を決定する分子として重要
である．しかしながら歯原性上皮細胞において
は，細胞種における詳細なサイトケラチンの発現
分布は明らかとなっていない．そこで，本研究で
は歯の発生におけるサイトケラチンの網羅的発現
解析を行い，歯原性上皮細胞の新規マーカー遺伝
子の探索を行った．
【対象と方法】
　歯原性上皮細胞の網羅的遺伝子発現解析のた
め，生後 1日齢マウス臼歯を用いてシングルセル
RNAシークエンス（scRNA-seq）を行った 1）．
細胞種類毎の発現遺伝子を抽出し，歯胚に発現す
るサイトケラチンのスクリーニングを行った．次
に，生後 1日齢切歯歯胚および臼歯歯胚のパラ
フィン切片を作成し，蛍光免疫染色にて候補遺伝
子の局在を検討した．また，発生過程のマウス臼
歯から mRNAを抽出し，qRT-PCRにて候補遺伝
子の発現解析を行った．加えて，サイトケラチン
に関連する歯科疾患を疾患データベース OMIM

にて検索した．
【結果】
　scRNA-seqでは，歯原性上皮細胞の集団は，
エナメル芽細胞系列，中間層・星状網細胞，外エ
ナメル上皮細胞に分類された．このデータ上でサ
イトケラチンファミリーの発現量を検討したとこ
ろ，サイトケラチン（Krt）5，Krt14，Krt17が歯

原性上皮細胞に高発現であり，特に Krt17は中間
層・星状網細胞に発現することが示された（上
図）．そこで，Krt17の歯胚組織内での発現パター
ンを明らかにするために蛍光免疫染色を行った結
果，Krt17が中間層および星状網に局在すること
が明らかとなった（下図）．次に，サイトケラチ
ンの歯の発生過程における発現量の変化を qRT-
PCRにて検討したところ，多くの分子は歯胚の
成熟期に高発現であったのに対し，Krt17は形態
形成期から分泌期に高発現であり，他のサイトケ
ラチンとは異なる発現パターンを示した．さら
に，遺伝性疾患のデータベースである OMIMに
てサイトケラチンに関わる歯科疾患の検索を行っ
た結果，Krt17の遺伝子変異に起因する症候群で
ある先天性爪甲厚硬症および多発性脂腺嚢腫にお
いて，両疾患ともに先天歯を併発することが明ら
かとなった．

【考察】
　本研究から Krt17は，中間層および星状網細胞
の新規マーカー分子として有用であり，本疾患の
遺伝子異常は先天歯に関連することが示唆され
た．
【文献】

 1）Chiba Y et al.：J Dent Res：2021.

【遺伝子組換え・動物実験番号】
3-62 / A30-100-0

〈図〉 歯原性上皮細胞種毎のサイトケラチン発現
解析
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再生歯髄象牙質複合体におけるWntシグナルの遺伝子解析
Genetic analysis of Wnt signaling in regenerated dental pulp dentin complex

○酒德晋太郎，林　勇輝，石坂　亮，名和弘幸
Shintaro Sakatoku, Yuki Hayashi, Ryo Ishizaka, Hiroyuki Nawa

（愛院大・歯・小児歯）
Aichi Gakuin Univ. Dept. Pediatric Dent.

【目的】
　生体組織の再生には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
は発生を模倣することにより進んでいる．歯の外
傷による傷害は広範囲に及ぶため，生体内相互作
用の再現による再生歯科治療が求められる．
　Wnt10aは形態形成過程で細胞分化の調節因子
であり，Wntのシグナルが bカテニンを介して
標的遺伝子の転写を活性化させる．このWnt10a

は歯髄にて象牙質発生への関与が報告されてい
る．また，Periostinは胎児期で多くの組織内発
現と細胞の遊走や生存維持への関与が報告され，
発生段階への寄与が示唆されている．歯の発生に
おいても，歯髄内での石灰化の調整因子であるこ
とが報告されている．つまり両者ともに歯髄発生
における象牙質分化への関与が示唆されている．
我々はこれまでに，Wnt10aは再生歯髄において
時空間的特異性があることを示唆してきたが，遺
伝子学的動態は未だ明らかにしていない．
　本実験では再生歯髄内の Wnt10a，DSPPの遺
伝子発現解析を行った．Periostinも同様に再生
歯髄内で時空間的特異性を有するか分子生物学
的，組織学的解析を行った．
【対象と方法】
　6 mm幅にカットしたヒトの歯根の歯髄腔を直
径 2 mmまで拡大し，コラーゲンと混合した終濃
度（10 ng/ml）のヒト歯髄幹細胞培養上清を充填
し，各 4匹の 5週齢 SCIDマウスに対し，異所性
歯根移植を行った．移植後 7，14，21日目にて移
植片の回収を行った．回収した歯根内部の組織を
回収し，直ちに RNAを分離した．
　その後 in vivoにおける再生歯髄象牙質複合体
における Wnt10a，DSPP，Periostinの発現を確
認するために，qPCR解析を行い，結果をΔΔCt

法で比較検討した．また，同様の方法で移植を行
い，回収した移植片をパラフィン切片とした．免
疫染色を行い，再生歯髄の 7，14，21日目におけ

る Periostin発現の経時的な動態を解析した．
　統計解析は一元配置分散分析後，Tukey検定に
て行った．本研究は，AGUD487動物実験実施規
則に基づいて実施した．
【結果】
　再生歯髄内の Wnt10a発現は，14日目にピー
クを迎え，21日目で減少した．DSPP発現は，7

日目と 14日目との間に有意な差は認められな
かったが，21日目に有意に上昇した．Periostin

発現は，14日目に減少し 21日目に上昇した．7

日目と 21日目との間には有意な差は認められな
かった．
　また，再生歯髄において，Periostin陽性率は 7

日目にピークを迎え，14日目，21日目に有意に
減少した．免疫組織染色による組織像では，7日
目に開口部および歯髄中央部，14日目，21日目
の開口部に Periostinの発現を認めた．
【考察】
　再生歯髄の qPCR解析の結果，Wnt10aは 14

日目，DSPPは 21日目に最も高発現した．Peri-

ostinは 14日目に減少し 21日目に増加した．こ
れらのことから，再生歯髄の Wnt10a，DSPP，
Periostinの発現は時間的特異性を有することが
示唆された．また qPCR解析より，再生歯髄にお
ける Periostinは 21日目に最も高発現した．
　再生歯髄の免疫組織染色より Periostin陽性率
は 7日目にピークがあった．加えて 7日目に開口
部と歯髄中央部，14日目，21日目の開口部に発
現を認め，Periostinの発現には分子生物学的，
組織学的な時空間的特異性を有することが示唆さ
れた．
【結論】
　再生歯髄において Wnt10a，DSPP，Periostin

は時空間的特異性を有することが示唆された．
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S100a6がエナメル芽細胞分化に及ぼす影響
Effect of S100a6 on ameloblast differentiation

○大竹慎司 1），千葉雄太 2），吉岡直哉 1），室月　研 1），山田亜矢 1），福本　敏 1, 2），齋藤　幹 1）

Shinji Otake1）, Yuta Chiba2）, Naoya Yoshioka1）, Ken Murotsuki1）, Aya Yamada1）, 

Satoshi Fukumoto1, 2）, Kan Saito1）

（1）東北大・院・小児歯，2）九大・院・小児歯）
1）Tohoku Univ. Div. Pediatric Dent., 2）Kyushu Univ. Sect. Pediatric Dent.

【目的】
　小児歯科臨床において，エナメル質形成不全は
よく遭遇する疾患である．特に近年，非遺伝性の
エナメル質形成不全として Molar Incisor Hy-

pomineralization（MIH），Hypomineralized Sec-

ond Primary Molars（HSPM）などが報告されて
いる．エナメル質形成期の全身的な影響が要因と
推測されているが，その詳細は不明である．その
ため，要因を解明する上でも，エナメル質石灰化
機序の理解は重要である．そこで，本研究ではエ
ナメル芽細胞で発現しているカルシウム結合タン
パクである S100ファミリーに着目し，エナメル
芽細胞への影響を検討した．
【対象と方法】
　本研究は東北大学の倫理委員会の承認を得て行
われた（2020歯組換 -003，2020歯動 -016-03）．
1．S100ファミリーの網羅的発現解析
　生後 1日マウス臼歯および生後 7日マウス切歯
の細胞を用いてシングルセル RNAシークエンス
解析を行った．さらに胎生 11，13，14日マウス
歯胚を用いてマイクロアレイ解析を行った．
2．歯原性上皮における S100a6の発現と機能解
析
　マウス組織に対して，S100a6抗体による免疫
染色を行った．また，ラット歯原性上皮（SF2）
細胞株に対してエナメル芽細胞に分化誘導した高
分化 SF2（dSF2）細胞株，S100a6を siRNAにて
発現抑制した a6-SF2細胞株，さらに a6-SF2を
分化誘導した a6-dSF2細胞株を作製し，qPCRに
て S100a6および，エナメル芽細胞マーカーの発
現を解析した．
【結果】
　シングルセル RNAシークエンスより，S100

ファミリーのうち，サブタイプである S100b，
S100gは歯胚での発現がほとんど認められず，
S100aの一部のみが発現していた．マイクロアレ
イでも同様に，分化と共に mRNAの発現量が増

加したのは S100aサブファミリーだけだった（図
1）．
　S100a8は分化による発現変化の比率が最も大
きかったが，シングルセル RNAシークエンスの
結果ではマウス切歯から検出されなかったことか
ら S100a6に着目し，解析を進めた．まず免疫染
色にて S100a6の発現を確認したところ，エナメ
ル芽細胞で発現が認められた．さらに SF2と
dSF2を qPCRにて比較したところ，エナメル芽
細胞マーカーの発現量だけではなく，S100a6も
dSF2で有意に上昇していた．そこで S100a6の
発現を抑制したところ，エナメル芽細胞マーカー
の発現に変化が見られた．以上のことから，
S100a6が高分化のエナメル芽細胞で発現してお
り，さらにエナメル芽細胞分化を調節している可
能性が示唆された．
【考察】
　S100ファミリーはカルシウム結合ドメインを
有するタンパクで，神経外胚葉由来の多くの細胞
で発現している．機能としてカルシウムの恒常性
を調節しており，細胞増殖や分化，癌転移などに
関与していると言われている．さらに S100a6は
骨芽細胞でも発現しているため，石灰化に関与す
ることが推測される．今回の結果から S100a6が
エナメル芽細胞で発現することから，エナメル質
の石灰化を調節している可能性が考えられる．
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ミリーの発現変化
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NOD2はヒト乳歯歯髄由来線維芽細胞における MMP-3産生を調節する
NOD2 regulates the production of MMP-3 in human deciduous dental pulp fibroblast-like cells

○奥野真江，青木　翔，原田京子，今瀧梨江，西村貴子，阿部洋子，有田憲司
Masae Okuno, Sho Aoki, Kyoko Harada, Rie Imataki, Takako Nishimura, Yoko Abe, Kenji Arita

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

【目的】
　歯髄は，齲蝕関連因子や物理的・化学的刺激に
対して歯を維持するために象牙質への栄養補給や
修復象牙質の形成などを常時行っている．また，
細菌に対する免疫応答や，修復象牙質形成などの
組織修復能を有しているため，歯髄細胞における
炎症の進行過程や発生機序を解明することは，歯
髄を保存し健全な歯を維持するうえで重要であ
る．
　今回，細菌のペプチドグリカン構造の一部であ
る muramyl dipeptide（MDP）に対する自然免疫
レセプター nucleotide-binding oligomerization 

domain（NOD）2に着目し 1），ヒト乳歯歯髄由
来線維芽細胞 human deciduous dental pulp fibro-

blast-like cells（hDDPF）における matrix metal-

loproteinase -3（MMP-3）産生およびそのシグナ
ル伝達経路を検討した．なお，本研究は「医の倫
理委員会」の承認を得て行った（大歯医倫理
111113号）．
【対象と方法】
培養細胞：hDDPFは，歯根が 2/3以上残存して
いる齲蝕のない乳歯から採取し，実験には 3～ 9

継代した細胞を用いた．
細 胞 生 存 能：96well plate に hDDPF を 1×104 

cell/wellで播種，MDP（10 ng/ml）とともに 24

時間培養後，MTS試薬を添加，マルチマイクロ
プレートリーダー M50Sを用いて 490 nmの吸光
度を測定した．また，細胞生存分析は，Flow cy-

tometryでも検討を行った．
MMP-3産生と経路の検討：Western Blotting で
は，12 well plate に hDDPF を 1×105 cells/well

で播種し，MDP（0，5，10，20 ng/ml）を添加し，
24時間培養後，上清を濃縮し，sample bufferを
添加し変性させ，電気泳動後，ゲルをメンブレン
に転写して MMP-3の 1次抗体，2次抗体で処理
した．
　その後，VersaDoc をもちいて，MMP-3の産生

を確認した．また，MDP刺激による MMP-3の
産生に各種阻害剤が及ぼす影響，ERK1/2活性化，
IlBの影響をWestern Blottingにより検討した．
【結果】
細胞生存能：MDP（10 ng/ml）は，hDDPFの細
胞増殖能と細胞生存能に影響をおよぼさないこと
を確認した．
MMP-3産生：MDP（10 ng/ml）刺激時に，MMP-3
産生が最も増加した．
各種阻害剤の影響：MDP（10 ng/ml）刺激により
MMP-3産生が増加した．TAK1阻害剤や各種
MAPキナーゼ（ERK1/2，p38，JNK）阻害剤に
より抑制された．
ERK1/2の活性化：MDP（10 ng/ml）刺激により
ERK1/2は時間依存的にリン酸化され，刺激後 30

分にピークがみられた．
IlBの影響
　IlBは，MDP（10 ng/ml）刺激による影響を受
けなかった．
【考察】
　以上の結果より，hDDPFにおいて MDP刺激
を NOD2で認識し，MAPキナーゼシグナル伝達
経路を介して MMP-3産生を誘導し，それによっ
て周囲のコラーゲン分解や，細胞外マトリックス
を分解させ歯髄炎の発生機序に関与する可能性が
示唆された．
【文献】

 1）Sugawara Y et al.：Toll-like receptors, 

NOD1, and NOD2 in oral epithelial cells, J 

Dent Res, 85：524-529, 2006.
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糖尿病患児由来乳歯歯髄細胞を用いた膵臓特異的幹細胞（T1D-iTSC-P）の樹立
Establishment of “Pancreatic Induced Tissue-Specific Stem Cell （T1D-iTSC-P）”, 

derived from dental pulp cells of a diabetic child

○清川裕貴 1, 2），稲田絵美 3），井葉野夏実 2），安村真一 2），岡野　哲 2），岩瀬陽子 4），早﨑治明 1），齊藤一誠 2）

Yuki Kiyokawa1, 2）, Emi Inada3）, Natsumi Ibano2）, Shinichi Yasumura2）,

Tetsu Okano2）, Yoko Iwase4）, Haruaki Hayasaki1）, Issei Saitoh2）

（1）新潟大・院・小児歯，2）朝日大・院・小児歯，3）鹿大・院・小児歯，4）朝日大・院・障歯）
1）Niigata Univ. Dept. Pediatric Dent., 2）Asahi Univ. Dept. Pediatric Dent., 

3）Kagoshima Univ. Dept. Pediatric Dent., 4）Asahi Univ. Dept. Special Needs Dent.

【目的】
　1型糖尿病（Type 1 diabetes, T1D）は，膵臓の
インスリン産生細胞（b細胞）が自己免疫により
破壊され，インスリンが枯渇することで血糖値調
整が困難となる疾患で，小児慢性特定疾病に指定
される．また糖尿病により，歯周炎の増悪，唾液
分泌量の低下，創傷治癒遅延などを生じるため，
長期の歯科的管理が必要である．T1Dの治療法
は，インスリン注射での対症療法が主であり，抜
本的な治療法はいまだになく，新たな再生療法の
開発が急がれる．近年は iPS細胞を用いた再生研
究が活発だが，効率的な組織誘導法は確立されて
おらず，また腫瘍形成誘発の危険性も問題であ
る．本研究では，糖尿病患児由来乳歯歯髄細胞
（T1D-HDDPC）を用い，b細胞への分化特性を
潜在的に有する Induced Tissue-Specific Stem 
cell（iTSC）1）を人工的に作製し，T1Dの新規再
生治療法を提示する．
【対象と方法】
　① T1D-HDDPCの単離：糖尿病患児の脱落乳
歯から歯髄組織を採取し，collagenase Type 1と
dispaseで酵素処理後，aMEM培地（10％ FBS）
で 5％ CO2，37℃にて培養した．
　② T1D-P-iTSCの樹立： Neon・を用いた電気穿
孔法にて T1D-HDDPCに対し，初期化因子を遺
伝子導入し，T1D-HDDPC-iPSCを作製した．そ
の後，Forslokinなどを含む未分化転換培地で培
養し，未分化状態を進めナイーブ化させた T1D-
HDDPC-NSCを作製した．さらに，in vitroにて
activin Aなどを含む RPMI培地で段階的に分化
誘導し，T1D-iTSC-Pを樹立した．
　③ T1D-iTSC-Pの特性解析：RT-PCRにより，
幹細胞マーカーと膵臓マーカーの発現を確認し
た．
　また免疫染色にてインスリン分泌などを確認し
た．

　④マウス移植実験： Balb/c nudeマウスに対し，
麻酔後に開腹し，実体顕微鏡下にて呼気制御性ガ
ラスピペット法を用いて，T1D-iTSC-Pを膵臓内
に少量移植した．1.5カ月後に，移植部組織を採
取し，免疫染色を行った．
【結果】
　iTSC誘導過程において，iPS細胞からの分化
誘導では集合性のコロニーを認めず，iPS細胞よ
りも未分化状態が優れる NSCからの分化誘導で
は，膵島細胞様コロニーを認めた（図：左，点線
部）．RT-PCR解析にて，T1D-iTSC-Pにおいて，
幹細胞マーカー（OCT3/4，SOX2，NANOG）と
膵臓マーカー（インスリン，PDX1）の遺伝子発
現を認めた．免疫染色では，T1D-iTSC-Pではイ
ンスリン（図：右）と膵臓組織特異的マーカーの
発現を認めた．マウスへの細胞移植では，腫瘍形
成を認めず，膵島様組織の再生を認めた．

【考察】
　T1D-iTSC-Pは幹細胞特性と膵臓特性を併せ持
ち，インスリン分泌可能な未成熟な b細胞様細
胞と考えられる．このことは，T1D患児由来細
胞の自家移植による，抗腫瘍性で安全な b細胞
再生の可能性を示しており，T1Dの根治的療法
および再生医療における活用が大いに期待され
る．
【文献】

 1）Noguchi H, Saitoh I et al.：Cell Death Differ, 
22：145-155, 2015.

〈図〉1型糖尿病乳歯歯髄由来膵幹細胞
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ドーパミン機能に依存した病態と関連した
破骨細胞分化を促進する新たな分子経路の同定

Loss of UCHL1 leads to enhanced murine osteoclast formation 

○千葉満生 1），星川聖良 1），齋藤　幹 2）,山田亜矢 1），福本　敏 1, 3）

Mitsuki Chiba1）, Seira Hoshikawa1）, Kan Saito2）, Aya Yamada1）, Satoshi Fukumoto1, 3）

（1）東北大・院・小児歯，2）東北大病院・小児歯，3）九大・院・小児歯）
1）Tohoku Univ. Div. Pediatric Dent., 2）Tohoku Univ. Dept. Pediatric Dent.,

3）Kyushu Univ. Sect. Pediatric Dent.

【目的】
　歯科において骨リモデリングの理解は歯周組織
再生に関連した重要な研究課題であり，これまで
骨形成不全症等を対象とした再生療法の開発が行
われてきた．ドーパミンは神経伝達物質の一つで
あり，ドーパミンニューロンの機能異常は，小児
期では自閉症などの神経疾患に，高齢者において
はパーキンソン病などの神経筋疾患の発症に関わ
る．近年，骨粗鬆症とパーキンソン病の関連性が
報告されたことから，本研究では，ドーパミン機
能に関連した病態と骨粗鬆症発症率の相関に着目
し，新たな骨リモデリングシステムの解明を目的
とした．
【対象と方法】
　ドーパミン機能異常に関連したパーキンソン病
感受性遺伝子が骨代謝制御に関与する可能性を考
慮し，既知感受性遺伝子群の中から骨組織に発現
が認められるタンパク質である UCHL1に着目し
た．そこで，本分子の機能不全が骨粗鬆症病態の
一因となる破骨細胞形成の促進に関与するか調べ
るため，マウスマクロファージ様細胞株 RAW264

を用いて CRISPR-Cas9による UCHL1ノックア
ウト（UCHL1-KO）細胞の作成を行った．また
RAW264細胞（Control）と樹立した UCHL1-KO

細胞株とを用いて RANKLによる破骨細胞分化誘
導後の細胞に TRAP染色を行った．また，破骨
細胞分化誘導後の細胞から RNAを抽出し，破骨
細胞分化マーカー遺伝子の発現を RT-qPCRによ
り定量した．さらにプロテオーム解析から，
UCHL1が制御する破骨細胞分化誘導シグナルの
同定を行った．
【結果】
　ウェスタンブロット解析により UCHL1の欠失
が認められたことから，CRISPR-Cas9システム
を用いたUCHL1-KO細胞株の樹立が確認できた．
樹立した UCHL1-KO細胞株を用いて，RANKL

による破骨細胞分化誘導を行い，破骨細胞分化
マーカー確認のため TRAP染色を行った．その
結果，Controlおよび UCHL1-KO細胞株共に多
核の破骨細胞形成が観察されたが，UCHL1-KO

細胞株において特に，細胞融合が進んだ多核破骨
細胞が多く認められた（図 1）．また，RT-qPCR

の結果から，Controlおよび UCHL1-KO細胞株
共に RANKL依存的な破骨細胞分化マーカーの上
昇が確認され，UCHL1-KO細胞株においてはよ
り顕著に上昇が認められた．さらに UCHL1は，
破骨細胞の分化シグナルの一つである Akt1の細
胞内安定性を制御し，破骨細胞分化において抑制
的に作用するという新たな分子機序を見い出すこ
とに成功した．

【考察】
　本研究の結果より，UCHL1は破骨細胞分化を
抑制しており，その欠損が破骨細胞形成の促進に
寄与していると考えられた．ドーパミン機能異常
に関連した疾患は，パーキンソン病に限らず，小
児期に認められる自閉症などの神経疾患の発症に
も関与していることから，UCHL1が小児の神経
疾患の発症や骨代謝に関連する可能性も示唆され
た．また UCHL1は脱ユビキチン化酵素であるこ
とから，Akt1の脱ユビキチン化を介した細胞内
安定性の制御が，ドーパミン機能に依存した病態
発症に影響を及ぼす可能性が示された．

〈図 1〉RAW264細胞における破骨細胞分化誘導
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ヒト歯髄由来線維芽細胞への非熱的大気圧プラズマ照射条件について
Non-thermal atmospheric pressure plasma irradiation conditions 

for human dental pulp fibroblast-like cells

○青木　翔，奥野真江，原田京子，今瀧梨江，西村貴子，阿部洋子，有田憲司
Sho Aoki, Masae Okuno, Kyoko Harada, Rie Imataki, Takako Nishimura, Yoko Abe, Kenji Arita

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

【目的】
　近年，非熱的大気圧プラズマ（Non-Thermal 

Atmospheric Pressure Plasma：NTAPP）を医療
へと応用する「プラズマ医療」が盛んに研究され
ており，がん治療，創傷治癒および遺伝子導入等
に有効であると報告されている 1）．歯科領域にお
いてもプラズマ医療の臨床応用が期待されるが，
口腔周囲組織への直接的なプラズマ照射に関する
報告は少なく，歯髄由来細胞が感知できる活性種
の種類やその機構に関しては，いまだ不明な点が
多い．
　本研究では，歯髄に対する低温大気圧プラズマ
の影響について明らかにすることを目的として，
まずはヒト乳歯歯髄由来線維芽細胞（human de-

ciduous dental pulp fibroblast-like cells ：hD-

DPF）とヒト過剰歯歯髄由来線維芽細胞（human 

supernumerary dental pulp fibroblast-like cells ：
hSDPF）に対する有効な NTAPP照射条件を検討
し，照射後における細胞増殖能，未分化能等の変
動について検討を行った（大歯医倫理 111168-0
号）．
【対象と方法】
培養細胞：hDDPFは，歯根が 2/3以上残存して
いる齲蝕のない乳歯から採取し，実験には 3～
10継代した細胞を用いた．hSDPFは齲蝕のない
過剰歯から採取し，実験には 3～ 10継代した細
胞を用いた．
NTAPP照射：NTAPPは，大気圧マルチガスプラ
ズマジェット源（（株）プラズマコンセプト東京）
を用い，アルゴン（2.7 sml），照射距離 20 mmで
照射を行った．NTAPP照射時間を，10，20，30，
40，50秒間とし，また，それぞれの照射時間に
ついて照射回数を 1，2，3，4回（1回 /1時間）
として検討を行った．
細胞増殖能検討：24 wellプレートに各細胞を 2

×104 個 /mlで播種，NTAPP照射後，37℃ 5％

CO2下で 3日間培養し，MTS試薬を添加，マル
チマイクロプレートリーダー M50Sを用いて 490 

nmの吸光度を測定した．また，プラズマによっ
て生成された活性種が培養液に取り込まれ，その
培養液が細胞に影響を与える可能性も報告されて
いることから，NTAPP照射が細胞培養液に与え
る影響についても検討を行った．
遺伝子発現解析：NTAPP照射後，37℃ 5％ CO2

下で 3日間培養の後に cDNAを抽出し，Applied 

Biosystem Ⓡ Step One Plus を 用 い て Real Time 

PCRを行った．プライマーは幹細胞マーカーで
ある Oct3/4，Sox2，Nanog，Sox9，ALPを用い，
指標として GAPDHを使用した．
【結果】
細胞増殖能の変化：hDDPFと hSDPFのいずれ
においても，NTAPP照射時間 20秒，照射回数 3

回の群で，最も有意な細胞増加が認められた．
培養液への影響：hDDPFと hSDPFのいずれに
おいても，細胞及び培養液の両方に照射（20秒
間 3回）を行った群で，最も有意な細胞増加が認
められた．
遺伝子発現変化：細胞増加がみられた NTAPP照
射（20秒 3回）後に遺伝子発現を検討した結果，
hDDPFにおいては Oct3/4，Sox2，Nanogおよび
ALPの発現増加が認められ，hSDPFにおいては
Sox2および ALPの発現増加が認められた．
【結論】
　低出力による NTAPP照射が hDDPF，hSDPF

の細胞増加や未分化能の維持に最も有効である．
【文献】

 1）浜口智志ほか：プラズマ医療におけるプラズ
マ生体相互作用，J Plasma Fusion Res，87

（10）：696-703，2011．
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S-PRGフィラー含有マウスガードとペースト併用による
人工的初期齲蝕の再石灰化メカニズム

The remineralization mechanism of artificial subsurface tooth decay 

using S-PRG filler-containing mouthguard and paste 

○吉安　慧人 1），福田　敬 2），田中れいら 1），大橋由美子 1），若松紀子 1），
長谷川信乃 1），田村康夫 1），齊藤一誠 1）

Keito Yoshiyasu1）, Kei Fukuda2）, Reira Tanaka1）, Yumiko Ohashi1）, Noriko Wakamatsu1）,

Shinobu Hasegawa1）, Yasuo Tamura1）, Issei Saitoh1）

（1）朝日大・歯・小児歯，2）福田歯科医院（枚方市））
1）Asahi Univ. Dept. Pediatric Dent., 2）Fukuda Dental Clinic

【目的】
　われわれは過去に行った臨床研究において，6

種のイオンを徐放する S-PRGフィラー含有シート
で作製したマウスガード（以下MG）と同フィラー
含有ペーストの併用が，小児の初期齲蝕の改善に
効果的であることを明らかにした．そこで本研究
では，本材料によるエナメル質初期齲蝕への再石
灰化のメカニズムを明らかにすることを目的とし
た（朝日大学倫理審査委員会承認番号：30040）．
【材料と方法】
　便宜抜去された小臼歯 40本を試料とし，2歯
ずつエポキシ樹脂に植立後，歯に適合する MG

を S-PRGフィラー 20 wt％含有 EVAシート（松
風）にて作製した．頰側面中央部のウインドウ部
に酸ゼラチン法に準じて初期齲蝕を作製した．ウ
インドウ部に S-PRGフィラー 5 wt％含有歯面研
磨ペースト（PRGプロケアジェルⓇ，松風；以下
ペースト）を塗布し，S-PRGフィラー含有 EVA

シート製 MGを併用する群（PRG MG-Paste群），
S-PRGフィラー含有 EVAシート製 MGのみの群
（PRG MG群），MGもペーストも使用しない群
（control群）に分けた．MGを装着し 37℃の再石
灰化液に 8時間浸漬後，MGを除去して水洗した
後に再石灰化液に 16時間浸漬し，このサイクル
を 12週間継続した．脱灰後 12週後にマイクロ
CT像を撮影し，エナメル質のミネラル密度値の
プロフィールから再石灰化率（％）を求めた．統
計処理には，Fisherの PLSD法を用いた．さら
に，走査型電子顕微鏡（以下 SEM）による 12週
後の歯表面の形態観察および電子線プローブマイ
クロアナライザー（以下 EPMA）による元素分
析を行った．
【結果】
　再石灰化率は control群および PRG MG群と比

較して PRG MG-Paste群が有意に高かった（図）．
また，PRG MG-Paste群では，再石灰化量は，表
層 100，200 nmで顕著であり，かつ 300 nmの深
在性の脱灰部にも再石灰化を認めた．SEM観察
では control群で針状の結晶が，PRG MG-Paste

群で粒状の結晶が認められた．EPMA解析では，
control 群 で Ca，O，Na，P，Cl が 検 出 さ れ，
PRG MG-Paste群ではこれらの上昇に加えて Si，
Alが多量に検出された．

【考察および結論】
　これらの実験から，S-PRGフィラー含有 MG

とペーストの併用が初期齲蝕の再石灰化をより促
進することが明らかになった．再石灰化は，表層
100，200 nmで顕著であり，表層部の破壊のリス
クを減少させることが期待できる．さらに
S-PRGフィラー含有 MGとペーストを併用する
ことで，病変深部（300 nm）においても効果が
あることから，進行した初期齲蝕においても有効
であると考えられる．EPMAによる元素分析か
ら，PRG MG-Paste群において，多量に検出され
た Siはアパタイトの核形成に関与し，Alは耐酸
性に関与する．さらに，Ca，P，Oの検出が上昇
していたことから，ヒドロキシアパタイト（Ca10

（PO4）6（OH）2）の形成が促進し，再石灰化に有利
な口腔内環境が整ったと考えられた．

〈図〉各群の再石灰化率　＊p＜0.01
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レーザー切削したウシ歯象牙質への試作オールインワンアドヒーシブの応用
Application of prototype all-in-one adhesive to bovine dentin prepared with laser

〇上津豪洋 1），林-坂井幸子 2），下村-黒木淳子 2）

Takehiro Kamitsu1）, Satciko Hayashi-Sakai2）, Junko Shimomura-Kuroki2）

（1）日歯大・新生歯・硬組織機能治療学，2）日歯大・新生歯・小児歯）
1）The Nippon Dental Univ. Grad. Sch. Life. Dent. Niigata, Adv. Operative. Dent.-Endo., 

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

【目的】
　本研究の目的は，試作オールインワンアドヒー
シブの粘度が Er:YAGレーザーで切削したウシ歯
象牙質面へのレジン接着強さに及ぼす影響を明ら
かにすることである．小児歯科臨床において，特
に低年齢の患児が回転切削器具の音や振動を嫌が
ることがあり，また，急な体動によって過剰切削
や粘膜の損傷等が起こる可能性もある．そこで，
小児への不快感の少ないレーザーを用いたう蝕処
置は有効と考えられる．しかし，レーザー切削象
牙質に対しオールインワンアドヒーシブの接着強
さはいまだに十分とは言えない．そこで今回，ナ
ノシリカを添加して粘度の異なるオールインワン
アドヒーシブを試作し，ウシ歯を用いてレーザー
切削した象牙質に対する接着強さを検討すること
とした．
【対象と方法】
　松風（株）の協力を得て，ビューティボンド
Xtreme（Shofu）をベースに，ナノシリカ 0，1，
2，3，4 wt/％を各々添加したオールインワンア
ド ヒ ー シ ブ 5 種 類（SI-0，SI-1，SI-2，SI-3，
SI-4）を試作した．被着面は，＃ 600エメリー
ペーパーでウシ歯歯冠唇側を研削し平坦な象牙質
面を露出させたもの（研削群，以下 C群），
Er:YAGレーザー（Erwin AdvErL EVO，Morita）
を用いて露出象牙質面表層を薄く均一に切削した
もの（レーザー切削群，以下 L群）を準備した．
なお，レーザー切削は CS600F照射チップを使用
し，20 pps・100 mJ（パネル値）の照射条件で
行った．各試作オールインワンアドヒーシブを用
いて各被着面にメーカー指示に従い歯面処理を
行った．ビューティフルフロープラス X（Shofu）
を直径約 5 mmの円柱状に，高さ約 1 mmずつ 2

回に分けて築盛し，各々 10秒間光照射して重合
させた．実験群は，L群として，L＋SI-0を L0，
L＋SI-1 を L1，L＋SI-2 を L2，L＋SI-3 を L3，L

＋SI-4を L4，C群として，C＋SI-0を C0，C＋
SI-1 を C1，C＋SI-2 を C2，C＋SI-3 を C3，C＋

SI-4を C4とした．接着試料は，精密切断機
（Isomet，Buehler）を用いて接着面積 1 mm2の
角柱状試験片に加工し（n＝20），小型卓上試験
機 EZTest 500N（Shimadzu）を用い，クロスヘッ
ドスピード 0.5 mm/minで微小引張り接着強さ
（nTBS）を測定した．接着試験後の試料は，実体
顕微鏡を用いて接着破断面の観察を行い，接着破
壊様式を判定した．次に電子顕微鏡を用いて各実
験群の代表例について接着破断面の微細構造観察
を行った．試作オールインワンアドヒーシブの粘
度測定は，B型粘度計 Digital Viscometer DVL-B
（Tokyo KEIKI）を用いて行った．nTBSの測定結
果は，Kruskal-Wallis検定を用い，L群と C群ご
とに実験群間の有意差を検定した．また，
Mann-Whitneyの U検定を用い，試作オールイ
ンワンアドヒーシブごとに L群と C群の有意差
を検定した．
【結果】
　nTBS値を比較した結果，L群では，L1，L2が
L0，L3，L4 に比べて有意に高かった（p＜
0.001）．一方，C群では，C0，C1，C2が C3，C4

に比べて有意に高かった（p＜0.001）．また，全
試作オールインワンアドヒーシブにおいて C群
が L群に比べて有意に高かった（p＜0.001）．接
着破壊様式を判定した結果，L群と C群の両群に
おいて，接着強さが低い群は混合破壊の割合が多
く，接着強さが高い群はレジン凝集破壊の割合が
多い傾向を示した．粘度の測定結果は，SI-0＜
SI-1＜SI-2≪ SI-3＜SI-4の順に粘度が高くなる
傾向を示した．
【考察】
　レーザー切削したウシ歯象牙質に対する試作
オールインワンアドヒーシブの接着強さは，ナノ
シリカ添加量すなわち粘度の影響を有意に受ける
ことが示唆された．今後は乳歯への応用を検討す
る予定である．
【会員外共同研究者】
新海航一（日歯大・新生歯・歯保Ⅱ）
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母マウスの咀嚼運動が仔の海馬のミクログリアに及ぼす影響
Effects of maternal chewing during prenatal stress on microglia 

in the hippocampus of mouse offspring

○梶本京子 1），杉本勘太 2），久田智詠 1），越智鈴子 1），津金裕子 1），
飯沼光生 1），齊藤一誠 1），東　華岳 3），久保金弥 4）

Kyoko Kajimoto1）, Kanta Sugimoto2）, Chie Hisada1）, Suzuko Ochi1）, Hiroko Tsugane, 

Mitsuo Iinuma1）, Issei Saitoh1）, Kagaku Azuma3）, Kin-ya Kubo4）

（1）朝日大・歯・小児歯，2）杉本こども歯科クリニック（京都市），
3）産業医大・医・解剖，4）名女大・院・生活）

1）Asahi Univ. Dept. Pediatric Dent., 2）Sugimoto Children's Dental Clinic, 
3）UOEH. Med. Ant., 4）Nagoya Womenʼs Univ. Grad. Sch. Human Life Sci.

【目的】
　妊娠ストレスを受けた母親から産まれた子は，
細菌感染によって脳内で過剰な炎症反応が生じや
すいといわれている．妊娠ストレス負荷マウスか
ら産まれた仔に細菌の内毒素であるリポ多糖
（LPS）を腹腔内に投与すると，血中コルチコス
テロン（CS）濃度の上昇やミクログリアの活性
化が報告されている．ミクログリアの活性化初期
では細胞突起数の増加が生じ，さらに活性化が進
むと細胞突起数の減少，さらには細胞体が膨大し
アメーバ状に形態変化すると報告されている．
　われわれはこれまでに，妊娠ストレス負荷中の
咀嚼運動が母体のストレス反応を緩和することに
より，産まれた仔の海馬依存性の学習障害や情動
障害を抑制することを報告している．
　本研究では，ストレス負荷下で咀嚼運動を行わ
せた妊娠母体から産まれた仔への LPS投与が海
馬に及ぼす影響をミクログリアの形態的変化に着
目し検討を行った．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（21-015）を得て
いる．
【対象と方法】
　妊娠後期のマウスを，無作為にコントロール
（C），拘束ストレス（S），拘束ストレス /咀嚼（S/

Ch）の 3群に分けた．実験にはこれら母マウス
から産まれた雄の 4か月齢の仔マウスを使用し
た．妊娠マウスの条件と LPS投与の有無の組合
せによって 6群に分けた．LPS投与を行わなかっ
た群を C群，S群，S/Ch群とし，LPS投与を行っ
た群を LPS-C 群，LPS-S 群，LPS-S/Ch 群とし
た．LPS投与群の仔マウスには 5 mg/kgの LPS

を，LPS投与なし群には生理食塩水を腹腔内投与
した．投与 24 時間後に血液と脳を採取した．採
取した血液より，血中 CS濃度を測定した．摘出
した脳を薄切し，Iba1抗体を使用し ABC法にて
免疫染色後，海馬 DG領域の Iba1陽性細胞数を
カウントした．また，NeurolucidaⓇ用いて各群
で任意に選んだ 120個の Iba1陽性細胞の形態を
活性化レベルによって 5タイプに分類した後，そ
れらの割合を各群で比較検討した．
【結果および考察】
　S群では，C群および S/C群と比較して血中
CS濃度が有意に高かった．また，LPS投与は血
中 CS濃度を上昇させ，特に LPS-S群で顕著な上
昇がみられたが，LPS-Cと LPS-S/C群との間に
は有意な差は認められなかった．
　C，Sおよび S/C群間では Iba1陽性細胞数に有
意な差はみられなかったが，LPS-S群では Iba1

陽性細胞数が著しく増加した．LPS-C 群と
LPS-S/C群では Iba1陽性細胞数に差はみられな
かった．
　S群では，Cおよび S/C群に比べミクログリア
の活性化傾向がみられ，さらに LPS投与により
ミクログリアの活性化が進んだ．LPS-S群では
アメーバ状に変化した活性化ミクログリアの割合
が増加したが，LPS-S/Ch群ではミクログリアの
活性化が LPS-C群と同じレベルまで抑えられた．
　これらの結果から，ストレス下の妊娠母体の咀
嚼運動が，生まれてくる子の細菌感染による脳の
過剰な炎症反応を抑制する可能性が示唆された．
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歯の早期喪失が海馬の BDNF発現と情動障害に及ぼす影響
Effects of early tooth loss on the hippocampal BDNF expression and affect disorders 

in aged SAMP8 mice 

○津金裕子 1），尾辻　渉 2），片野雅久 1），越智鈴子 1），梶本京子 1），鈴木あゆみ 1），
齊藤一誠 1），飯沼光生 1），東　華岳 3），久保金弥 4）

Hiroko Tsugane1）, Wataru Otsuji2）, Masahisa Katano1）, Suzuko Ochi1）, Kyoko Kajimoto1）, Ayumi Suzuki1）,

Issei Saitoh1）, Mutsuo Iinuma1）, Kagaku Azuma3）, Kin-ya Kubo4）

（1）朝日大・歯・小児歯，2）おつじ歯科医院（泉佐野市），
3）産業医大・医・解剖，4）名女大・院・生活）

1）Asahi Univ. Dept. Pediatric Dent., 2）Otsuji Dental Clinic,
3）UOEH. Med. Anat., 4）Nagoya Women's Univ. Grad. Sch. Human Life Sci.

【目的】
　近年，国内の疫学調査で歯の欠損が情動障害の
リスクファクターになることが報告されてい
る 1）．
　他方で，神経細胞の分化・発達・維持に関与す
る脳由来栄養因子（BDNF）は，神経の可塑的変
化をはじめ情動機能の維持に重要であることが明
らかになっている．
　われわれはこれまでに老化促進モデルマウス
（SAMP8）を用いて，若齢期に上顎臼歯を抜去す
ると BDNFの発現量が減少し，海馬神経細胞が
減少して空間認知能が低下することを報告してき
た 2）．
　そこで今回われわれは，SAMP8を用いて，歯
の早期喪失が BDNFの減少にともなう情動障害
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委員
会の承認を得ている（21-013）．
【対象と方法】
　実験には 1か月齢の雄の SAMP8を用いた．早
期喪失群は三種混合麻酔下でマウスの上顎臼歯を
抜去し，コントロール群には抜歯処置以外の早期
喪失群と同様の処置を行った．その後，両群とも
通常の方法で 7か月間飼育した．
　処置 7か月後から，げっ歯類の情動性を客観的
に調べることができるホールボードテストを行
い，最初に穴をのぞくまでの時間と 5分間で穴を
のぞく回数を計測し，歯の早期喪失が情動に与え
る影響を解析した．また，処置 7か月のマウスを
抜歯処置後，各群のマウスを頸椎脱臼により屠殺
し断頭後，脳より海馬を摘出した．その後，海馬

の重さを計測し，液体窒素で急速に凍結して使用
まで－80℃で貯蔵した．その後，海馬をホモジナ
イズし，遠心分離した後，上澄みを採取しメー
カーのプロトコールに従い ELISA法にて BDNF

発現量を分析した．
【結果および考察】
　海馬における BDNFの発現量はコントロール
群と比較して早期喪失群で有意に減少した．
　また，ホールボードテストにおいて，早期喪失
群の最初に穴をのぞくまでの時間はコントロール
群と比較して有意に延長し，早期喪失群の穴をの
ぞく回数はコントロール群に比較して有意に減少
した（図 1）．
　これらのことから歯の喪失による BDNFの減
少が情動障害を誘発すると考えられた．

【文献】
 1）Kondo H et al.：Arch Oral Biol, 61：1-7, 

2016.

 2）Kato H et al.：Intern Med, 58：1411-1416, 

2019.

〈図 1〉ホールボードテストの結果
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グルタミン酸受容体 GluD1は体性感覚野バレルの形成に関与する
Glutamate receptor GluD1 is involved in the formation of barrels in the developing 

somatosensory cortex 

○高崎千尋 1），岡田理恵子 2），吉原俊博 1），八若保孝 1）

Chihiro Takasaki1）, Rieko Okada2）, Toshihiro Yoshihara 1）, Yasutaka Yawaka 1）

（1）北大・院歯・小児障害，2）青葉公園歯科（千歳市））
1）Hokkaido Univ. Dent. for Children and Disabled Persons, 2）Aoba-kouen Dental Clinic

【目的】
　グルタミン酸受容体 GluD1はシナプス接着分
子の 1つとして機能し，自閉スペクトラム症や気
分障害などの精神神経疾患と関連する遺伝子の 1

つである．この分子は脳の広範な領域に発現し，
特に視床からの感覚入力が投射する体性感覚野の
第Ⅳ層に豊富であるが，その機能は不明である．
一方，マウスなど齧歯類の体性感覚経路には，顔
面の触覚毛の配列と相同なモジュール構造が存在
し，大脳皮質体性感覚野ではバレルと呼ばれる．
バレルは生後まもなく出現する中枢シナプスの構
築形態であり，バレルの発達解析は口腔領域の活
動依存的な神経回路発達を調べるのに適したモデ
ルである．われわれはこれまで，バレルの臨界期
可塑性や臨界期時間特性を制御する分子を明らか
にし，報告してきた 1, 2）．本研究では，GluD1が
バレルの出現や臨界期可塑性に関与するのかを明
らかにすることを目的とした．なお，本研究は北
海道大学動物実験委員会の承認（19-0111）を得
ている．
【材料と方法】
　GluD1＋/－マウス同士を交配し，生まれた同
腹子から GluD1＋/＋（WT）と GluD1－/－（GluD1-
KO）を本研究で使用し，以下の 2項目について
比較検討した．なお，出生日を生後 0日（P0）
とした．
1．バレルの出現解析
　P2，P3，P4，P5に 4％パラホルムアルデヒド
（PFA）固定液で灌流固定した後，大脳皮質第Ⅳ
層が水平になるよう施し，40 nmの切片を作製し
た．バレル構造を検出するため，プレシナプスの
マーカー抗 VGluT2モルモット抗体を Cy3で標識
して免疫染色した．封入後，蛍光顕微鏡で観察
し，バレル領域の画像を取り込んだ．
2．バレルの臨界期可塑性解析
　P2にマウス顔面の C列触覚毛を焼灼し，P15

に 4％ PFAで灌流固定して切片を作製し，免疫
組織化学でバレル構造を検出し，蛍光顕微鏡で観
察して画像を取り込んだ．撮影した画像からバレ
ルの B2，B3，C2，C3，D2，D3の面積を測定し，
Map plasticity index（B2＋B3＋D2＋D3）/2（C2＋
C3）を用いて可塑性の振幅度を解析した．WTと
GluD1-KOの間で統計学的有意差があるかは
Mann-Whitney U testを用いて検証した．
【結果】
　GluD1-KO はWTと比較して，バレルの出現時
期はやや遅れていた．P2で C列を焼灼した際の
臨界期可塑性振幅度は，GluD1-KOではWTより
も小さい傾向にあったが，統計学的有意差はな
かった．
【考察】
　バレルはシナプスの形成とその後のシナプスの
刈込みにより形成される．ニューレキシン-セレ
ベリン-GluD1複合体はシナプス接着を媒介する．
今回，GluD1-KOではバレルの出現がやや遅れた
ことから，GluD1はバレルの適正なシナプスの
形成や刈込みに必要な因子であることが示唆され
た．この結果は自閉スペクトラム症児の神経発達
の解明に繋がることが期待される．
【文献】

 1）Takasaki et al：Glutamate transporters regu-

late lesion-induced plasticity in the develop-

ing somatosensory cortex, J Neurosci, 28：
4995-5006, 2008．

 2）Yamasaki et al：Opposing role of NMDA re-

ceptor GluN2B and GluN2D in somato -sen-

sory development and maturation, J Neuros-

ci, 34：11534-11548, 2014．
【会員外共同研究者】
渡辺雅彦，今野幸太郎，山崎美和子（北大・院
医）
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ラット根未完成歯における炎症治癒と根尖閉鎖に関する因子の検証
Study of factors related to inflammatory healing and apical closure in pulp infection of

 rat immature teeth

○中島知佳子 1），藤田茉衣子 1），中村州臣 1），日髙恒輝 2），高垣裕子 3），木本茂成 1）

Chikako Nakajima1）, Maiko Fujita1）, Kuniomi Nakamura1）, Kouki Hidaka2）,

Yuko Takagaki3）, Shigenari Kimoto1）

（1）神歯大・歯・小児歯，2）神歯大・歯・修復，3）神歯大）
1）Kanagawa Dental Univ. Dept. of Pediatric Dent., 

2）Kanagawa Dental Univ. Dept. of Restorative Dent., 3）Kanagawa Dental Univ.

【目的】
　小児歯科臨床において，中心結節の破折により
引き起こされる歯髄感染に遭遇することは少なく
ない．歯髄炎の原因として，グラム陰性菌菌体由
来の lipopolysaccharide（LPS）の刺激によりマ
クロファージが炎症性サイトカインを産生するこ
とが挙げられる 1）．これまで，LPSを用いた実験
において，歯周組織や根完成歯に関する報告はさ
れているが，根未完成歯に関する報告は少ない．
中心結節は下顎小臼歯部に好発する傾向にあり，
ラット上顎臼歯を使用した実験では脳頭蓋周辺組
織へ影響を及ぼす可能性がある．そこで今回われ
われは，下顎臼歯を使用したラット根未完成歯の
歯髄炎に関する研究に着手した．
　本研究は，根未完成歯の歯髄に直接 LPSを作
用させて根尖歯周組織に炎症を惹起し，根尖歯周
組織の状態を観察することで，炎症の治癒に関与
する因子を検索することを目的としている．
【対象と方法】
　生後 6週齢Wistar系ラット（オス）を使用し
た．抱水クロラールによる全身麻酔を行い，ラ
バーダム下にて下顎第一臼歯にラウンドバーを用
いて咬合面より露髄させた．露髄部を生理食塩
水，次亜塩素酸ナトリウム溶液で洗浄後，髄腔・
根管内に LPS（LPS群）またはエンドトキシンフ
リー液（コントロール群）を注入し，グラスアイ
オノマーセメントにて仮封を行った．処置 2週間
後に下顎第一臼歯を含む下顎骨を摘出し，エック
ス線撮影，マイクロ CT撮影を行った．本研究は
神奈川歯科大学実験動物倫理委員会の承認（承認
番号：21-004）を得ている．
【結果】
　処置 2週間後のエックス線画像において，LPS

群では下顎第一臼歯根尖部にエックス線透過像を
認めたが（図 1），コントロール群では認めなかっ
た．
　マイクロ CT画像において，LPS群では下顎第
一臼歯歯根尖部周囲歯槽骨の吸収を認め，根未完
成であった（図 2）．コントロール群では根尖部
周囲歯槽骨の吸収は認めず，LPS群と比較して根
尖の閉鎖を認めた．

【考察】
　本研究では，ラット下顎第一臼歯にラバーダム
下で LPSを注入し，仮封を行うことにより感染
源を特定した歯髄感染を生じさせることができ
た．コントロール群と比較して LPS群では根尖
病巣が確認された．これは LPSにより歯髄と根
尖歯周組織に炎症が生じたことを示し，根未完成
歯の成長に影響を及ぼすことが推察された．今
後，根尖歯周組織への LPSの効果を評価するた
め，組織学的検討を行う予定である．
【文献】

 1）Chokechanachaisakul U et al.：Gene expres-

sion analysis of resident macrophages in lipo-

polysaccharide-stimulated rat molar pulps, J 

Endod, 37 （9）：1258-1263, 2011．

〈図 1〉 下顎第一臼歯部
エックス線画像
（PLS群）

〈図 2〉 下顎第一臼歯部
マイクロ CT 画
像（LPS群）
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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
―第三世代アルツハイマー病モデルマウスを用いて―

Effects of early tooth loss on Alzheimerʼs disease

―3rd generation Alzheimerʼs disease model mice―
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 Issei Saitoh1）, Kagaku Azuma2）, Kin-ya Kubo3）

（1）朝日大・歯・小児歯，2）産業医大・医・解剖，3）名女大・院・生活）
1）Asahi Univ. Dept. Pediatric Dent., 2）UOEH. Med. Anat., 

3）Nagoya Womenʼs Univ. Grad. Sch. Human Life Sci.

【目的】
　アルツハイマー病（Alzheimerʼs Disease：AD）
発症はアミロイドベータペプチド（Amyloid beta 

peptide：Ab）の蓄積が原因とされ，根治的な治
療法がいまだ確立されていない．ADが多数の危
険因子が関与する多因子疾患であることから，修
正可能な危険因子の改善を早期に行い ADの発症
を予防することが重要である．そこで本研究では
第三世代 ADモデルマウスを用いて，AD発症の
危険因子の一つである歯の早期喪失が ADの発症
メカニズム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（承認番号：21-008）を得ている．
【対象と方法】
　実験には雄の AppNL-G-F KIマウスを用いた．こ
のマウスは理化学研究所より無償給与され，アミ
ロイド前駆体タンパク質（APP）を過剰発現させ
ない新規 ADモデルマウスとして開発され，AD

患者と同様の Ab種が蓄積しやすいといわれてい
る．1か月齢で両側上顎臼歯を抜去した群を早期
喪失群，非抜去群をコントロール群とした．処置
後 6か月齢まで飼育し，2群間におけるストレス
状態，アミロイド班とそれに伴う神経炎症，シナ
プス形成量，および空間認知能をそれぞれ比較検
討した．
　①ストレス状態：血中コルチコステロン（CS）
濃度の測定を ELISA法により測定．②アミロイ
ド斑とそれに伴う神経炎症：Ab，Microglia（MG）
および Astrocyte（AC）の免疫蛍光染色を行い，
海馬および大脳皮質における陽性面積の占有率
（％）を Image J（NIH）で測定．③シナプス形成
量：海馬および大脳皮質を用いて，Western blot

法によりシナプトフィジン発現量を測定．④空間
認知能：Morris水迷路学習テストを実施．

　実験結果は t検定と Repeated measure ANOVA

を用い統計処理を行った．また p＜0.05を有意差
があるものと判定した．
【結果】
　早期喪失群はコントロール群と比較し，血中
CS濃度および海馬・大脳皮質の両領域における
Ab，MG，ACの陽性面積の占有率（％）が有意
に高値を，シナプトフィジン発現量が有意に低値
を示した（図 1）．また，Morris水迷路学習テス
トにおいても早期喪失群はコントロール群と比較
し，プラットフォームへの到達時間の延長がみら
れた．

【結論および考察】
　歯の早期喪失が慢性ストレスとして作用した結
果，上昇した血中 CSが，アミロイド斑の形成を
促進し，それに伴い生じた神経炎症とシナプス形
成量の減少が空間認知能の低下を引き起こしたと
考えられた．これにより，歯の早期喪失がアミロ
イドカスケード上流に位置するアミロイド斑の形
成に関与し，ADの発症を促進することが示唆さ
れた．

〈図 1〉海馬および大脳室における
シナプトフィジンの発現量，＊：p＜0.05
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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（第 2報）

Prevalence and associated oral health of Internet use among Japanese elementary school children：
the Toyama Safety Internet Use Survey

○柳井有希子 1, 2），飯島孝太 1），荻原　孝 1），星野倫範 1）

Yukiko Yanai1, 2）, Takahiro Iijima1）, Takashi Ogihara1）, Tomonori Hoshino1）

（1）明海大・歯・口腔小児，2）富山大・医・健康政策）
1）Meikai Univ. Div. Pediatric Dent., 2）Toyama Univ. Dept. Epidemiology and Health Policy

【目的】
　世界保健機構（WHO）は，2022年からゲーム
障がい（依存）を精神疾患（gaming disorder）
として認定すると発表しており，若年者において
喫緊の課題とされている．本研究では，第 1報の
小学生を対象としたネット利用に関する調査結果
に続き，ネット依存およびゲーム障がいを分析に
加えて口腔衛生行動および齲蝕との関連性を明ら
かにすることを目的として解析を行ったので報告
する．
【対象と方法】
　対象は第 1報と同じ，2018年富山安心ネット
事業に参加した富山県 110の小学校児童 13,413

人とした．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・ネットとゲームの使用時間と方法・テレビ
などを含めた全てのメディア時間・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人（回収率 97.6％）の
うち未記入のない 12,695人（94.6％）とした．目
的変数は「ネット依存の者」「ゲーム障がいの者」
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，メディア時間，齲蝕治療本数
とした．ネット依存は，Youngのスクリーニング
テスト（YDQ）1）により判定し，ゲーム依存は，
国際疾病分類（ICD-11）での診断項目 2）により
判定した．統計分析は，統計解析ソフト SPSS 

28.0を用いてχ2検定，ロジスティック回帰分析
（ともに有意水準は 0.05未満）を行った．なお，
本研究は富山大学医学倫理審査専門委員会の承認
を得て実施した（臨 30-126）．
【結果】
　本調査でネット依存と判定された児童は，男児
5.16％（333人 /6,452人），女児 3.17％（198人
/6,243人）であった．ゲーム障がいの児童は，男

児 7.94％（512人 /6,452人），女児 3.17％（198

人 /6,243人）であった．ネット依存と有意な関
連がみられたのは，男児（オッズ比（OR）：
1.33），朝食欠食（OR：1.71），運動をしない
（OR：1.97），就寝時刻が 23時以降（OR：2.39），
1日のメディア時間が 1時間以上（OR：1.76～
2.30），1日のネット利用時間が 2時間以上（OR：
2.88～ 7.06），ブラッシングが 1日 1回以下（OR：
1.41）であった．
　ゲーム障がいと有意な関連がみられたのは，男
児（OR：2.40），朝食欠食（OR：1.54），運動を
しない（OR：1.73），起床時刻が 7時以降（OR：
1.38）， 就 寝 時 刻 が 22 時 以 降（OR：1.39 ～
2.25），1日のメディア時間が 1時間以上（OR：
1.53～ 2.01），ブラッシングが 1日 1回以下（OR：
1.48），齲蝕治療本数が 3本以上（OR：1.23）で
あった．
【考察】
　本調査は，アンケート調査であるため「依存傾
向者」として解釈すべきであるが，ネット依存傾
向のある児童は全体で 4.18％，ゲーム障がい（依
存）傾向の者も 5.59％存在することが明らかとな
り，小学校のクラスに 2～ 3人程度いることが示
唆された．低年齢からネットやゲームに接する子
供の方が依存傾向は強まることも報告されてお
り，生活習慣の崩れにより将来的な歯牙喪失につ
ながる可能性も高い．より低年齢から健康教育に
取り組む必要があると考えられた .

【文献】
 1）Young K：Internet addiction：The emer-

gence of a new clinical disorder. Published in 

CyberPsychology and Behavior, 1988；1：
237-244.

 2）World Health Organization：Addictive be-

haviours：Gaming disorder.
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給水・吸引機能付き電動歯ブラシを用いた歯面清掃効果について
Effect of the cleaning of the tooth surface using the electric toothbrush 

with the water flow and suction function

○井上吉登，檜山雄彦，押川弘巳，小松太一，松原　聡，黒田梨乃，木本茂成
Yoshinori Inoue, Takehiko Hiyama, Hiromi Oshikawa,

Taichi Komatsu, Satoshi Matsubara, Rino Kuroda, Shigenari Kimoto

（神歯大・歯・小児歯）
Kanagawa Dental Univ. Dept. of Pediatric Dent.

【緒言，目的】
　小児・障害児者の歯磨き介助は，唾液が多く実
施することが容易でない．そこで，歯ブラシに吸
引カテーテルを装着した吸引歯ブラシを使う場合
がある．これに給水機能を付加することで歯磨き
の効率を高めることが可能かどうかを検討するた
め，電動歯ブラシに給水および吸引機能を付加し
て歯面の洗浄実験を行った．
【対象と方法】
　本研究では，上下可動な固定台にオムロン社製
音波式電動歯ブラシ「HT-B201」を装着し，電動
歯ブラシヘッド付近の柄にウォーターピック社製
水流型洗浄器「Water Flosser Model WP-140J」
の水銃尖端を歯面に水平に水を射出できるよう取
り付けた．被験歯面としてニッシン社製歯列模型
「i2ID-KAIA」の上顎右側中切歯の唇側面にニッ
シン社製人工プラークを塗布し 5分間以上乾燥さ
せたものを使用した．この顎模型を TANITA社製
デジタルスケール KJ-114-WHの上に固定し歯面
にかけた圧力を確認した．電動歯ブラシのヘッド
部背方に吸引部を装着し陰圧で水吸引を行った．
　人工プラークへの作用実験は，歯ブラシヘッド
が歯面に 250 gの圧力で圧接し，電動歯ブラシを
10秒間振動させ，同時にブラシヘッド柄方向か
ら水を歯面に水平に射出し（水射出出力は 10段
階中 5とした），さらにヘッド背部より水の吸引
を行いながら実施した．
　歯面洗浄度の比較をするため，①水を射出しな
がら電動歯ブラシを作用させ歯面を洗浄する方法
と，②対照群として水射出しないで電動歯ブラシ
の振動のみで歯面を洗浄する方法で行った．どち
らも 10回の実験を行った．洗浄後に被験歯唇面
をニコン社製カメラ D60で撮影，画像を adobe 

社製PhotoshopⓇで歯冠部分のトリミングを行い，

画像解析ソフト ImageJⓇにて画像の 2値化を行っ
て解析し，人工プラークが除去された面積の割合
を求めた．

【結果】
　水射出を伴った歯面の洗浄面積は平均 41％で，
水射出を伴わない場合は 21％であった．水射出
を伴う歯面の洗浄は，対照群と比較して有意に高
かったことが示された．
【考察】
　電動歯ブラシ使用の際に水射出を行うことで歯
面に付着した歯垢の除去効果が高まることが示唆
された．小児・障害児者で介助歯磨を行う場合は
過剰な給水で誤飲・誤嚥を招く恐れがあるため吸
引装置を必要とするが，市販されている給水・吸
引歯ブラシは種類が少なく高価である．今後この
種の歯ブラシが多く市販提供されることが望まれ
る．
【文献】

 1）斉藤さと枝ほか：簡易作製した給水・吸引歯
ブラシを用いた口腔ケアの実際，障歯誌，28

（3）：378，2007.

〈図〉給水吸引機能付加した電動歯ブラシ評価装置
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除菌水を用いた石膏模型の作製に関して
Preparation of dental plaster model using sanitization water

○田口正博
Masahiro Taguchi

（愛生歯科医院（新宿区））
Aisei Dental Office

【目的】
　歯科臨床において使用した歯科材料や器材およ
び設備，空間環境等において病原性微生物による
院内感染が問題視されている．
　また口腔内の治療だけでなく補綴治療において
も，採得された印象体は血液や唾液による汚染を
受けていることから，滅菌消毒がなされていない
印象体や技工物は作業者への病原性微生物の感染
経路になりうる 1）．医院内だけでなく歯科技工所
に関しても感染のリスクに曝されているにもかか
わらず，印象体や技工物に対する滅菌消毒に対す
る意識や適切な処置方法の実施は十分なレベルと
は言えない．当診療所では滅菌済みの印象トレー
を用いて採得された印象物を消毒し，さらに石膏
を練る水に除菌剤としてジクロロイソシアヌル酸
ナトリウムを加えて混和した石膏を注ぐ手法を実
施している 2～5）．除菌剤を混ぜた石膏を用いるこ
とで清潔な石膏模型を得られる反面，除菌剤が石
膏に与える影響の有無は懸念点となる 6, 7）．本研
究では石膏を練る水にジクロロイソシアヌル酸ナ
トリウムを混ぜた際の石膏模型への影響につい
て，硬化速度や表面粗れの観点から調査し適切な
除菌水の濃度に関して検証を行ったので報告す
る．
【対象と方法】
　除菌剤を溶かした除菌水を用いて作成された石
膏模型を対象とした．塩素濃度が約 150 ppm～
15000 ppmになるようにジクロロイソシアヌル酸
ナトリウムを溶解させた除菌水を用いて石膏模型
を作成した際に除菌剤の濃度によって石膏の硬化
時間や表面状態が異なる挙動を示すか調査した．
【結果】
　石膏に除菌水を混和した際の硬化時間への影響
に関しては，除菌水の塩素濃度が高くなるほど石
膏の硬化時間が長くなる傾向が見られた．また，
マイクロスコープによる石膏表面の観察では，塩
素濃度の違いによる石膏の表面粗れは認められな

かった．
【考察】
　塩素濃度約 3000 ppm以上のジクロロイソシア
ヌル酸ナトリウムを溶解させた除菌水は石膏の硬
化遅延剤の働きをすることがわかった．また，除
菌水による石膏の表面粗れ影響に関しては，塩素
濃度約 15000 ppmまでは表面粗れの影響は軽微
であると考えられる．以上の結果から，従来より
販売されているジクロロイソシアヌル酸ナトリウ
ムを主成分とする除菌剤を水に溶解し使用する方
法は，塩素濃度を調整することにより石膏への影
響を抑え容易に除菌効果が期待できる．そして使
用する除菌剤の塩素濃度は 1000～ 2000 ppm程
度に調整することが妥当であると考えられる．
【文献】

 1）田口正博：歯科医療における院内感染予防へ
の第一歩，第一歯科出版，東京，2005，pp. 

67-80．
 2）末長かおりほか：感染予防処置後の石膏模型
の寸法精度および表面粗さに関する研究，補
綴誌，37：784-791，1993．

 3）鬼塚　雅，門川明彦，松下容子，自見　忠：
支台歯用石こう模型の諸性質に及ぼす消毒液
浸漬の影響 第 3報緩衝消毒液の効果，歯科
材料・器械，15（5）：379-388，1996．

 4）田口正博：歯科における石膏模型からの感染
予防対策，顎咬誌，19（4）：428-435，1998．

 5）日本補綴歯科学会，補綴歯科治療における感
染対策指針 2019．

 6）土生博義，川本晃也，長崎真司：模型の滅
菌・消毒―塩素系除菌剤溶液による石こうの
練和―．DE，106：36-37，1993．

 7）川本晃也：消毒剤溶液による練和がせっこう
の物性に及ぼす影響，歯科材料・器械，14

（1）：24-36，1995
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ヒト歯肉線維芽細胞におけるフェニトインによる作動性 Ca2＋応答の増強
Enhancement of agonist-induced Ca2＋ responses 

by phenytoin in human gingival fibroblasts

○蓑輪映里佳，庄内喜久子，高田一江，倉重圭史，齊藤正人
Erika Minowa, Kikuko Shounai, Kazue Takada, Yoshihito Kurashige, Masato Saitoh

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

【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．その発症には Ca2＋シグナ
ルとの関連が提唱されており，PHTがヒト歯肉
線維芽細胞（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（Cell Lines Service）を用いた．
試薬として PHT，小胞体内 Ca2＋ポンプ阻害剤で
あるタプシガーギン（ThG）を使用した．カルシ
ウム蛍光指示薬として Fura-2を使い，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 Hankʼs 

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．345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 HGFの
［Ca2＋］i上昇には細胞外への Ca2＋排出阻害が関与
する可能性が示唆された．通常，細胞外液 Na＋

を除去すると，Na＋－Ca2＋交換体（NCX）の逆回
転によって［Ca2＋］iが上昇する．この［Ca2＋］i上
昇が PHTによって抑制されたことから，PHTが
NCXを抑制し［Ca2＋］i上昇を引き起こしている
と考えられた．PHTによる細胞内の Ca2＋排出の
抑制は，さまざまな刺激による Ca2＋反応を増強
することが予想された．そこで ATPおよびヒス
タミンによる Ca2＋応答に対する PHTの影響を調
べた．異なる濃度の ATPおよびヒスタミンで
HGFを刺激した後，PHT存在下で同濃度の ATP

およびヒスタミンで再刺激した際の Ca2＋応答を
検証した．1，10 nMの ATPまたは 3 nMのヒス
タミンで刺激すると PHT存在下においては 20～
50％の細胞で［Ca2＋］iが上昇した．しかし，10 

nMのヒスタミンに対する応答は増強しなかっ
た．特に 1 nMの ATPおよび 3 nMのヒスタミン
による単独刺激では反応しなかった多くの細胞に
おいて，PHT存在下では顕著な［Ca2＋］iの上昇
を示すことが明らかとなった．
【考察】
　以上の結果から，PHTは HGFの NCX阻害に
よる Ca2＋流出の抑制を惹起し，［Ca2＋］iを上昇さ
せている可能性が考えられた．また，PHTが生
理活性物質によって生じる Ca2＋応答を増強する
ことが示された．特に PHTは低濃度の ATPやヒ
スタミンで刺激した際に生じる小さな Ca2＋応答
を強く増強することが明らかとなった．これらの
結果は，歯肉増殖症における PHTと炎症性生理
活性物質の相互作用の重要性について，新たな知
見となり得ると考える．
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島皮質および内側前頭前野から側坐核への異なる投射様式
Differential regulation of medium spiny and cholinergic neurons in the nucleus accumbens core 

by the insular and medial prefrontal cortices

○廣瀬健佑 1），中谷有香 2），白川哲夫 1）

Kensuke Hirose1）, Yuka Nakaya1）, Tetsuo Shirakawa1）

（1）日大・歯・小児歯，2）日大・歯・薬理）
1）Dept. Pediatric Dent., Nihon Univ. Sch. Dent., 2）Dept. Pharmacol., Nihon Univ. Sch. Dent.

【目的】
　近年の小児歯科臨床では，治療への協力度を向
上させるためのさまざまな方法があり，特に正の
強化因子による方法が多く取り入れられている．
大脳前脳部にある側坐核（NAc）は，大脳基底核
の一部であり，意欲の向上機構の 1つとして知ら
れている．NAcは，大部分が medium spiny neu-

ron（MSN）から構成されているが，数％はコリ
ン作動性介在ニューロン（ChN）である．また
NAcは，情動を担う島皮質（IC）および意思決
定に関与する内側前頭前野（mPFC）からの投射
を受けている．しかし，各ニューロンに対する皮
質からのシナプス入力特性については不明であ
る．そこで，われわれは IC→ NAc，mPFC→ NAc

について光遺伝学的手法およびホールセル・パッ
チクランプ法にて解析した．
　なお，本研究は日本大学動物実験委員会の承認
を得て行った（承認番号：AP20DEN026-3）．
【対象と方法】
　実験には，GABA作動性ニューロンに緑色蛍光
タンパク質（Venus）を発現し，コリン作動性
ニューロンに赤色蛍光タンパク質（ChAT-tdTo-

mato）を発現している遺伝子改変動物（Venus×
ChAT-tdTomatoラット）を用いた．同ラットの
ICおよび mPFCに青色光刺激によって活性化す
る非選択的陽イオンチャネルであるチャネルロド
プシン 2（ChR2）をアデノ随伴ウイルスベクター
（AAV）によって導入した．4-5週間後に NAcを
含む急性脳スライス標本を作製し，ChR2を発現
した IC→ NAcおよび mPFC→ NAc投射線維を
光刺激にて選択的に興奮させ，その時の応答を
ホールセル・パッチクランプ法にて記録した．
【結果】
　MSNにおいては，ICおよび mPFCから同等の
振幅を有する興奮性シナプス後電流（pEPSC）
が得られた．一方，ChNにおいては mPFCから

の投射による pEPSCが得られたが，ICからの投
射によるものはほとんど認められなかった．ま
た，各々のニューロンでは，電位依存性ナトリウ
ムチャネル遮断薬であるテトロドトキシンによっ
て pEPSCが消失し，カリウムチャネル遮断薬で
ある 4-アミノピリジンで回復した．AMPA受容
体の遮断薬であるDNQXはpEPSCを消失させた．
さらに pEPSCは，非選択的アセチルコリン受容
体作動薬であるカルバコールにより有意に減弱
し，ムスカリン M1受容体選択的拮抗薬であるピ
レンゼピンにより振幅の減弱は阻害された．

【考察】
　これらの結果より，MSNおよび ChNへの投射
は単シナプス性に EPSCを誘発し，mPFCから
ChNへの興奮性入力により放出されたアセチル
コリンが，MSNに発現する M1受容体を介して，
ICから NAcの MSNへの興奮性入力を抑制して
いる可能性が示唆された．
【文献】

 1）Rover M et al.：Cholinergic modulation of 

nucleus accumbens medium spiny neurons, 

Eur J Neurosci, 16：2279-2290, 2002.

〈図 1〉IC→ NAcにおける光刺激時の pEPSC
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有細胞セメント質の成長線の組織学的研究
Histological study of incremental lines in cellular cementum

○髙橋静香 1），山本恒之 2），八若保孝 1）

Shizuka Takahashi1）, Tsuneyuki Yamamoto2）, Yasutaka Yawaka1）

（1）北大・院歯・小児障害，2）北大・院歯・口腔機能解剖）
1）Dent. for Children and Disabled Persons, Dept. of Oral Funct. Sci., Hokkaido Univ. Fac. of Dent. Med., 

2）Oral Funct. Anat., Dept. of Oral Funct. Sci., Hokkaido Univ. Fac. of Dent. Med.

【目的】
　一般に有細胞セメント質にはヘマトキシリンに
濃染する幾重もの成長線が認められる．成長線は
PAS染色でも強く染まる石灰化度が高い線条で
あるとの報告もあるが 1, 2），いまだ組織学的に不
明の点が多い．本研究は有細胞セメント質の成長
線の構造を明らかにすることを目的として行われ
た．
【材料と方法】
　本研究室で 10％中性ホルマリン中に保存され
ていた，根尖部でセメント質が肥厚しているヒト
抜去大臼歯を材料とした．
（1） 光学顕微鏡と走査型電子顕微鏡（SEM）観

察
　歯を 5％蟻酸で脱灰後，2.5％グルタルアルデヒ
ド（pH7.4）で再固定し，通法に従いパラフィン
縦断切片を作製した．ヘマトキシリン－エオジン
染色，ヘマトキシリン単染色，ヘマトキシリンと
細網鍍銀染色，およびトルイジンブルーと細網鍍
銀染色の二重染色を施し観察した．一部のヘマト
キシリン単染色切片を写真撮影後，10％水酸化ナ
トリウムで浸軟処理を行い SEMにより観察した．
（2） 光学顕微鏡とコンタクトマイクロラジオグラ

フィー（CMR）観察
　ダイヤモンドディスクとエメリーペーパーによ
り厚さ 50-70 nmの縦断研磨切片を作製した．ヘ
マトキシリン単染色を施し写真撮影した後，
CMR撮影を行った．
【結果】
（1）光学顕微鏡と SEM観察
　成長線はヘマトキシリンとトルイジンブルーで
濃染する線条として認められた．二重染色では，
細網鍍銀染色で染まらずに白く抜ける線条が，ヘ
マトキシリンとトルイジンブルーに濃染する成長
線と一致した．成長線をはさみ，そのセメント質

表面側の線維配列は乱れていたが，象牙質側では
より整然と配列していた．SEMにより有細胞セ
メント質に線維に乏しい幾重もの溝状構造が観察
されたが，それらはパラフィン切片の成長線と一
致した．
（2）光学顕微鏡と CMR観察
　象牙質側からセメント質表面に向かって，低石
灰化を示す線状構造，やや石灰化度が高い帯状構
造，高石灰化を示す帯状構造が，この順番で繰り
返し認められた．低石灰化の線状構造は光学顕微
鏡下での成長線と一致した．
【考察】
　有細胞セメント質に見られる成長線は従来の報
告とは異なり，石灰化度が低く線維に乏しい層で
あることが明らかとなった．光学顕微鏡観察と
CMRにより，有細胞セメント質形成では，「形成
が進むにつれて線維が規則的に配列し石灰化度が
高まり，なんらかの理由で形成が中断，あるいは
著しく低下した時に石灰化度が最も低い成長線が
できる．形成再開直後では線維配列は乱れ石灰化
度も低いものの，配列が整うにつれて石灰化度も
増してゆく」という過程を繰り返しながら間欠的
に成長するということが示唆された．
【文献】

 1）藤井仁毅：セメント質の石灰化像，歯学，
57：206-228，1969．

 2）松尾　朗：セメント質の層板構造と繊維性基
質および石灰化度の変化に関する研究，東日
本歯誌，12（2）：193-217，1993．

 3）Yamamoto T et al.：Histology of human ce-

memtum：Its structure, function, and devel-

opment, J Dent Sci Rev, 52：63-74, 2016．
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口腔顔面領域の機械感受性に対する母子分離の影響
Effect of maternal separation in childhood on orofacial mechanical sensitivity in adulthood

○相馬千紘，相馬久実，尾辻　盛，白川哲夫
Chihiro Soma, Kumi Soma, Jo Otsuji, Tetsuo Shirakawa

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

【目的】
　慢性疼痛患者の多くは幼少期に育児放棄を受け
た経験を持つとの報告がある 1）．以前の研究から，
幼少期の過度のストレスにより神経系に可塑的変
化が引き起こされ，成熟後における慢性疼痛の発
症や重症化に関与することが示唆されている．ま
た，母子分離ストレス負荷により血中の脂質過酸
化物の増加および脳内の抗酸化酵素の減少を認
め，酸化ストレスが長期的に増強すること 2），活
性酸素が直接 TRPA1チャネルを介して疼痛発症
に関与することが報告されているが 3），その詳細
については不明である．
　本研究では母子分離ストレス負荷後の成熟期に
おける痛覚感受性変化に対する酸化ストレスの影
響と，その疼痛発症メカニズムを解明することを
目的として，神経系の発達に重要な乳児期での母
子分離による幼少期ストレスを負荷したモデル動
物を用いて検討した．
【対象と方法】
　本研究は日本大学歯学部動物実験委員会の承認
（承認番号 AP20DEN007）を得て行われた．

Sprague-Dawley新生仔ラットの半数を生後 2日
から 14日まで母親と 3時間分離することで母子
分離モデル（MS）群を作製した 4）．残りの半数
は分離せず，非 MS（non-MS）群とした．7週齢
時において，MS群と非 MS（non-MS）群に対し
て覚醒下にて口髭部と後肢足底部に von Frey毛
を用いて機械逃避閾値を測定した．次に，活性酸
素消去剤 N-tert-Butyl-a-phenylnitrone（PBN）
または TRPA1拮抗薬 HC-030031およびコント
ロールとして vehicleをそれぞれ腹腔内または口
髭部へ皮下投与し，30分後に口髭部における逃
避閾値を測定した．さらに，口髭部皮膚のパラ
フィン切片を作製し，酸化ストレスの指標となる
8-OHdGの免疫組織化学染色を行った．
【結果】
　口髭部と後肢足底部において non-MS群と比

較し MS群で有意に機械逃避閾値が低下した．ま
た，MS群の機械逃避閾値の低下は，vehicle群と
比較して PBNまたは HC-030031の投与により有
意に抑制された．また，口髭部皮膚は non-MS

群と比較し MS群にて 8-OHdG抗体により濃染
された．
【考察】
　幼少期ストレスが，成熟期における口腔顔面領
域の酸化ストレスを増加させることで同部位の機
械感受性を増強することが示唆された．また，増
加した酸化ストレスにより，口髭部 TRPA1が感
作または活性化されることで疼痛が発症する可能
性が示された（図 1）．

【文献】
 1）Macedo et al.：J Nerv Ment Dis, 207 （7）：

538-545, 2019.

 2）Malcon et al.：Experimental Brain Research, 

238 （9）：2097-2107, 2020.

 3）Morii et al.：Free Radic Biol Med, 147：175-
186, 2020.

 4）Yasuda M et al.：J Dent Res, 95 （10）：1191-
1197, 2016.

〈図 1〉 母子分離幼少期ストレスに起因する痛覚
感受性変化
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歯の発生過程における twist basic helix-loop-helix transcription factor 2の発現
Expression of twist basic helix-loop-helix transcription factor 2 during tooth development

○岩田こころ，岩本　勉
Kokoro Iwata, Tsutomu Iwamoto

（医科歯科大・歯・小児歯／障害歯 ）
Dept. Ped. Dent. / Spe. Needs Dent., Tokyo Med. Dent. Univ.

【目的】
　組織特異的な塩基性ヘリックスループヘリック
ス（bHLH）型転写因子はさまざまな器官発生に
重要な役割を担う．Barber-Say症候群は，twist 

basic helix-loop-helix transcription factor 2

（Twist2）を原因遺伝子とし，巨口，眼瞼外反，
萎縮性の皮膚，多毛および発育遅延に加え，歯科
的には，幅広い歯槽隆起，歯の形態異常，萌出遅
延などを示すが，これまでに Twist2は歯の発生
過程における発現や役割は明らかにされていな
い．そこで本研究では，歯の発生過程における
Twist2の発現解析を行うことを目的とした．
【方法】
　出生後 3日目（P3）の ICRマウスより歯（第
一臼歯，第二臼歯を含む），脳，肺，心臓，肝臓，
腎臓，骨から mRNAを抽出し cDNAを作製した
（徳島大学動物実験委員会による承認番号：T30-

59）．これらを用いて PCR法にて組織での遺伝子
発現を解析した．次に，歯胚の発生段階での
Twist2遺伝子の発現を明らかにするために，第
一臼歯の蕾状期として胎生 13.5日目（E13.5），
帽状期として E14.5，鐘状期として E18.5および
P1の各日齢の ICRマウスから顎顔面を摘出し，
凍結切片を作製した．これらを用いて，in situ 

hybridization法にて歯胚における Twist2遺伝子
の発現と発現細胞を解析した．最後に，マウスの
歯乳頭由来細胞株 mDPを用いて，Bone Morpho-

genetic Proteins 2（BMP2）刺激後 0h，24h，48h

後の mRNA をそれぞれ抽出し PCR 法にて
Twist2の発現を解析した．
【結果】
　Twist2は，RT-PCR法により出生後 3日目の
ICRマウスの各組織における mRNAの遺伝子発
現を比較したところ，歯で最も強く発現してお
り，脳，肺，心臓，肝臓，腎臓，骨では検出され
なかった．次に，歯胚における Twist2遺伝子の

発現細胞を in situ hybridization法にて観察した
ところ，E13.5では，口腔上皮に接する間葉細胞
に多くの陽性細胞を認め，さらに蕾状期歯胚の歯
原性上皮細胞を取り囲む歯原性間葉細胞にも強い
発現を認めた．E14.5では，継続的に口腔上皮に
接する間葉細胞に陽性細胞を認め，帽状期歯胚に
連続して外エナメル上皮に接する歯原性間葉細胞
においてもその発現が認められた．さらに，歯乳
頭細胞のうち内エナメル上皮細胞に接する歯原性
間葉細胞に多くの陽性細胞を認めた．E18.5では，
口腔上皮に接する間葉細胞にその発現はみられな
くなり，鐘状期歯胚の内エナメル上皮細胞に接す
る未分化歯原性間葉細胞にのみその発現がみられ
た．P0では，上皮鞘が形成され歯根形成の準備
が進むが，この時点の歯原性間葉細胞には発現が
みられなくなった．また，マウスの歯乳頭由来細
胞 mDPを用いた分化誘導条件下では，Twist2は
分化開始時に発現を認めたが，分化が進むととも
にその発現が減少することが示された．
【考察】
　今回の解析により，Twist2は口腔の発生のき
わめて初期の口腔上皮に接する間葉細胞と，その
後の歯乳頭細胞にその発現がみられたことから，
神経堤細胞の細胞移動と歯の位置決定に関与して
いる可能性が示唆された．また，歯胚においては
未分化な歯原性間葉細胞にその発現がみられ，歯
根形成開始期には，その発現が消失した．Bar-

ber-Say症候群では歯の大きさの異常がみられる
ことからも歯の大きさ決定に関与している可能性
が示唆された．今後は機能解析を進め，Twist2

の分子機構を解明することで歯の発生過程におけ
る役割を明らかにしていきたい．
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低酸素環境が成熟期エナメル芽細胞に及ぼす影響
The influence of hypoxia on maturation ameloblasts 

○荒井春乃，稲葉　陽，森川和政
Haruno Arai, Akira Inaba, Kazumasa Morikawa

（岩医大・歯・小児障害歯）
Iwate Medical Univ. Div. Pediatric / Spe. Care Dent.

【目的】
　エナメル質は生体で最も硬い石灰化組織であ
り，この石灰化は成熟期エナメル芽細胞による基
質の分解吸収とミネラル輸送によって行われてい
る．成熟期エナメル芽細胞の分化や機能は，時空
間的に厳密に制御されている一方，遺伝子の異常
や環境的変化はその機能に変化をもたらす．その
ため，成熟期エナメル芽細胞を制御するメカニズ
ムの解明はエナメル質低石灰化の病因・病態の理
解，予防や治療方法の確立に必要不可欠である．
我々の研究グループでは，低石灰化型エナメル質
形成不全の遺伝的要因について検討を進めてき
た 1）が，本研究では出生前後の環境変化の一つ
である低酸素環境が成熟期エナメル芽細胞の機能
や分子の発現に与える影響を明らかにすることを
目的とした．
【対象と方法】

1．生後 10日齢マウスの上顎切歯を 4％ PFAに
て固定後，7 nm切片を作製し成熟期エナメル芽
細胞における Tight junction構成タンパク（Clau-

din4，ZO-1）の発現を免疫染色にて解析した．
本実験は岩手医科大学動物実験委員会の審査，承
認を得て行った（承認番号 01-007）．
2．ラットエナメル上皮細胞株（HAT7）を用いた
成熟期エナメル芽細胞株モデルにおいて，低酸素
環境（5％ O2）で 48時間培養し，Claudin4の発
現を qPCR，免疫染色，ウエスタンブロットにて
解析，また ALPおよび Alizarin Red染色にて石
灰化能を評価した．
3．HAT7を用いた Ca2＋輸送解析モデルを構築し，
低酸素環境（5％ O2）におけるエナメル芽細胞の
Ca2＋輸送能を評価した．
【結果】

1．Claudin4と ZO-1は，RA（波状縁型成熟期エ
ナメル芽細胞）では近心端と遠心端の両端に強く
局在する一方，SA（滑縁型）では遠心端には観

察されなかった．
2．成熟期エナメル芽細胞モデルにおいて，低酸
素環境は Claudin4の発現や ALPの発現領域，
Alizarin redに染色される石灰化領域を減少させ
た．
3．HAT7を用いた Ca2＋輸送の解析モデルにおい
て，低酸素環境は Ca2＋輸送能を低下させた．
【考察】
　低酸素環境が培養ナメル芽細胞による Clau-

din4の発現や Ca2＋輸送能，石灰化を低下させる
ことが明らかになった．Claudin4の先天的な異
常は，低石灰化型エナメル質形成不全の原因とし
て知られており，今回の研究は低酸素環境がタイ
トジャンクションの機能低下を引き起こして石灰
化度を低下させる可能性を示唆している．また成
熟期では，RAと SAを交互に出現させることで
エナメル質を高度に石灰化するが，低酸素環境は
成熟期の RA と SAの出現領域を変化させる可能
性も示唆された．
【謝辞】
　本研究は，岩手医科大学解剖学講座発生生物・
再生医学分野との共同で実施された．
【文献】

 1）Inaba A et al.：LPA6-RhoA signal regulates 

junctional complex for establishment ofpolar-

ity and morphology of Maturation stage ame-

loblasts, J Oral Biosci, 21：S1349-0079 （22） 
00004-4, 2022．
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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，
発行所，発行地，発行年（西暦），引用頁．の順に
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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 4年 3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
江崎グリコ株式会社
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

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
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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