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　第 34 回日本小児歯科学会近畿地方会大会を大阪国際交流センターにて「未来を担う子ど

もに素敵な笑顔を！」のテーマで、開催致します。本大会は大阪小児歯科専門医臨床研究会

を中心に大会実行委員会が準備を進め皆様のご支援、ご協力を賜り開催の運びとなりました。

　本格化する少子化で約 30 年前虫歯の子どもで溢れかえる診療所は今では余り見られなく

なり、子ども 1 人 1 人のきめ細かな診察が行われ診療内容も虫歯治療から虫歯予防や矯正

へとシフトしている最近では子ども達の泣き声も少なくなって来ました。また一方で幼児虐

待・食育の問題等も増え新たに考えさせられる事が出て来ました。そこで本大会のメインテー

マを「未来を担う子どもに素敵な笑顔を！」と掲げました。

　これから未来の子ども達に何をしていけばいいのか小児歯科医として考えさせられます。

　今回、特別講演として藤田紘一郎先生に「” 子どものアレルギーは腸で治す ” 消化器の摩

訶不思議」と題しご講演いただきます。難解な子どものアレルギー問題に関して貴重な話を

語っていただきます。教育講演では大阪大学教授仲野和彦先生に「歯科治療と感染性心内膜

炎―小児歯科医として必要な知識から最新の研究成果まで」を、早稲田大学教授根ヶ山光一

先生には「食生活からの母子関係・子どもの未来を考える」をご講演いただきます。コ・デ

ンタルセミナーでは認定歯科衛生士更新セミナーとして東京歯科大学講師桜井敦朗先生より

「今さら聞けない基本から最新の予防法まで～隣接面齲蝕を考える～」のテーマでご講演い

ただきます。また今回ランチョンセミナーを昼休み時に「コンポジットレジンの不思議な世

界～見て・聞いて・考えて～」をテーマに最新のコンポジットレンジンを解説していただき

ますので皆様の明日からの臨床に役立てて頂ければと思います。

　また、会員展示発表は一般発表 32 題、専門医更新 8 題、認定医更新 1 題と計 41 題もの

多くの演題を頂きました。その他商業展示なども皆様方のご支援を受け活気ある素晴らしい

大会にならん事を確信し、これからの小児歯科に明るい未来を彷彿させるような事を考慮し、

子ども達に素敵な笑顔を送れることを祈念してご挨拶とさせていただきます。

第 34 回日本小児歯科学会近畿地方会大会・
総会の開催にあたって

第 34 回日本小児歯科学会近畿地方会大会　

　　　大会長   　吾妻　昭夫
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ご 挨 拶

　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪府歯科医師会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　   太田 謙司

　第 34 回日本小児歯科学会近畿地方会大会の開催を心からお祝い申し上げます。
貴会は、創立以来、他分野とも連携しながら子育て支援や地域医療などにも進んで参加し、
小児歯科医療を社会に浸透させてこられましたことは、歴代会長をはじめ、役員の方々の
並々ならぬ熱意と努力の結果であると、敬意を表する次第であります。
　さて、ご承知のとおり、子どもたちの健康問題は多様化しております。
　う蝕の罹患率は減少傾向にあるとはいうものの、我々は、子どもたちが高齢期に至るま
で健康な口腔状態を保てるよう、家庭 ･ 学校 ･ 地域と協力して、歯・口の健康を保持・増
進することの重要性を伝え、健康意識を定着させていかなければなりません。このような
観点から本大会は、誠に意義あるものと存じます。
　近年、特に口の中の健康とからだ全体の健康との関係が重要視されるようになってまい
りました。本会では、「８０２０運動」を推進し目標を達成するに至りました。今後も口腔
の健康の維持、増進をはかり、健康で安心して暮らせる社会づくりに努力を積み重ねてい
きたいと考えております。
　このような観点から小児期から口腔ケアを習慣化し継続することは健康寿命の伸長に寄
与するため小児歯科の重要性は非常に高いと考えられます。すなわち高齢期まで口腔の健
康の維持、増進をはかるには小児期において口腔機能の健全な発育や向上をはかるなど小
児歯科医療の充実に努めることが重要であると確信しております。
　また、少子高齢化のピークを迎える重要な時に当たり、最も大切なことは社会保障の根
幹をなす医療を充実させる事や生涯を通じて安心して生活できる社会の構築であると考え
ております。
　次代を担う小児の口腔・心身の健全な発達の為に、関係者が相集い､ 多角的に研鑚を積
まれますことは誠に意義あるものと確信いたしております。本会も大会を通じまして貴会
とのさらなる協力関係を構築することによって、小児歯科医療の向上を推進していきたく
存じます。｢未来を担う子どもに素敵な笑顔を！」をテーマに開催されます本大会が、どう
か、実り多き大会となりますよう祈念申し上げております。
　最後になりましたが、大会の開催に向けご尽力されてこられました吾妻大会長はじめ、
大会役員並びに関係各位に深甚なる敬意とお慶びを申し上げますとともに、本大会が先駆
的な幾多の課題に積極的に取り組んでまいられた成果発表の場と、研修機会の提供という
役割をこれからも担われ、小児歯科学の更なる向上と発展に寄与されることを願いまして、
ご挨拶のことばとさせていただきます。
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ご 挨 拶

　　　　　　　　　　公益社団法人 大阪府歯科衛生士会 

　　　　　　　　　　　　　　　会　長 　　　　丸山 直美

　第 34 回日本小児歯科学会近畿地方会大会および総会の開催まことにおめでとうございま
す。大阪開催のご案内をいただき、挨拶の機会をいただけることをありがたく存じます。
　さて 2015 年 6 月に「保健医療 2035 提言書」が 公表されました。20 年先を見据えた
保健医療システムの構築を表したもので、今年生まれる子供たちが成人となる時のことを
考えた目標設定をしています。既に国は団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年の対応とし
て在宅医療を充実していくため、医科歯科介護連携の地域医療サービスの向上を目指し動
いています。確かに現状や近未来を見据えた医療介護システムの構築は大切ですが、様々
な食べ物が溢れる豊かな国、日本では過食による健康問題が低年齢化してきております。
食を中心とした生活習慣は心身の健康にも影響してきていますので将来日本の国を支える
ことになる子どもの成長には超高齢化社会の対策と同じくらいの取り組みが必要だと感じ
ます。
　食べ物を「口に取り込む」「噛む」「のみ込む」を学びながら機能の獲得をする歯の萌出期、
交換期は、ライフステージの中でも重要な時期です。また、嗜好品、習癖、基本的な生活
習慣はほぼ学童期が終わるまでに確立してきます。永久歯列が完成する頃、口腔にはむし
歯や歯周病という結果で生活習慣の影響が現れてきますのでいち早く生活習慣病の予防対
策を講ずることができるのは小児歯科分野に携わる歯科関係者だと感じます。歯科衛生士
会では行政や歯科医師会と協力し、府民の方へ地域歯科保健活動を通じて歯・口の大切さ
を伝えるという第 1 次予防の事業を行っていますが、改善が必要な場合は個人に応じた対
応を継続的に行うことのできる歯科診療所での関わりは大切です。一度獲得した習慣を変
えることは難しく、いかに人生の早い段階でよい生活習慣を身につけるか、歯科とのよい
関わりがもてるかが将来健やかで楽しく生活が送れる高齢者を多く生み出していくことに
なるといっても過言でないと思います。
　今年生まれる子供たちが還暦を迎える頃、今年の新成人は８０歳になっています。長期
的な視点で見たときに、この時代には出来るだけ多くの人が介護を必要とする状態でなく、
自立した生活が送れるような状況であってほしいと思います。そのために広い視野で歯・
口の問題に取り組める歯科衛生士が増えることを望み、歯科保健活動により多くの歯科衛
生士が活躍できることを願っています。どうぞご指導、ご教授くださいますようお願い申
しあげます。
　最後になりましたが小児歯科学会近畿地方会のますますの発展と皆様のご健勝を祈念い
たします。
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ご   案   内

１．受付は午前 8 時３０分から１階ロビーにて行います。

２．参加登録は受付にて参加申込書に記入のうえ、参加費　歯科医師 5,000 円、コ・デン

　　タルスタッフ　3,000 円、（学生・一般は無料）　を納入してください。

　　なお会場内では必ず参加証を着用して下さい。

３．専門医・認定医更新発表の方は、更新費用として別途 3,000 円を受付で納入してください。

４．コ　・デンタルセミナー・教育講演・特別講演・総会は１階大ホール、パネル展示発表

　　は１階ギャラリー、ランチョンセミナーは２階小ホール、商業展示は２階さくら西で

　　それぞれ行います。

５．当日　大阪マラソンが行なわれる予定です、できる限り公共交通機関をご利用下さい。

６．クロークは大ホールに入って左に用意しています。

７．当日は本抄録集を必ずご持参下さい。（当日は受付にて 500 円で販売します）

８．日本小児歯科学会研修受講単位ならびに日歯生涯研修単位取得希望者は、各自 ID

　　カードを受付へ掲示して下さい。

９．託児所を用意しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　                        

　　　　　　　　　　　　 大会事務局　〒 559-0017 大阪市住之江区中加賀屋 4-2-1

       　                                 　　　 あづま小児歯科　電話 06-6683-7575　　

　                                           　　　　　　　　　　  e-mail:azuma.dc@gol.com

大会情報はOSPホームページへ！　http://www.osp.ne.jp  

　　　　第３４回日本小児歯科学会近畿地方会大会
 　　        大　会　長　    吾妻昭夫

　　　　 実行委員長　　金澤真亨                  

　　　　委　　　員　　大橋健治　岡本誠　桑原康生　土井和弘　徳永順一郎　中原弘美　

　　                                       西田宜弘　野々村榮二　吉岡陽雄　吉見正樹　　　　　　　　　　

　　　  

  提携託児所

　　ピッコラ保育園　　電話　06-6775-0200

　　　国際交流センター正門前

　　　　・託児費用清算時に大会参加証を提示して下さい。

　　　　・託児費用の６０％を大会本部が補助します。

　　　　・前日までにできる限り予約を入れてください。

　　　　・詳細は直接保育園へ問い合わせてください。
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第 34 回
日本小児歯科学会近畿地方会大会

および平成 27年度総会

平成 27 年 10 月 25 日（日）

会　場

大阪国際交流センター
（地下鉄谷町線９丁目駅下車スグ）

〒 543-0001 大阪市天王寺区上本町８丁目 2-6

大  会  長

吾妻　昭夫

実行委員長

金澤　真亨

担　当

大阪小児歯科専門医臨床研究会（OSP）

後 　援

大  阪  府
大阪府歯科医師会
大阪府歯科衛生士会
日本小児歯科学会
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各会場スケジュール
　大ホール（1Ｆ）

9：10　　開会の辞　　 金澤　真亨　　

9：15　     座長　 吾妻　昭夫
 　　コ・デンタルセミナー

　 　　「今さら聞けない基本から最新の予防法まで」

 　　　　　　～隣接面齲蝕を考える～

　　　　　　　　　　　　　  桜井　敦朗　先生　（東京歯科大学講師）

10：20　  座長　 仲野　和彦
        教育講演 1

　 　　「食生活からの母子関係・子どもの未来を考える」

　　　　　　　　　　　　　   根ヶ山　光一　先生（早稲田大学教授）

11：25        座長　 佐伯　克彦
        教育講演 2

        「歯科治療と感染性心内膜炎」

        　　　　 ～小児歯科医として必要な知識から最新の研究成果まで～　

　　　　　　　　　　　　　   仲野　和彦　先生　（大阪大学教授）

13：40　  日本小児歯科学会近畿地方会　平成 27 年度総会

14：20   　座長　 有田　憲司
        特別講演

　　　　　「子どものアレルギーは腸で治す」

　        　　　　  ～消化器の摩訶不思議～　

　　　　　　　　　               　藤田　紘一郎　先生（東京医科歯科大学名誉教授）

　　　　　

16：30　   閉会の辞　　吾妻　昭夫　　　　

　　



9

会 場 案 内

　一般展示発表　1Ｆギャラリー（10：00 ～ 16：30）

展示 1　低年齢児からの不正な歯列やかみ合わせの異常との関わり
○南一惠、南貴洋

（みなみ歯科）

展示 2　下顎臼歯部に発生したエナメル上皮線維歯牙腫の 1例
 ○原田京子、原直仁、吉田訓子、白石愛湖、大東希好、人見さよ子、有田憲司

 （大阪歯科大学小児歯科学講座）

展示 3　臼歯部交叉咬合を伴う Beckwith-Wiedemann 症候群患児の長期管理
 ○道上郁美、大川玲奈、野村良太、仲野和彦

 （大阪大学大学院 歯学研究科 小児歯科学教室）

展示 4　３０分間乾燥状態にあった脱落乳歯を再植した１例
 ○谷口奈穂 1）、吉田和美 1）、佐々木有美 1）、佐々木秀和 1）2）、仲野和彦 2）

 （ 1）花博ささき歯科、2）大阪大学大学院歯学研究科小児歯科学教室）

展示 5　下顎左側側切歯部に過剰歯を認めた 1例
 ○和田聖史、仲周平、大川玲奈、野村良太、仲野和彦

 （大阪大学大学院歯学研究科小児歯科学教室）

展示 6　様々な歯科的問題点を有する骨形成不全症患者の一例
 ○米山莉紗、大川玲奈、野村良太、仲野和彦

 （大阪大学大学院歯学研究科小児歯科学教室）

展示 7　上顎犬歯により中切歯が歯根吸収を起こした 2例
 ○後藤花奈、仲周平、大川玲奈、野村良太、仲野和彦

 （大阪大学大学院歯学研究科小児歯科学教室）

展示 8　上顎右側第二乳臼歯に用いられた根管充塡材に起因すると思われる

	 後継永久歯の位置異常の一例
 ○森田 有美子、仲 周平、 大川 玲奈、野村 良太、仲野 和彦

 （大阪大学大学院歯学研究科小児歯科学教室）

展示 9　下顎両側第二小臼歯の歯胚が下顎両側第二乳臼歯の遠心部に存在する一例
 ○江口紘幸、大継將寿、仲周平、大川玲奈、野村良太、仲野和彦

 （大阪大学大学院歯学研究科小児歯科学教室）

展示 10　上顎左側第一小臼歯及び第二小臼歯に位置異常を認めた一例
 ○古々本一馬、仲周平、大川玲奈、野村良太、仲野和彦

 （大阪大学大学院歯学研究科小児歯科学教室） 

展示 11　歯牙腫により永久歯の萌出遅延を認めた３例
 ◯和唐薫子、仲 周平、大川玲奈、野村良太、仲野和彦

 （大阪大学大学院歯学研究科小児歯科学教室）
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展示 12　MFT による永久歯歯胚の萌出誘導の 1例
 ○中原弘美、大木明美、増永亜希子

 （中原歯科）

展示 13　同じ咬合誘導装置を用いて前歯部叢生を改善した姉妹例
 ○佐藤路代 1）、井出正道 2）　　 

 （ 1）佐藤歯科医院、2）鶴見大学歯学部小児歯科学講座） 

展示 14　当院小児歯科衛生士の初期研修システムと衛生士の動向
 ○黒田和博

 （神戸医療生協　生協なでしこ歯科　小児・障がい者歯科）

展示 15　成長発育期の歯科を念頭においた新しい問診票の活用

	 ～第三報　　咀嚼効率の向上および咀嚼方法の獲得への一つの提案　
 ○永石恵子、重山文子、櫛田雄一、畦平智友美、中川優香、中川佳昭、松下標、仲川憲幸、

 伊藤雅夫、神原修、峰正博、小林直克、船越禧征、新門正広、池尾元三朗

 （関西小児歯科研究会）

展示 16　担当歯科衛生士制によるリコール　　―32年間のまとめ―　第 2報
　　　　○野々村榮二、苗村仁美、野々村ひとみ、桑田和美、浜口沙織

 ( 野々村小児歯科クリニック )

展示 17　乳歯齲蝕発生部位と将来生じる永久歯齲蝕罹患歯数との関係について
 ○西田綾美、徳永有一郎、奥村聖子、徳永順一郎

 （医療法人社団　とくなが小児歯科クリニック “ レオ ”）

展示 18　全身麻酔下歯科治療における歯科衛生士のかかわり
 ○藤岡真央 1）、畑中有希 2）、宮本順美 1,2）、旭吉直 1,2）、大道士郎 1,2）

 1) 社会医療法人大道会　ボバース記念病院　歯科診療部 

 2) 社会医療法人大道会　森之宮病院　歯科診療部）

展示 19　レントゲン被爆の無い齲蝕検査機器「KaVo ダイヤグノカム」の臨床での有効性について
 ○金尾好章、岡本朋子、川井祐奈、戸口裕喜

 （医療法人　金尾好章歯科医院）

展示 20　骨形成不全症患児の歯科的所見に関する大規模調査
 ○佐賀佳奈衣、大川玲奈、野村良太、仲野和彦

 （大阪大学大学院歯学研究科小児歯科学教室）

展示 21　子供たちが安心な食生活を送れる為に、滋賀県保険医協会が活動してきた軌跡
 ○野村信人、安井星光、藤居明範

 （滋賀県保険医協会）

展示 22　仕上げ磨き時における歯磨き圧指導の影響

	 ～指導後の保護者に対する意識調査～

	 ○平尾彰規、前川寛湖、土井和弘、北村武嗣、古川智代

 （近畿歯科勉強会（KiDS））
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展示 23　乳歯歯髄細胞における低酸素培養の影響

	 ○河合咲希、永田幸子、大東希好、原田京子、有田憲司

 （大阪歯科大学　小児歯科学講座）

展示 24　多孔質ハイドロキシアパタイトはグラスアイノマーセメント強度および生体活性能を

	 向上させる。

	 ○西村 貴子、篠永 ゆかり、有田 憲司

 （大阪歯科大学　小児歯科学講座）

展示 25　充填用アパタイトアイオノマーセメントの抗菌性に関する研究

	 ○邱 思瑜、邱 秀慧、篠永 ゆかり、西村 貴子、阿部 洋子、有田 憲司    

 （大阪歯科大学　小児歯科学講座）

展示 26　Streptococcus	mutans	の母子伝播に関する分子生物学的検討
 ◯大継將寿、野村良太、仲野和彦

 （大阪大学大学院歯学研究科小児歯科学教室）

展示 27　非アルコール性脂肪肝炎マウスモデルの肝臓組織より分離した

	 Streptococcus	mutans	の分子生物学的分析
 ○畠山理那、仲周平、野村良太、仲野和彦

 （大阪大学大学院歯学研究科小児歯科学教室）

展示 28　感染歯髄組織における	Streptococcus	mutans	の存在に関する検討
 ◯鋸屋侑布子、野村良太、仲野和彦

 （大阪大学大学院歯学研究科小児歯科学教室）

展示 29　Streptococcus	mutans	におけるバクテリオシン産生能とバイオフィルム形成の関連

	 ○永山佳代子 1、森本節代 2、藤田一世 2、仲野和彦 1、仲野道代 2

 （1 大阪大学大学院歯学研究科小児歯科学教室・2 岡山大学大学院医歯薬総合研究科小児歯科学分野）

展示 30　幼児における歯列および口呼吸調査　第３報
 ○下平尾 知波、笹岡志帆、平尾知佳、泉宮真乃、田中亜弥、小石剛 

 （医療法人優心会こいし歯科）

展示 31　Er:YAG レーザーを用いた齲蝕除去時の発痛閾値について

	 ○松雪友明

 （医）友稜会荒戸歯科クリニック　（福岡市）

展示 32　ウェブサイトを用いての歯科医院の現状調査

	 ○小村隆志、畠田恵、下岡絵里、島田洋子、橋田早苗、杉山恵子、大嶋隆

 （こむら小児歯科・矯正歯科、関西女子短期大学）
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会 場 案 内
	専門医・認定医更新発表　1Ｆギャラリー（10：00 ～ 16：30）

更新 1　学童期の歯槽骨骨密度評価
 〇髙石佳知

 （医療法人社団天聖会　高石歯科医院）

更新 2　混合歯列期前期に、固定式拡大装置を使って歯列の拡大を行った 1例

	 ○ 小泉達哉

 （医療法人社団　コイズミ歯科）

更新 3　萌出障害を認めた上顎第一大臼歯の咬合誘導

	 〇竹内幸雄

 （竹内こども歯科クリニック）

更新 4　当医院における口腔外傷による来院患者の実態調査

	 ○亀井有太郎

 （かめい矯正・小児歯科クリニック）

更新 5　下顎乳前歯歯根破折の 1例

	 ○山本善子

 （山本歯科）

更新 6　機能的矯正装置（ムーシールド）による小児の片側性交叉咬合へのアプローチ

	 ○荒木啓伸

 （あらき歯科医院）

更新 7　外傷による脱落歯再植の予後

	 ○浦野公成　

 ( 浦野歯科小児歯科医院 )

更新 8　無汗型外胚葉異形成症の多数歯欠如児の義歯作製において、乳歯から永久歯へ

	 移行する際の注意事項についての考察

　　　◯吉田百子

 ( 兵庫県　吉田矯正小児歯科クリニック )

更新 9　コンポジットレジンを応用した保隙方法の一考察

　　　　　第１報　下顎乳前歯欠損症例

	 ○山田聖弥

 （白石こども歯科クリニック）
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会 場 案 内

小ホール 2Ｆ（12：30 ～ 13：30）

ランチョンセミナー

「コンポジットレジンの不思議な世界～見て・聞いて・考えて～」

　　

 　★朝、総合受付にて、先着 100 名様までに弁当の予約券を配ります。　

 　　定員＊ 150 名　１００名（食事付き）、　予備のいす席　５０名（食事なし）

 　　会場受付：１２時より　

 　　予定開始時間：１２時 15 分より

 　　予備のいす席での参加を希望される方は直接会場にお越しください。

　 　◎基本講座（概要説明）

 　　イントロデューサー：歯学博士 徳永有一郎先生

 　　　（医療法人社団とくなが小児歯科クリニック “ レオ ” 副院長）

 

 　◎商品紹介

 　　○株式会社 松風

 　　○株式会社 ジーシー

 　　○スリーエムヘルスケア株式会社

みなさん！　お昼の時間に食事（無料）を食べながらお勉強しませんか！

今回は日頃、臨床でよく使われている「コンポジットレジン」について、基本講座（約 10 分）

を聞いてから、代表３社より販売されている最新の製品を紹介（各社約 15 分）していただ

きます。

美味しく食べながら「コンポジットレジンの不思議な世界」を満喫しましょう。



14

特別講演
「子どものアレルギーは腸で治す」
　　　　　〜消化器の摩訶不思議〜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京医科歯科大学名誉教授

　　　　　　　　　　　　藤田　紘一郎　先生
【略歴】

1939 年、中国・旧満州に生まれる。東京医科歯科大学医学部を卒業後、

東京大学大学院医学系研究科博士課程修了。医学博士。

テキサス大学留学後、金沢医科大学教授、長崎大学医学部教授、

東京医科歯科大学大学院教授を経て、2005 年 4 月より東京医科歯科大学名誉教授、人間総合科学大学教授。2014 年 4 月

より現職。専門は感染免疫学、寄生虫学、熱帯医学。1983 年に寄生虫体内のアレルゲン発見で小泉賞受賞。2000 年にヒト

ATL ウイルス伝搬経路などの研究で、日本文化振興会 ･ 社会文化賞及び国際文化栄誉賞を受賞。　腸内環境と免疫の研究、寄

生虫とアレルギーとの関連を疫学および免疫学的に研究、感染症と水の研究を続ける一方で、生態系から見た現代の人間社会

のゆがみを追求している。

　アレルギー病とは、アトピー性皮膚炎、気管支喘息、花粉症など IgE 抗体が関与する疾患群をいい

ます。このアレルギー性疾患は最近異常に増えて参りました。たとえば、10 歳以下の子どもでは約 

40% がアトピー性皮膚炎ですし、昨年の春には日本人の 5 人に 1 人が花粉症にかかるようになりま

した。

　私は以前から、回虫をはじめとするいろいろな寄生虫をヒトの体内から一方的に駆逐したことが最

大の原因と主張してきました。しかし、その後の研究では寄生虫ばかりでなく、細菌やウイルスなど

の微生物がヒトのアレルギー反応を抑えていることがわかりました。

　私たちの身のまわりには、皮膚常在菌や腸内細菌、女性の膣にはデーデルライン乳酸菌という「共

生菌」がいて私たちを守っているのです。しかし、最近の清潔志向の行き過ぎで、回虫はもちろん、

身のまわりの「共生菌」まで排除している状況が日本国内で見られるようになりました。このような

日本人の「超清潔志向」が日本人のアレルギー疾患という現象を引き起こしてきたものと私は考えて

います。

　日本人の「超清潔志向」はこれらのアレルギー性疾患の多発を招いたばかりではありません。共生

菌の排除が新しい感染症、病原性大腸菌 O-157 を生み、薬剤耐性の病院内感染菌の発生を促したの

です。そしてこの「共生菌の排除」はいつの間にか「異物」排除につながったものと思われます。こ

のような傾向は、もはや人間が「生物」として生きる基盤さえ奪い、そしてそれは人間の精神的な面

にも影響を及ぼし、日本人の「感性の衰弱」までも引き起こしているように思えるのです。

　最近、子どもたちに関係した、考えられないような事件が日本で頻発しています。私たちが毎年の

ように訪れているインドネシアでは、このような事件は全く起こっていません。日本の子どもたちが

身体的な免疫力ばかりでなく、心の免疫力まで低下した結果であろうと思います。

　この講演では、子どもたちに身体的および精神的な免疫力を与える方法について腸を中心に話して

みたいと思います。

　【参考 文献】　
　「笑うカイチュウ」（講談社文庫）出版科学文化賞受賞　「清潔はビョーキだ」（朝日文庫）
　「こころの免疫学」( 新潮選書　　「免疫力をアップする科学」( ソフトバンククリエイティブ サイエンスアイ新書 )　
　「アレルギーの 9 割は腸で治る」（だいわ文庫）「子どもをアレルギーから守る本」（だいわ文庫）　
　「腸をダメにする習慣、鍛える習慣」（ワニブックス＋新書）
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教育講演１
「食生活からの母子関係・子どもの未来を考える」

　　　　　　　　　　　　　　早稲田大学人間科学学術院教授

　　　　　　　　　　　　　　根ケ山光一　先生 
【略歴】

1977-1986　大阪大学人間科学部助手
1986-1990　武庫川女子大学文学部　講師
1990-1992　武庫川女子大学文学部　助教授
1992-1994　武庫川女子大学家政学部　助教授
1994-1996　武庫川女子大学生活環境学部　助教授
1996-1998 　早稲田大学人間科学部　助教授
1998-2004　早稲田大学人間科学部　教授
2004- 現在　 早稲田大学人間科学学術院　教授

1990　　　　発達科学研究教育奨励賞　　　　　1991-1992 　英 Edinburgh 大学 客員研究員
1992　　　　博士 ( 人間科学 )　大阪大学　　　　2006　　　　発達臨床研究賞
2007　　　　こども環境学会賞論文賞　　　　　2013　　　　英 Strathclyde 大学客員教授 
2014　　　　仏 Toulouse 大学招聘教授

　歯科医師は保護者・養育者とともに，子どもの食に最も近い人たちである。虫歯は食・歯磨きと深く関係し，

歯科医師と保護者がともに関心を寄せる問題であり，それについては研究報告も多い。しかし子どもの食に関

して，保護者は偏食やむら食い・遊び食べを問題視するのに対して歯科医師は咀嚼や所要時間を重視するとい

う知見があり，その意識は必ずしも同じとはいえない部分がある。それは食を親子の関係性の中でとらえよう

とする保護者と，個体の行動としてとらえようとする歯科医師の違いであるともいえよう。子どもの食の問題

に関わる専門家として，歯科医師が母子関係の側面からそれを考察することにも重要な意味がある。

　子どもの規則正しい食は睡眠時間と関連し，それはまたテレビ視聴時間の長さなど生活習慣とも関連が強い。

また朝食の欠食傾向と後のメンタルヘルスや親子関係との関連も示唆されている。子どもの食は単に栄養や食

べ物と身体の関わりの問題ではなく，親子関係や生活習慣全体に関わる問題であるという視点が欠かせない。

　ヒトの子どもの食はそもそも，妊娠・哺乳という哺乳類の原点に関わっている。離乳とは親の身体が生み出

す乳資源への依存からの自立である。動物行動学は，離乳が哺乳の停止として母子のコンフリクトの場面であ

ると指摘する。ヒトの場合は人工乳と離乳食の存在が問題の像を複雑にしており，文化もその多様性に拍車を

かけている。食の発達はヒトの母子関係のベースを規定しているし，またその関係から枠づけられてもいる。

食は親子関係を反映した社会的営みなのである。

　日本には，ときに母性神話ともいわれるように，母親が子どもに献身的に尽くすことを美徳とする風潮があ

り，哺乳や食事の場面でもその傾向が見られる。しかし食は子どもの欲望の対象であるため，親はそれをしつ

けの場と位置づけようともする。日本で行われている「断乳」は，親が自らの献身を制するために社会が用意

した調節弁である。また食事場面で子どもが母親の過剰な関わりを拒否して自律性を主張しようとすることは，

子どもの側からの調節作用である。

　つまり子どもの食は親子それぞれの主体性が衝突し，親子の反発性が顕在化する場面であって，そういうコ

ンフリクトを通じて親子が自立を確立するのが子どもの食の場面なのである。そのコンフリクトにどう対応し

それをどう処理するかに親子関係の基本構造があらわれるし，したがって食は子どもの未来にも深く関わるこ

とになる。親が子どもの偏食や遊び食べに悩むのには，そういう背景が存在するのである。

【著書】
単著：発達行動学の視座　金子書房
＜子別れ＞としての子育て　NHK ブックス（在庫は早稲田大学人間科学部の生協書籍部にあります）　アロマザリングの島の
子どもたち　新曜社
編著：母性と父性の人間科学　コロナ社　　身体から発達を問う　新曜社
ヒトの子育ての進化と文化　有斐閣　　発達の基盤　新曜社　　子どもと食　東京大学出版会
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教育講演２
「歯科治療と感染性心内膜炎」
〜小児歯科医として必要な知識から最新の研究成果まで〜
　　　　　　　　　　　　　大阪大学大学院歯学研究科小児歯科学教室　教授

　　　　　　　　　　　　　　仲野　和彦　先生
【略歴】

1996 年 3 月　　大阪大学歯学部卒業

1996 年 6 月　　大阪大学歯学部附属病院研修医（小児歯科）

1997 年 3 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　 大阪大学助手歯学部附属病院小児歯科

2007 年 5 月　　大阪大学講師歯学部附属病院小児歯科

2011 年 10 月　 大阪大学准教授大学院歯学研究科小児歯科学教室

2014 年 8 月　　大阪大学教授大学院歯学研究科小児歯科学教室

　感染性心内膜炎は、歯科領域で最もよく知られている死に至ることもある全身疾患の１つです。黄色ブドウ

球菌などが引き起こす進行の早い心内膜炎に対して、歯科領域に関連する口腔レンサ球菌が引き起こす心内膜

炎は、比較的ゆっくりと進行するのが特徴です。心内膜炎は、基礎となる心疾患を有する人において、菌血症

を誘発する処置を行った際に生じる可能性がある疾患として認識されています。新生児 100 人に 1 人は先天

性心疾患を有しているとされていますので、私たち小児歯科医も心内膜炎の発症リスクを有する患児に日常よ

く遭遇するのではないでしょうか。本学歯学部附属病院小児歯科では、近隣の本学医学部附属病院や国立循環

器病研究センターの関連診療科から紹介される各種の心疾患を有する子ども達が多く受診されるため、心内膜

炎の発症予防を念頭に置いた歯科治療を日常的に多く手がけています。

　口腔レンサ球菌が関連する心内膜炎では、抜歯などの侵襲的で観血的な歯科治療が最大の誘因であると考え

られています。そこで、発症リスクがあるとされる心疾患を有する患児に発症リスクがあるとされる処置を行

う際には、抗菌薬の術前投与を行うことが推奨されています。2000 年頃までは日本における心内膜炎発症予

防のためのガイドラインが存在していませんでしたので、欧米のガイドラインに準拠して術前投与を行ってき

ました。2000 年を過ぎて日本でも独自のガイドラインが制定されましたが、その内容は 1997 年改訂の米国

のガイドラインに準拠していました。一方で、2007 年の米国のガイドラインの改訂は大変ショッキングな内

容で、これまでの心内膜炎発症予防に対する概念を大きく転換するものでした。現時点では、日本でのガイド

ラインはその内容に沿ったものではありませんが、今後概念が大きく変化していく可能性もありますので注目

すべきかと思います。

　口腔レンサ球菌によって引き起こされる感染性心内膜炎の研究に 20 年ほど従事してきましたが、この領域

の研究者の数は国内外問わず非常に少ないという印象があります。心内膜炎に関する研究の展開には独特の難

しさがあることは事実であり、臨床的な研究においては、その発症頻度の低さから多施設における症例を収集

しまとめて分析するという複雑なアプローチが必要になります。また、基礎的な研究では、心内膜炎が歯科領

域で主に扱う口腔細菌によって医科領域で扱う心臓という遠隔臓器で引き起こされる現象であるため、両方の

領域の研究者がコラボレーションして追究する必要性に迫られます。幸いにも、私たちはこれまでに多くの心

臓血管外科医や循環器内科医とコラボレーション体制を構築することができ、様々な基礎的・臨床的な研究を

進めることができました。本講演では、心内膜炎に関する研究を理解していただくために、その成果の一部も

お示したいと考えています。
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コ・デンタルセミナー
「今さら聞けない基本から最新の予防法まで」
　　　　〜隣接面齲蝕を考える〜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京歯科大学小児歯科学講座　講師

　　　　　　　　　　　　　　　桜井敦朗　先生
【略歴】

平成 12 年３月 大阪大学歯学部卒業

平成 16 年３月 大阪大学大学院歯学研究科修了

  博士（歯学）の学位受領

平成 16 年４月 科学技術振興機構研究員

平成 18 年４月 東京大学医科学研究所特任研究員

平成 20 年８月 大阪大学大学院歯学研究科助教（小児歯科学教室）

平成 22 年４月 東京歯科大学小児歯科学講座助教

平成 23 年11月 日本小児歯科学会学術賞（Lion Award）受賞

平成 25 年４月 東京歯科大学小児歯科学講座講師

　乳臼歯隣接面齲蝕は、言うまでもなく視診での発見が困難である。小児歯科臨床に携わる我々は、この隣接

面齲蝕を見逃さないようにしなければならないのは当然のことであるが、それ以前に隣接面齲蝕を予防するた

めに、保護者と小児に適切な指導を行う必要がある。しかし、フロッシングのような隣接面齲蝕の予防方法を

保護者に説明しても、それを納得して実践してもらうのは実は容易なことではない。ある歯科大学が定期的に

来院する３～５歳の患児の母親を対象に調査したところ、患児に毎日フロッシングをしていると答えた母親は

わずか 10%、週に数回行っていると答えた者を含めても 22％であったという。そのように、隣接面齲蝕の予

防に保護者の目が向きにくいのは、隣接面齲蝕が保護者にとって見えない、イメージしにくいものであるのが

理由かもしれない。

　小児歯科学の教科書によると、乳臼歯隣接面齲蝕は３歳６か月頃以降に好発する。第二乳臼歯は２歳３か

月～６か月頃に萌出を始め、概ね３歳頃に萌出を完了するが、この時から第一、第二乳臼歯間には一定した

接触点ができる。隣接面齲蝕は、隣在歯が萌出して接触していないと発生しないとされているが、乳臼歯の隣

接面の場合、３歳頃から接触点部で不潔になりやすくなり、半年程度そうした状況が続けば齲蝕が発生する。

2011 年度の歯科疾患実態調査では、３歳児齲蝕有病者率はピーク時の 1969 年に比べ、３分の１以下とい

う大幅な減少 (87.3% → 25.0%) を示していた一方で、５歳児の齲蝕有病者率の減少は３歳児に比べやや緩慢

(96.8% → 50.0%) であった。３～５歳の間に多く発生する齲蝕は、まさに乳臼歯隣接面齲蝕である。たとえ乳

臼歯隣接面齲蝕が保護者にとってイメージしにくいものであっても、我々はこの齲蝕の予防に向けた適切な指

導や予防処置を繰り返し行って保護者の意識レベルを上げる必要があるといえる。

　本セミナーでは、誰もが知っているような方法から最近利用されはじめた方法まで、乳臼歯隣接面齲蝕を予

防するためのさまざまな手段とその予防効果を検討したい。また、齲蝕予防に関して近年テレビ等で話題とな

り、保護者から質問を受けるような事柄についても考察したいと考えている。
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低年齢児からの不正な歯列や
かみ合わせの異常との関わり

○南一惠、南貴洋
（みなみ歯科）

【緒言】我々小児歯科医は低年齢時より口腔管理を担
う機会を得る。その際、すでに歯並びやかみ合わせの
異常を認める場合はもちろん、今後歯列不正の悪化が
予測される場合も、正常な成長発育へと誘導していく
ことが小児歯科医の重要な役割であると考える。今回
顎位の偏位を伴う前歯交叉咬合の乳歯列期の患児に積
極的に口腔管理を行ったので治療経過を報告する。

【症例】初診時年齢 2 歳 2 ヶ月の女児で、あごのずれ
を主訴として来院した。
初診時、第二乳臼歯は 4 歯とも未萌出であり、正中の
ずれと左側下顎乳中切歯から右側下顎第一乳臼歯にお
ける交叉咬合を認めた。上下顎ともに発育空隙がなく、
歯列が非対称であった。特に左側下顎乳側切歯の舌側
への転位を認めた。開口時に下顎が右に偏位する傾向
があり、顔に手枕をしてうつ伏せ寝をする睡眠態癖が
下顎の偏位と交叉咬合の大きい原因と考えられた。
乳歯列完成までは、睡眠態癖を改善し、臼歯でかむ姿
勢を習慣づけることと、舌ふりやスポット習慣などの
筋機能訓練を開始した。3 歳 8 ヶ月時、交叉咬合は改
善せず、会話時の口のゆがみや顎の偏位が著明になっ
たため、レジン充填により乳臼歯の咬合を挙上するこ
とで前歯の咬頭干渉を解消した。正中切端位をあわせ、
顎を偏位せずに開閉できるように練習を行い、上顎の
成長を促すために舌のスポット習慣と吸い上げ、正常
嚥下の筋機能訓練も行った。治療の結果、顎の偏位も
改善し、会話時の口唇のゆがみも改善した。

【考察】本症例の患児はまだ乳歯列期間であり、永久
前歯の交換時に交叉咬合が再発する可能性がある。し
かし、早期に前歯部の咬頭干渉を除去することで、顎
偏位を改善し正常な下顎の開閉を確立し、下顎のグラ
インディングの動きをスムーズにすることは、その後
の顎の正常な成長において有効である。また、咬合高
径を上げることは、舌房を広げることになり、舌の動
きを促進させ上顎を拡大させることにも寄与すること
になると考える。
顎の偏位を伴う交叉咬合の症例では、成長とともに機
能的偏位が骨格性の下顎骨の偏位へと進展し、顎関節
症を誘発することが予想される。重篤な不正咬合へと
移行しないように、低年齢の患児の協力を得られるよ
うな方法で積極的に口腔管理に介入することが、小児
歯科医の担うべき役割だと考える。

展示発表   No.1 展示発表   No.2

下顎臼歯部に発生したエナメル
上皮線維歯牙腫の 1 例

○原田京子、原直仁、吉田訓子、白石愛湖、
大東希好、人見さよ子、有田憲司

（大阪歯科大学  小児歯科学講座）

【緒言】　エナメル上皮線維歯牙腫は、外胚葉性間葉組
織の誘導を伴う上皮性腫瘍で、象牙質およびエナメル
質の形成を伴う比較的稀な良性歯原性腫瘍である。今
回我々は、下顎右側臼歯部の萌出遅延を主訴として来
院し、病理組織診断の結果本腫瘍と診断された一例を
経験し、患者および保護者に同意が得られたので報告
する。

【症例】患　児：初診時年齢　8 歳 9 か月　女児
主　訴：下顎右側の第二乳臼歯と第一大臼歯の萌出遅
延
既往歴：喘息（現在は処方なし）
現病歴：下顎右側の第二乳臼歯および第一大臼歯の萌
出遅延のため、平成 23 年から 3 年間近医にて経過観
察を行っていたが、8 歳を過ぎても萌出してこないた
め精査を希望して当科を受診した。
口腔内所見：Hellman の歯齢Ⅲ A 期で、下顎右側の第
二乳臼歯および第一大臼歯は未萌出であった。また、
上顎右側第一大臼歯のわずかな挺出が認められた。
パノラマエックス線所見：下顎右側の第二乳臼歯およ
び第一大臼歯の埋伏が認められ、第二乳臼歯近心相当
部に第二小臼歯の形成が認められた。また下顎右側の
第二乳臼歯および第一大臼歯歯槽部に歯牙腫とみられ
る不透過像が認められた。
臨床診断：下顎右側臼歯部歯牙腫
処　置および経過：
　8 歳 11 か月時、口腔外科に依頼し全身麻酔下で腫
瘍摘出。下顎右側第一大臼歯上の腫瘍を剥離し摘出、
周囲との癒着は認められなかった。摘出した腫瘍内部
は石灰化物を有していた。続いて下顎右側第二小臼歯
を抜歯。下顎骨骨折の危険性があったため、下顎右側
第二乳臼歯は保存することとした。
以降、腫瘍部への骨再生が確認され経過は良好である。
引き続き、第二乳臼歯および第一大臼歯の萌出につい
て経過観察中である。
病理組織診断：セメントや歯髄様組織を含む象牙質様
の組織、およびエナメル質様の組織が認められる。ま
た歯原性上皮も確認できることより、エナメル上皮線
維歯牙腫と診断された。

【考察】今後、下顎右側の第二乳臼歯および第一大臼
歯の自然萌出を期待するが、萌出傾向がみられない場
合には、再開窓・牽引を行う必要がある。また下顎右
側 2 埋伏歯の萌出まで、上顎右側第一大臼歯挺出防止
のための装置装着が必要である。
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展示発表   No.3

臼 歯 部 交 叉 咬 合 を 伴 う Beckwith-
Wiedemann 症候群患児の長期管理

○道上郁美、大川玲奈、野村良太、仲野和彦
（大阪大学大学院 歯学研究科 小児歯科学教室）

【緒言】Beckwith-Wiedemann 症候群は、臍ヘルニア・
巨舌・巨体を主徴とする常染色体劣性遺伝の疾患で
あり、日本における患者数は 500 ～ 1000 人と推定
されている。学童期に約 10％が悪性腫瘍を合併する
とされているが、新生児期に顕著であった諸症状は
年齢と共に消退していき、予後は良好であると考え
られている。一方、巨舌に関しては、歯科領域にお
ける器官の機能や発育に大きな影響を及ぼすと考え
られ、舌縮小術の適応となる場合もあるとされてい
る。

【症例】患児：初診時年齢 2 歳 11 か月　男児
主訴：咬合の精査ならび齲蝕予防希望
全身的既往歴：在胎期間 37 週での出産で，出生時
体重 3308g、身長 50.5cm であり、生後 6 か月には
身長・体重ともに、97 パーセンタイル値以上を示す
ようになった。新生児期より、臍ヘルニア・巨舌・
臓器腫大・過成長が認められ、診断基準を完全には
充たさなかったが、京都大学医学部附属病院にて、
Beckwith-Wiedemann 症候群類似疾患として腫瘍発
生を念頭に経過観察が続けられてきた。 3 歳 2 か月
時の模型分析の結果、下顎臼歯部において歯列弓幅
径が 2SD を超えて大きく、安静時の舌の突出も認め
られた。これらのことから、本症候群の主徴である
巨舌により下顎が拡大している可能性が考えられた
ため、成長が安定するまで経過観察が必要と判断し
た。4 歳 9 か月時には、身長・体重ともに 90 パー
センタイル値以内となり、小児科主治医の所見とし
ても成長が安定し始めているとのことから、頭部
エックス線規格写真をもとにセファロ分析を行った
結果、機能性交叉咬合と診断し、被蓋改善のため拡
大床を用いた治療を行った。その結果、6 歳 2 か月
時には臼歯部交叉咬合の改善が認められた。前歯部
の交換が完了しⅢ B 期となった 9 歳 0 か月現在も正
常被蓋を維持している。

【考察】Beckwith-Wiedemann 症候群の諸症状は年
齢と共に消退していき、一般的に、半身肥大を除い
て舌縮小術以外の成長過剰に対する治療は行われな
いとされている。本症例では巨舌が，臼歯部交叉咬
合が生じた一因であると考えられた。実際に，咬合
誘導治療を行うことにより交叉咬合の改善が認めら
れ、現時点で咬合は安定してはいるが、今後も少な
くとも永久歯への交換完了までは注意深く管理を続
ける予定である。

展示発表   No.4

３０分間乾燥状態にあった
脱落乳歯を再植した１例

○谷口奈穂 1）、吉田和美 1）、佐々木有美 1）、
佐々木秀和 1）2）、仲野和彦 2）

（ 1）花博ささき歯科、

  2）大阪大学大学院歯学研究科  小児歯科学教室）

【緒言】　乳歯の再植は後継永久歯に形成不全や萌出
障害を惹起する可能性があるため、あまり推奨され
ていない。しかし、永久歯が萌出するまで乳歯が口
腔内に存在することは小児の心理的発育上、口腔の
形態的、機能的発育に意義があり、保護者の心理的
ストレス軽減など、再植を試みることに価値がある
と考える。今回我々は、脱落乳歯を再植し経過を観
察しているので報告する。

【症例】　患児は初診時年齢 3 歳 2 か月の女児で、室
内で転倒し、上顎左側乳中切歯が完全脱落した。脱
落歯はティッシュペーパーに包み乾燥された状態で
持参され、脱落から 30 分が経過していた。
　保護者に後継永久歯に障害が起こる可能性のある
こと、再植を試みても予後不良に至ることがあるこ
とを説明したが、歯の保存を強く希望されたため再
植を行った。乾燥した脱落乳歯を保存液に浸漬し、
注意深くティッシュペーパーを除去した後、歯槽窩
に戻し、ワイヤーとレジンにて固定を行った。10 日
後、受傷時の軟組織部の炎症は改善し、目立った動
揺などは認められず、食事などにおいても特に問題
はないとのことであった。受傷１ヶ月後に固定を除
去し上顎左側乳中切歯の根管処置を施し、水酸化カ
ルシウム・ヨードホルム製剤で根管充填を行った。
受傷 4 ヶ月後にデンタルエックス線撮影にて上顎左
側乳中切歯根尖部に根吸収が認められた。しかし、
生理的な状態よりもやや動揺は認められたものの、
軟組織部に異常所見はなく、機能的にも問題は認め
られなかった。

【考察】　脱落歯の再植は再植までの時間、脱落歯の
保存状態、歯根形成量、さらに固定方法などの諸条
件が予後に影響するとされている。本症例は再植ま
で 30 分程度ではあったものの、一見すると乾燥して
おり再植に理想的な状態ではなかった。その後、根
吸収が認められていることから、通常の交換期より
早期に脱落することが想定される。保護者には、歯
肉の腫脹、動揺などが認められた場合にはすぐに連
絡することや後続永久歯への影響が考えられるため
今後の経過観察が重要であることの説明を行ってお
くことが重要だと考えられる。
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展示発表   No.5

下顎左側側切歯部に過剰歯を認めた
1 例

○和田聖史、仲周平、大川玲奈、野村良太、
仲野和彦

（大阪大学大学院歯学研究科  小児歯科学教室）

【緒言】　
過剰歯とは、正常な歯の数を超えて形成された歯の
ことをいい、成長しつつある歯堤上の細胞の過成長
により、正常数以上の歯胚が形成されることで生じ
るとされている。日本人における発生頻度は約 3%
であると報告されており、乳歯よりも永久歯に多く、
上顎における頻度が下顎よりも高いとされている。
今回、下顎左側側切歯部に過剰歯が存在する稀な症
例に遭遇したので報告する。

【症例】
患児は初診時年齢 7 歳 3 か月の女児で、下顎左側側
切歯部の過剰歯の精査加療のため当科を紹介され受
診に至った。下顎左側中切歯と犬歯の間には側切歯
様の 2 本の歯が存在し、1 本は歯列上にもう 1 本は
舌側に位置していた。また、吸指癖に起因すると思
われる開咬が認められた。側切歯様の 2 本の歯の歯
冠を観察すると、歯列上の歯と比較して舌側に位置
している歯の方が，近遠心幅径が下顎右側側切歯と
同等の大きさであった。一方で、歯列上に位置して
いる歯の切縁形態は丸みを帯び、下顎右側側切歯の
形態とは異なっていた。エックス線診査において歯
根の形態を確認した結果、舌側に位置している歯の
歯根の状態に異常所見は認められなかった。これら
のことから、歯列上に位置している歯を過剰歯とし
て抜歯することにした。その後、2 か月程で舌側に
位置していた下顎左側側切歯は歯列上へ移動した。
また、吸指癖を中止するように指導した結果、開咬
の傾向は改善していった。

【考察】　
過剰歯と判断し得る歯が複数存在した場合、視診や
エックス線所見などから過剰歯である歯を決定して
処置方針を考えることは重要であると考えられる。
吸指癖に起因すると思われる開咬については、7 歳
3 か月でのアプローチは遅く、もう少し早くアプロー
チする必要があったのではないかと思われる。本症
例では、歯列咬合の状態を永久歯交換終了まで観察
し、必要に応じてさらなる処置を検討したいと考え
ている。

展示発表   No.6

様々な歯科的問題点を有する骨形成
不全症患者の一例

○米山莉紗、大川玲奈、野村良太、仲野和彦
（大阪大学大学院歯学研究科  小児歯科学教室）

【緒言】　骨形成不全症は、I 型コラーゲンの形成異常
により生じる常染色体優性遺伝の疾患である。歯科
的特徴として象牙質形成不全症が認められることが
多いが、頻度が少なく重症度が様々であり対応が困
難である場合も多い。今回、骨形成不全症の小児患
者において、これまでに報告のない歯科的所見を有
する症例に遭遇したので報告する。

【症例】　患児は初診時年齢 7 歳 7 か月の男児で、乳
歯早期脱落を主訴に精査および加療のため当科受診
に至った。保護者によると、患児はこれまでに二度
骨折の経験があるとのことであった。また、母親も
骨形成不全症に罹患しており、多数の欠損歯が存在
し部分義歯を使用しているとのことであった。初診
時に行った口腔内診査では、上顎左側第二乳臼歯は
残根状態であり、その他には上下顎右側第一大臼歯
および下顎両側中切歯のみが認められた。保護者に
よると、乳歯は自然に崩壊し脱落したとのことであっ
た。パノラマエックス線診査の結果、多数の永久歯
における歯胚の位置異常と上顎両側側切歯の先天欠
如が認められた。

【処置および経過】　まず、咀嚼障害および審美性の
改善のため義歯を作製し、永久歯の萌出に伴い義歯
の調整を継続した。８歳６か月頃に歯冠幅径の大き
な上顎両側中切歯が萌出してきたが、その後まもな
く歯根吸収を開始し、１１歳８か月頃には自然脱落
した。上下顎両側第一大臼歯も、歯根完成前に歯根
吸収が開始するとともに歯冠自体も崩壊を始めた。
さらに、下顎両側切歯においても歯根吸収が生じた。
萌出歯は、全顎的に象牙質形成不全による軽度の着
色を認め、１３歳３か月のパノラマエックス線診査
では、７歯の未萌出永久歯を認めた。

【考察】　骨形成不全症に随伴した象牙質形成不全症
では、乳歯に著しい咬耗が生じることが知られてい
る。本症例では、乳歯および一部の永久歯において、
歯根吸収後に歯冠が崩壊し、当該歯の自然脱落が認
められた。今後経過観察を継続し、既萌出歯に対し
てはう蝕や歯周疾患の罹患を防ぎ、可及的に保存を
試みるように努めたいと考えている。また、未萌出
歯に関しては、歯の形成と萌出について注意深く観
察していきたいと考えている。また、本症例では歯
列咬合状態の変化を十分把握した上で、義歯の作製
および調整を継続することが重要と思われる。
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展示発表   No.7

上顎犬歯により中切歯が歯根吸収
を起こした 2 例

○後藤花奈、仲周平、大川玲奈、野村良太、
仲野和彦

（大阪大学大学院歯学研究科  小児歯科学教室）

【緒言】　上顎犬歯は他の歯種よりも埋伏や異所萌出
などの異常をきたすことが多く、隣在歯の歯根吸収
を引き起こす症例が報告されている。今回我々は、
上顎犬歯により同側中切歯の高度な歯根吸収を引き
起こした２例に遭遇したので報告する。

【症例１】　患児は初診時年齢 13 歳 1 か月の女児で、
上顎左側乳犬歯の晩期残存の精査のため近医を受診
した際に、上顎左側犬歯による同側中切歯の歯根吸
収を指摘され、加療のため当科受診に至った。デン
タルエックス線、パノラマエックス線およびコー
ンビーム CT 診査により、上顎左側中切歯の歯根は
2/3 程度吸収していることが明らかになった。上顎
左側中切歯は歯根吸収の程度から保存不可能と判断
し、13 歳 3 か月時に抜歯を行った。抜歯空隙はレ
ジン歯にて保隙し、フック付きのリンガルアーチを
装着後、上顎左側犬歯の牽引を開始した。13 歳 7
か月時には上顎左側犬歯の萌出を確認し 14 歳 0 か
月時には牽引を終了して、現在セクショナルアーチ
にて前歯部の排列を行っている。当該歯の完全萌出
後に歯冠修復を行うことで、形態修正する予定であ
る。

【症例２】　患児は初診時年齢 12 歳 1 か月の女児で、
近医を受診した際にエックス線像から上顎右側犬歯
の位置異常を指摘され、精査加療のため当科受診に
至った。デンタルエックス線、パノラマエックス線
およびコーンビーム CT 診査により、上顎右側中切
歯の歯根は 1/2 程度吸収しており、上顎左側側切歯
は歯根の 2/3 程度吸収していることが明らかになっ
た。上顎右側中切歯および上顎左側側切歯は、歯根
吸収の程度から保存が不可能と判断し、12 歳 3 か
月時に抜歯を行った。抜歯後セクショナルアーチを
装着し、空隙はレジン歯にて保隙した。13 歳 3 か
月時には抜去した空隙への上顎両側犬歯の萌出を確
認した。当該歯の完全萌出後に歯冠修復を行うこと
で、形態修正する予定である。

【考察】　上顎犬歯による隣在歯の歯根吸収の症例
は、早期に発見し早期に対処することが重要である
と思われる。そのためには、エックス線診査で上顎
犬歯の位置をあらかじめ把握しておくことが大変重
要であると考えられる。特に、片側のみの上顎乳犬
歯の残存が認められる際には、早急に精査を行う必
要性を感じるべきであると思われる。

展示発表   No.8

上顎右側第二乳臼歯に用いられた根
管充塡材に起因すると思われる後継
永久歯の位置異常の一例

○森田 有美子、仲 周平、大川 玲奈、野村 良太、
仲野 和彦

（大阪大学大学院歯学研究科  小児歯科学教室）

【緒言】　乳歯の歯内治療における根管充塡には、生
理的な歯根吸収を阻害することのない水酸化カルシ
ウム製剤を用いることが一般的である。今回、我々
は上顎右側第二乳臼歯において、根管充塡材として
ガッタパーチャポイントが使用されたことで、当該
歯が晩期残存し後継永久歯の位置異常を来したと考
えられる症例に遭遇したので報告する。

【症例】　患者は、初診時年齢 21 歳 3 ヶ月の女性。
近医を受診した際に、上顎右側第二乳臼歯の晩期残
存および上顎右側第二小臼歯の位置異常を指摘され
たため、専門機関での精査を勧められ当科受診に至っ
た。全身的既往歴及び家族歴に関して特記事項はな
い。初診時に行った口腔内診査において、上顎右側
第二乳臼歯が残存しており、口蓋側には後継永久歯
の咬頭と思われるものが確認された。また、第三大
臼歯を除くすべての永久歯の萌出が認められた。パ
ノラマエックス線像からは、上顎右側第二小臼歯の
歯冠は大きく近心に傾斜していることが分かった。
一方で、上顎右側第二乳臼歯の根管内にはガッタパー
チャ様の不透過物が 2 つ認められた。コンビーム CT
撮影を行い精査した結果、上顎右側第二小臼歯の頰
側咬頭が近心に向いており、舌側咬頭は遠心側で歯
冠を口蓋側に向けて概ね水平に植立しているが、明
らかな歯根の彎曲は認められなかった。
　まず、浸潤麻酔下で上顎右側第二乳臼歯の抜歯を
行い、当該部の保隙を行うこととした。上顎右側第
二乳臼歯の抜歯窩を掻爬した際に、ガッタパーチャ
ポイント様の物体が認められたため採取した。その
後、上顎右側第二小臼歯は抜歯したスペースに向かっ
て萌出傾向にあることが確認された。

【考察】　本症例における乳歯の晩期残存は、根管内
にガッタパーチャポイントが充塡されることで、後
継永久歯による先行乳歯の歯根吸収不全に起因する
ものであると考えられる。今後は、上顎右側第二小
臼歯の動きを観察し、必要に応じて当該歯の歯列上
への排列を行いたいと考えている。
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展示発表   No.9

下顎両側第二小臼歯の歯胚が下顎
両側第二乳臼歯の遠心部に存在する
一例
○江口紘幸、大継將寿、仲周平、大川玲奈、
野村良太、仲野和彦

（大阪大学大学院歯学研究科  小児歯科学教室）

【緒言】　歯の萌出位置異常の原因には、永久歯の先
天欠如や歯胚の位置異常、顎骨の発育不全などがあ
げられる。歯の萌出位置異常は 2~3% の頻度で発生
し、臼歯部では第一大臼歯に多いことが知られてい
る。今回我々は、下顎両側第二小臼歯の歯胚が下顎
両側第二乳臼歯の遠心部に存在するという稀な症例
に遭遇したので報告する。

【症例】　患児は初診時 8 歳 8 か月の男児で、永久歯
の萌出遅延および反対咬合への精査加療を求めて当
科受診に至った。全身的既往歴として出生時に心室
中隔欠損症を認め、生後半年頃に手術を行い現在は
安定しているとのことであった。口腔内診査を行う
と、下顎両側中切歯および側切歯の萌出は認められ
ていたが、上下顎両側第一大臼歯、上顎両側中切歯
および側切歯は未萌出であった。前歯部では反対咬
合が認められた。パノラマエックス線診査の結果、
下顎両側第二小臼歯の歯胚は下顎両側第二乳臼歯の
遠心部に存在していることが明らかになった。また、
未萌出の下顎両側第一大臼歯の歯冠は遠心方向に向
いていることが分かった。本症例では、全体的に歯
の形成が遅延していると考えられたため、まずはそ
れぞれの形成過程を観察していくこととした。9 歳
5 か月の時点で、上顎両側中切歯および側切歯の萌
出が認められたが、前歯部の反対咬合は改善せず、
下顎両側中切歯の歯肉退縮も認めたので、リンガル
アーチ型の装置を用いて前歯部の被蓋改善を行った。
その後、9 歳 11 か月の時点でも、上下顎両側第一大
臼歯の萌出は依然認められなかったが、萌出傾向お
よび歯根の成長を認めた。一方で、下顎両側第二小
臼歯の歯胚の位置は、8 歳 8 か月の時点と比較して
変化は認めなかった。

【考察】　9 歳 11 か月の時点で、上下顎両側第一大臼
歯は依然認められてはいないが、萌出傾向および歯
根の成長も認めるため、このまま観察していきたい
と考えている。しかし、上下顎両側第一大臼歯が萌
出した際には、遠心に傾斜することが想定されるた
め、その傾斜を改善することを考える必要があると
思われる。また、下顎両側第二乳臼歯と下顎両側第
二小臼歯の歯胚の位置関係を診査し、全顎的な排列
についても考えていかなければならないと思われる。

展示発表   No.10

上顎左側第一小臼歯及び第二小臼
歯に位置異常を認めた一例

○古々本一馬、仲周平、大川玲奈、野村良太、
仲野和彦

（大阪大学大学院歯学研究科  小児歯科学教室）

【緒言】　
位置異常を呈する永久歯は、先行乳歯とのスムーズ
な交換が困難なことがある。今回、上顎左側第一小
臼歯及び第二小臼歯の歯軸が著しく遠心に傾斜し自
然萌出が困難と思われる症例に遭遇したので、その
経過を報告する。

【症例】　
初診時年齢 10 歳 10 か月の女児。上顎左側側方歯
群の萌出遅延の精査を主訴として来院した。上顎左
側乳犬歯、上顎左側第一乳臼歯は約 1 か月前に自
然脱落したとのことであったが、上顎左側第二乳臼
歯は残存していた。初診時のパノラマエックス線診
査によって、上顎左側第一小臼歯、上顎左側第二小
臼歯が遠心に約 45 度傾斜していることが確認され
た。上顎左側犬歯及び上顎左側第一小臼歯は未萌出
であったが、先行乳歯が自然脱落して 1 か月しか経
過していなかったため、それぞれの歯の自然な動き
を観察することにした。11 歳 3 か月時にコーンビー
ム CT 撮影を行い、上顎左側犬歯、上顎左側第一小
臼歯及び上顎左側第二小臼歯の位置及び傾斜度を診
査した。その結果、上顎左側第一小臼歯の萌出を促
す必要性が示されたため、開窓術を行い、牽引を開
始することにした。12 歳 1 か月の時点で、上顎左
側第一小臼歯は依然歯軸が傾斜し、また近心に捻転
していたが、咬合平面近くまで萌出してきたため、
萌出ガイドのために残しておいた上顎左側第二乳臼
歯の抜歯を行った。

【考察】　
本症例は、上顎左側第一小臼歯が著しく遠心に傾斜
していたことで、同歯の萌出不全を引き起こしただ
けではなく、上顎左側第二小臼歯の正常な萌出をも
妨げていたと考えられる。当該部の側方歯群の歯根
が未完成で自然萌出力がある状態であり、咬合誘導
処置を開始する上ではよいタイミングであったと考
えられる。今後、上顎左側第一小臼歯を遠心に回転
させる力を作用させて捻転を改善させるとともに、
上顎左側犬歯及び上顎左側第二小臼歯の状態を観察
し、必要に応じてこれらの歯に対しても適切な萌出
誘導処置を行っていく予定である。
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展示発表   No.11 展示発表   No.12

歯牙腫により永久歯の萌出遅延を
認めた３例

◯和唐薫子、仲周平、大川玲奈、野村良太、
仲野和彦

（大阪大学大学院歯学研究科  小児歯科学教室）

【緒言】歯牙腫は顎骨内に発生し、10 ～ 20 代に多く
見られる歯原性良性腫瘍である。集合性歯牙腫は上顎
前歯部に、複雑性歯牙腫は下顎臼歯部に好発し、乳歯
の晩期残存や隣接歯の萌出遅延の原因となるとされ
ている。今回、下顎前歯部において、歯牙腫の存在に
より永久歯の萌出遅延が生じた 3 症例に遭遇したの
で報告する。

【症例 1】患児は初診時年齢 13 歳 6 か月の男児で、
下顎左側乳側切歯の晩期残存への精査を求めて近医
を受診した。デンタルエックス線像により、下顎左
側乳側切歯根尖付近に歯牙腫様不透過像が確認され、
精査加療のため当科受診に至った。コーンビーム CT 
像により診査を行い、浸潤麻酔下で下顎左側乳側切歯
の抜歯と歯牙腫様組織の摘出術を行った。病理検査を
行ったところ、摘出物は歯牙腫と診断された。その後、
リンガルアーチを装着し経過観察を継続している。

【症例 2】患児は初診時年齢 12 歳 0 か月の女児で、
下顎右側乳犬歯の晩期残存への精査を求めて近医を
受診した。パノラマエックス線像により、歯牙腫様
組織が認められ、精査加療のため当科受診に至った。
コーンビーム CT による診査の結果、下顎右側乳犬歯
根尖付近に歯牙腫様像が認められた。また、下顎右側
犬歯の歯冠は下顎右側第一小臼歯歯根部付近に位置
していた。浸潤麻酔下で下顎右側乳犬歯の抜歯と歯牙
様組織の摘出を行い病理検査をすると、摘出物は歯牙
腫と診断された。その後、リンガルアーチを装着し経
過観察を継続している。

【症例 3】患児は初診時年齢 11 歳 7 か月の男児で、
下顎右側乳犬歯の晩期残存への精査を求めて近医を
受診した。デンタルエックス線像で下顎右側犬歯が近
心に約 45°傾斜し埋伏していたため、精査加療のため
当科受診に至った。パノラマエックス線撮影及びコー
ンビーム CT 撮影を行ったところ、下顎右側乳犬歯根
尖付近に歯牙腫様組織が認められた。浸潤麻酔下で
下顎右側乳犬歯と歯牙腫様組織の摘出を行い病理検
査をすると、摘出物は歯牙腫と診断された。その後、
リンガルアーチを装着し経過観察を継続している。

【考察】 今回の 3 症例では、いずれも歯牙腫の存在に
より乳歯の晩期残存および永久歯の萌出遅延が引き
起こされたと考えられる。永久歯の萌出時期には個人
差があるが、反対側同名歯との萌出時期の比較などの
口腔内診査に加え、永久歯の形成状況および位置把握
のためのエックス線撮影を適宜行うことの重要性が
示唆された。

MFT による永久歯歯胚の萌出誘導
の 1 例

○中原弘美、大木明美、増永亜希子
（中原歯科）

萌出障害を起こしている永久歯胚を観察し、その食
習慣や咀嚼、嚥下の機能を調べると、正常な咀嚼力
や咬合力、そして嚥下による舌圧が作用していない
者が多くみうけられる。今回、咀嚼力や咬合力また
嚥下力の発達の不良により萌出障害を起こしたと考
えられる永久歯胚の萌出誘導を、MFT を使って試み
たのでここに報告する。

【対象】　　
左側上下第 2 小臼歯の萌出障害を有する 11 歳 8 か
月女児

（MFT 測定値）　口輪筋　500g　咬合力右 7.1kg 左
17.1kg　最大開口 44.1㎜
口角間 36.6㎜　吸い上げ　不可　 スポットに舌尖を
付けた時の開口量 19.7㎜

（姿勢・食習慣の問題点）　下向きで歩く。猫背。頬
杖をよくつく。薬がうまく飲み込めない。テレビを
見ながら食べる。麺類を噛むように食べる。朝食は
パンが多い。

【方法】
１）MFT：口角の強化、該当乳歯への咀嚼圧と咬合
圧のコントロール、口蓋への舌圧のコントロール、
咀嚼トレーニング、姿勢生活習慣の指導
２）咬合調整・ストリッピング：上下左側 E

【結果及び考察】
MFT により各筋機能が向上し、9 か月後左下 E 、10
か月後左上 E が自然脱落、上下５の萌出をみた。筋
機能を正常化し、正常な咀嚼・嚥下・咬合力を加え、
乳歯を咬合調整とストリッピングによりジグリング
させると、５の歯胚は方向を変え自然交換した。
現代の子ども達の食生活の軟食化・姿勢の悪化は歯
列咬合に影響を及ぼしているが、同じく歯牙の交換
にも大きく影響していると考えられる。
本治療法は、原因療法として、尚且つ経済的審美的
理由で牽引治療が不可能な患児にも適応できる治療
法として、意義ある治療法と考える。
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当院小児歯科衛生士の初期研修
システムと衛生士の動向

○黒田和博
（神戸医療生協　生協なでしこ歯科 小児・障がい者歯科）

小児歯科専門医院において歯科衛生士の役割は大き
い。専門性を追求するためには、新たに迎えるスタッ
フを初期研修によって早く力量を向上させ、個々の
力量と裁量に任せることなく目指す小児歯科につい
ての考え方と姿勢を全員で一致させチームワーク医
療が行えるようにすることが必要と考えている。ま
た、初期研修を先輩衛生士が担当しそれまでの経験
から身につけた知識と技術を伝え再確認する機会に
もなり、一緒に乗り越えていくことで、人間関係も
スムーズになっていると思われる。
　初期研修の目的は、・当院の目指す小児歯科及び診
療システムを理解する、・基本的な技術と知識を統一
する、・院所のレベルを保ち、さらに個性を発揮して
向上させる、・学ぶ姿勢を取得し、自立を方向づける、
としている。
研修内容は診療システムに沿って、アシスト研修、
初診研修、リコール研修、個別指導研修、母親教室
研修の 5 項目がある。それぞれの項目につき複数の
先輩衛生士が担当し、見学・レポート、講義・レポー
ト、実習、デモ、まとめの発表を行い、スタッフ全
員の評価を受けて合格すれば一人立ちできる。まと
めの発表では、各自が工夫したチェック表やアンケー
ト等の資料を集め、集計し、プレゼンにして報告し
ている。
当初は 5 つの項目に合格し初期研修を修了するのを
1 年間としていたが、研修を受ければ卒業できるの
ではなく、全スタッフによる合格が出なければ終了
できないため、平均で 3，4 年はかかっている。しかし、
苦労の多い分初期研修を修了した時の喜びと達成感
は大きく、仕事の継続へとつながっているようだ。
　1983 年 4 月 1 日開設時から 2015 年 4 月 1 日ま
での当院小児歯科衛生士の動向を調査したところ、
総数 44 人で平均勤続年数は約 6.6 年で、その 3 年
定着率は 68％、5 年定着率は 51％、10 年定着率は
26％であった。
当院には研修制度があることを知って就職希望をす
る新人衛生士は、5 つの課題の初期研修システムを
修了することで自信とやりがいを持ち勤続年数も長
くなっていると思える。

展示発表   No.13

同じ咬合誘導装置を用いて
前歯部叢生を改善した姉妹例

○佐藤路代 1）、井出正道 2)　　 
（1）佐藤歯科医院，2) 鶴見大学歯学部小児歯科学講座） 

【はじめに】正常な歯列・咬合の発達を妨げる咬合異
常に対しては、適切な時期に改善を図ることが必要
である。今回、上顎切歯の捻転を伴う前歯部叢生を
有する姉妹に対して、混合歯列期から同じ咬合誘導
装置を用いて、健全な永久歯咬合に誘導した症例を
経験したので報告する。
 

【症例】（姉）：初診時年齢 9 歳 8 か月，（妹）：初診
時年齢 8 歳 4 か月 
主訴：姉妹ともに上下顎前歯部叢生 
既往歴：姉妹ともに特記すべき事項なし 
口腔内所見：姉妹ともに咬合発達段階はⅢＡ期で、
下顎切歯部の叢生と上顎中切歯の捻転がみられ、過
蓋咬合であった。齲蝕はみられなかった。 
治療経過：姉妹同時に資料採得を行い、上下顎の相
対的バランスに大きな異常のない叢生および過蓋咬
合と診断し、側方拡大装置とヘッドギアを用いて叢
生と過蓋咬合の改善を図ることにした。姉は 9 歳
10 か月時、妹は 8 歳 7 か月時に側方拡大装置を上
顎に装着した。姉は 10 歳 2 か月時、妹は 8 歳 10
か月時に側方拡大装置を下顎にも装着した。歯列弓
拡大を行った後、姉は 10 歳 9 か月時、妹は 9 歳 6
か月時からヘッドギアを約 2 年間使用した。叢生と
過蓋咬合が軽減したが、永久歯列の最終配列の希望
があったため、姉は 13 歳 10 か月時、妹は 12 歳７
か月時にマルチブラケット装置を装着した。良好な
永久歯咬合が獲得されたので、姉は 15 歳 4 か月時
にリテーナーを装着（マルチブラケット装置装着 1
年 6 か月）、妹は 14 歳 5 か月時にリテーナーを装着

（マルチブラケット装置装着 1 年 10 か月）した。そ
の後、姉は 18 歳 3 か月まで、妹は 15 歳 10 か月ま
で定期的に経過観察を行った。 

【考察】同様の歯列不正を有する姉妹に対して、同じ
咬合誘導装置を用いて健全な永久歯咬合に誘導した
姉妹例を報告した。本報告の姉妹は一緒に当歯科医
院を受診した。適切な咬合発達段階に咬合誘導処置
を行えたことに加えて、姉妹一緒に定期的にかつ確
実に受診してくれたことが良好な治療結果に結びつ
いたものと考えられた。 
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成長発育期の歯科を念頭においた
新しい問診票の活用
〜第三報　咀嚼効率の向上および
咀嚼方法の獲得への一つの提案　

○永石恵子、重山文子、櫛田雄一、畦平智友美
中川優香、中川佳昭、松下　標、仲川憲幸、
伊藤雅夫、神原　修、峰　正博、小林直克、
船越禧征、新門正広、池尾元三朗

（関西小児歯科研究会）

【目的】
近年、齲蝕罹患率の低下と少子高齢化および口腔衛
生観念の向上などにより、小児歯科初診患者の動向
に大きな変化が生じていると思われる。その推移を
知り、未来志向の小児歯科臨床を展開していくため
に、関西小児歯科研究会独自で作成した問診票から、

「食べるのが遅い」「日常生活について」「夕食の時間」
という項目について着目し、咀嚼効率の向上および
咀嚼方法の獲得についての一提案をする。

【方法】
平成 27 年 5 月までに、当研究会会員の 8 診療所に
訪れた 0 ～ 16 才までの初診患者を対象とした。初
診時に記入いただいた問診票から、「食べるのが遅
い」「日常生活について」「夕食の時間」の項目を調
べていくと、咬合不全を疑う症例が多く見られた。
咬合不全が生活習慣の乱れになるととらえ、我々の
問診票が、いかに実際の診察に結びつくかを調査し
た。

【結果】
上記の患者を精査したところ、過蓋咬合、反対咬合、
偏位咬合を疑う症例が多く認められた。こういった
ケースに矯正治療を進めていく前に、臼歯部へのレ
ジン添加による咬合拳上法や、咀嚼方法の指導によ
り咀嚼効率の向上が認められたケースが多くみられ
た。その症例を紹介する。

【考察】
今回紹介した方法は、本格矯正治療の開始時期を
待っている間に、より良い咀嚼方法を獲得すること
ができれば子供たちの成長発育に寄与することがで
きる。問診票を活用することで子供たちの状況を正
確に把握して、従来は可撤式床装置で行っていたこ
とを、より機能的で負担が少なく簡便な方法の確立
を、我々研究会では検討していく。

担当歯科衛生士制によるリコール
　―32 年間のまとめ―　第 2 報

○野々村榮二、苗村仁美、野々村ひとみ、
桑田和美、浜口沙織
( 野々村小児歯科クリニック )

【目的】
長期間のリコールを行っていくには母親と小児の家
族やその生活環境などを理解しながらサポートして
いく必要がある。そこで、当院では開業以来歯科衛
生士が小児を担当していくリコールシステムをとっ
てきた。今回、この様なシステムをとってきた当院
での 32 年間にわたるリコール管理について患児の来
院率や推移などについて調べた。

【対象と方法】
開院以来来院した 32 年間の全患者を対象とした。調
査は以下の項目である。１）新患の年齢分布の変化
２）年別新患人数とリコール入会率 ( リコールに入っ
た人数割合 )　３）年別処置完了まで来院した患者の
リコール入会率　４）年別平均リコール来院予定人
数と来院率　５）年別リコール患者数とその全来院
患者数に占める割合　６）新患とリコール入会者の
5 年後の推移

【結果】
１）新患の年齢分布は開業後低年齢化の傾向が見ら
れた。２）新患人数は減少傾向がみられ、そのリコー
ル入会率は平均 73％であった。３）新患のうち処
置完了まで来院した患者ではそのリコール入会率は
92％でほぼ横ばいであった。４）年別月平均来院予
定人数は平成 9 年頃より変わらず、その来院率は平
均 93％であった。５）年別全来院患者は平成 8 年頃
から減少が見られた。一方、リコール患者数は横ば
いで、全来院患者に占めるリコール患者の割合は徐々
に増加していき、平成 26 年では 66％であった。６）
平成 21 年 12 月から来院した新患の 33％が、同月
のリコール入会者の 44％が 5 年後もリコール管理中
であった。

【まとめと考察】
担当歯科衛生士制による当院のリコールシステムで
は新患の平均 73％がリコールに入り、さらに処置完
了まで来院した患者では平均 92％がリコールに入っ
ていた。また、リコール患者の占める割合は徐々に
増加し、現在では 66％になっていた。リコール来院
予定人数の 93％が来院し、5 年経過後には 44% の患
者がリコールを受けていた。
リコールの担当歯科衛生士制については、議論の余
地があるかもしれないが、小児の性格や家庭環境な
どを理解し、口腔内の経時的な変化などにも対応し
やすいなどリコールの継続をサポートしていく上で
メリットがあると思われる。
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乳歯齲蝕発生部位と将来生じる永久
歯齲蝕罹患歯数との関係について

○西田綾美、徳永有一郎、奥村聖子、徳永順一郎
（医療法人社団　とくなが小児歯科クリニック “ レオ ”）

【目的】
小児歯科は、乳歯列期から永久歯列期へと、長期に
渡り継続管理が可能である。そこで、乳歯の齲蝕発
生部位から、永久歯の齲蝕発生リスクを予測するこ
とができれば、小児の将来的な永久歯齲蝕をより的
確に予防することができるのでは、と考えそれらの
関係性について調査した。

【方法】
乳歯列期から満 13 歳まで、当院へ定期的に受診し
ている 163 名（男児 83 名、女児 80 名）について、
乳歯齲蝕発生部位および dmf 歯数，第一大臼歯異所
萌出の有無、予防・本格矯正の既往、満 13 歳時点
でのＤＭＦ歯数などを診療録をもとに調査を行った。
その後、上顎乳前歯、下顎乳前歯，乳臼歯，またそ
の中でも特に第二乳臼歯遠心面の 4 部位について、
齲蝕を認める群と認めない群にわけ、ＤＭＦ歯数な
どについて関係性を検討した。

【結果】
ＤＭＦ歯数は，乳歯の齲蝕発生部位が第二乳臼歯遠
心面 (P<0.001)、乳臼歯 (P<0.01)、上顎乳前歯 (P<0.05)
で有意に多く、下顎乳前歯との有意差は認めなかっ
た。また、dmf 歯数は、乳歯の齲蝕発生部位が下顎
乳前歯・第二乳臼歯遠心面ともに有意差を認めた。
第二乳臼歯遠心面に齲蝕を認める群と、第一大臼歯
の異所萌出または予防・本格矯正の既往の間にはと
もに有意差は認めなかった。

【考察】
下顎乳前歯に齲蝕を認める群（C 型群）は，dmf 歯
数に有意差を認めたがＤＭＦ歯数には有意差を認め
なかった。一方、第二乳臼歯遠心面に齲蝕を認める
群（E 型群）は、dmf 歯数・ＤＭＦ歯数ともに有意
差を認めた。今回の結果から，E 型群は永久歯の齲
蝕発生リスクが高いことが示唆された。よって、E
型の患児は、永久歯の齲蝕発生リスクを減少させる
ために、保健指導の徹底や定期健診の間隔を短縮す
るなど、早期の対応が必要であると考える。

展示発表   No.18

全身麻酔下歯科治療における
歯科衛生士のかかわり

○藤岡真央 1)、畑中有希 2)、宮本順美 1,2)、
旭吉直 1,2)、大道士郎 1,2)

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

【緒言】　
近年障害児に対する全身麻酔下歯科治療が普及して
おり、当院でも年間約 150 件実施している。今回は
歯科衛生士として障害児の全身麻酔下歯科治療に関
わったので若干の考察を加えて報告する。

【症例 1】
患者：自閉症および知的障害を有する 6 歳 6 ヶ月の
男児。身長 130cm、体重 27㎏。
既往歴および現病歴：2013 年から A 病院児童精神
科において薬物療法を開始したがパニックが激しく
コントロール不良であった。齲蝕治療目的で自宅近
くの歯科医院を受診し当院を紹介された。
現症：簡単な意思疎通は可能であったが、診療室へ
の入室時に抵抗した。水平位を嫌い、座位でブラッ
シングを行った。乳歯 3 歯に齲蝕が認められ、1 歯
は抜歯が必要であった。
経過：母親には軽度知的障害と精神疾患があり、ヘ
ルパーが中心になり患児の生活をサポートしていた。
全身麻酔に対する母親の不信感は強く些細なことで
もヘルパーを介した慎重な対応が必要であった。母
親の了解を得て鎮静下に仰臥位パノラマエックス線
写真撮影を行い、全身麻酔下に乳歯冠の印象採得、
合着と抜歯を行った。一連の治療で母親が来院した
のは１回目の全身麻酔下歯科治療のみであった。

【症例 2】
患者：軽度知的障害を有する 6 歳 9 ヶ月の男児。身
長 115cm、体重 24㎏。
既往歴および現病歴：幼少期から皮膚炎と血尿を繰
り返し A 病院皮膚科と小児科でメサンギウム増殖性
腎炎と診断された。以前から歯肉炎が著しく口臭を
指摘されていた。
現症：上下顎前歯部に乳歯の交換期障害の齲蝕歯を
多数認め、著しい歯肉炎を伴う出血と口臭を認めた。
経過：コミュニケーションは可能であったため、ま
ず母子に口腔衛生指導を行い歯肉炎と口臭の改善に
努めることにした。1、2 ヶ月ごとに歯科衛生士が経
過観察を行い、自宅では母親が、小学校では教師が
仕上げ磨きを行ったが症状は改善されず、全身麻酔
下に保存困難な多数の乳歯の抜歯を行うことになっ
た。歯科衛生士は、主治医による全身麻酔の説明の
前に予めその必要性について母親に説明し、受け入
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れやすいようにした。全身麻酔当日も来院時から患
児と母親に付き添い、術後も病棟で随時説明を加え
不安軽減に努めた。

【考察および結論】　
今回の症例から、保護者とのラポール形成の難しさ
および全身麻酔に対する不安軽減の重要性を痛感し
た。今後はこれらのことも考慮して患児や保護者と
関わることが重要と考えられた。

展示発表   No.19

レントゲン被爆の無い齲蝕検査機器
「KaVo ダイヤグノカム」の臨床での
有効性について

○金尾好章、岡本朋子、川井祐奈、戸口裕喜
（医療法人　金尾好章歯科医院）

【緒言】近年のデジタル・レントゲン画像はパソコン
上に拡大して表示することにより、より鮮明に齲蝕の
診断に利用することが可能になった。しかしながら、
小児期、学童期の患児に対して、齲蝕の有無、進行
状況を確認する理由で、また、定期健診時等にレン
トゲン被爆を与えることに対する厳しい意見も多く
聞かれる。
今回、レントゲン被爆の無い近赤外線を用いた新し
い齲蝕検査機器「KaVo ダイヤグノカム」を利用した
初期齲蝕診断機器の有効性を、同じく光学式齲蝕検
出装置ダイアグノデントペン、デジタル・レントゲ
ン撮影、口腔内写真等から得るデータと比較し、臨
床上の有効性を調査した結果を報告する。

【調査方法】2015 年 2 月より同年 7 月末までの間に、
6 歳から 18 歳までの永久歯中、第一大臼歯、第二大
臼歯の齲蝕診断に「KaVo ダイヤグノカム」を使用し
た。同時に、ダイヤグノデントペンによる再検査、デ
ジタル・レントゲン検査、口腔内写真のデータを得
た 46 症例を検証した。また、調査対象齲蝕歯は術者
の目視による視診には臨床経験 3 年以上の歯科医師
が、新しい齲蝕の国際診断基準 ICDAS により齲蝕の
程度を、コード 0 ～コード 4 の範囲の初期齲蝕歯に
ついて調査した。　

【結果】①初期齲蝕病変の咬合面小窩裂溝齲蝕はレン
トゲン検査においても判読不可能な齲蝕病変もある
が、ダイヤグノカム、ダイヤグノデントペンにより、
診断可能な場合も多くあった。②目視によって判読
が難しい隣接面齲蝕にはデジタル・レントゲン撮影
が最も鮮明に判読できたが、「ダイヤグノカム」も有
効であった。③機器の性質上、乳歯、永久前歯には
不向きなことが確認できた。④シーラント、CR 充填
下の２次齲蝕にも有効であった。⑤機器の改良の余
地もあるが、撮影した画像をすぐその場で患児や保
護者に安全に見せることが可能。

【考察】レントゲン撮影による被爆を考えると定期健
診等にはレントゲン撮影をより少ない頻度で行い、
代ってダイヤグノカム、ダイヤグノデントペン等の
安全性の高い情報提供機器として有効であった。今
後、レントゲン被爆の無い診断機器が齲蝕診断等に
活用する時代になりつつあることが予想される。
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展示発表   No.20

骨形成不全症患児の歯科的所見に
関する大規模調査

○佐賀佳奈衣、大川玲奈、野村良太、仲野和彦
（大阪大学大学院歯学研究科  小児歯科学教室）

【目的】　骨形成不全症は、Ⅰ型コラーゲンの形成異
常による疾患であり、易骨折性、成長障害、青色強
膜および聴覚障害などの臨床症状を呈することが知
られている。歯科的特徴としては、象牙質形成不全
や咬合異常が認められることが知られているもの
の、その詳細は明らかになっていない。今回、全国
の小児歯科専門施設及び口腔外科施設に対するアン
ケート調査結果に、大阪大学歯学部附属病院小児歯
科に受診している患児のおけるデータを加え、骨形
成不全症罹患患児に認められる歯科的所見の詳細に
ついて分析を行うことにした。

【方法】　全国の小児歯科関連 69 施設および口腔外
科関連 465 施設を対象とし、骨形成不全症に罹患し
た症例の有無を問い合わせ、症例の内容について情
報提供を依頼した。また、本学小児歯科の登録患者
約 2000 名から骨形成不全症と診断された患児を抽
出し、カルテの記載やエックス線写真をもとに臨床
所見および処置内容に関して分析した。本研究は大
阪大学大学院歯学研究科倫理委員会の承認後、大阪
大学歯学部附属病院ホームページにおいて、当該患
者および保護者に周知のもと行った。

【結果】　小児歯科関連施設および口腔外科関連施設
合わせて 82 症例（男性 43 名、女性 37 名、無回答
2 名）の情報提供があった。本学小児歯科にて抽出
された骨形成不全症罹患患児は 27 症例 ( 男児 12 名、
女児 15 名 ) であった。これらの合計 109 症例のう
ち、象牙質形成不全が認められたのは 67 症例であっ
た。歯列咬合の異常としては、反対咬合が最も多く
30 症例であり、続いて開咬が 20 症例、叢生が 10
症例、上顎前突が 5 症例であった。反対咬合には、
逆被蓋、angle Ⅲ級、下顎前突、上顎劣成長の記載
も含めることとした。また、ビスホスホネート製剤
は 70 症例で服用されており、そのうち 29 症例にお
いて交換期に乳歯の抜歯を行っていたが、特に問題
は生じていなかった。

【考察】　骨形成不全症に罹患している患児では、そ
の約６割で明確な象牙質形成不全を認めることが明
らかになり、骨形成不全症と象牙質形成不全の重症
度との関連についてのさらなる調査が必要であると
思われた。また、反対咬合をはじめとした各種の咬
合異常が認められたため、それぞれに関しても骨形
成不全症との因果関係を追究していく必要性を感じ

た。さらに、ビスホスホネート製剤を服用している
症例が 65% 程度存在したが、全ての症例において交
換期の乳歯の抜歯処置の際に問題が生じていなかっ
たため、ビスホスホネート製剤服用下でも交換期の
乳歯の抜歯は可能であるとの知見を広めていく必要
性が示唆された。
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展示発表   No.22展示発表   No.21

子供たちが安心な食生活を送れる
為に、滋賀県保険医協会が活動
してきた軌跡

○野村信人、安井星光、藤居明範
（滋賀県保険医協会）

　イタリア・ミラノ万博が今年 5 月 1 日に開幕した。
「地球に食料を、生命にエネルギーを」をテーマに、
140 か国以上の食文化や「食」に関する最新の科学
技術が一堂に会する。日本館では、発酵やだしなど
和食の知恵や技を紹介する展示がある。欧州では和
食が健康的でおしゃれな食べ物として人気があり、
2013 年にユネスコ無形文化遺産に登録されたばか
りでもある。世界中で「食」への感心は確実に高まっ
ている。一方国内では、平成 17 年「食育基本法」を、
翌年には「食育推進計画法」を制定し、国民的運動
を展開してきた。その理念は、近年の国民の食生活
をめぐる環境の変化に伴い、国民の生涯に亘って健
全な心身を培い、豊かな人間性を育む為の「食育」
を推進していくことにある。
　また、歯科医療では従来の治す医療（歯の治療な
ど）から、暮らしの中で食べる幸せ、生きがいを支
える医療へとシフトを拡げつつある。正しい食生
活、食習慣に関する知識を小児期より学ばせていく
ことは重要であり、自らの健康は自らで守る姿勢は
これからの時代必要である。日常、子どもたちの口
腔の健康に関与する小児歯科医が、その教育の任に
あたることは当然とも考える。私たち小児歯科医が
持つ専門性より、口腔ケア、機能、嚥下については
相当研究データを積み上げてきたが、食品の安全、
安心の確保、食文化の継承については知らないこと
が多々あるようだ。滋賀県保険医協会は昭和 50 年
に設立され今年で 40 年経つが、当初より医師、歯
科医師が協力し合い、人々の健康に役立つ情報を発
信してきた。過去には第 25 回近畿地方会にて、「滋
賀県保険医協会における禁煙支援活動の紹介」と題
し報告した。当時、歯科領域での発表は稀であった。
今回、将来を担う子供たちの健康、食生活に関する
内容に視点を置き、過去 10 年に亘り開催、発表し
た内容をまとめ、先生方と供覧し共に考えていきた
い。

仕上げ磨き時における歯磨き圧指導
の影響
〜指導後の保護者に対する意識調査〜

○平尾彰規、前川寛湖、土井和弘、北村武嗣、
古川智代

（近畿歯科勉強会（KiDS））

　小児歯科臨床において、保護者による小児の仕上
げ磨きは齲蝕の進行抑制や口腔衛生状態の維持とい
う点において非常に重要であり、予防歯科の動機付
けに必要不可欠である。我々は過去の近畿地方会発
表において、保護者による仕上げ磨き時の歯磨き圧
は 200 ～ 300 ｇ程度必要であることと、仕上げ磨き
時間を短縮することがより効率よく仕上げ磨きを行
うために重要であることを報告してきた。この結果
に基づき医院でブラッシング指導（以下 TBI）を行っ
ているが、指導後に保護者から様々な感想や以前か
らの思い違いがあることを聞かされることが多く、
一般的な保護者の考え方を知ることがさらなる TBI
の質の向上につながるのではないかと考えた。そこ
で今回 TBI を受けた後の保護者にアンケートを実施
し、TBI の前後で保護者にどのような意識の違いが
生まれるかを調査したところ、興味深い知見が得ら
れたので報告する。
　対象は当勉強会会員の各医院に来院された小児患
者の保護者で、指導前に保護者がそれまで仕上げ磨
き時に注意していた点や実際に TBI を受けて感じた
こと、指導後に注意するようになった点などについ
て、TBI 後にアンケート用紙にて調査を行った。また、
小児患者の口腔内清掃状態を TBI の前後で記録して
おき、指導後の清掃状態の変化と関連があるかにつ
いても合わせて検討した。
　その結果、ほとんどの保護者が TBI の前後で違い
を感じたという回答が得られ、特に歯磨き圧に関し
てはより違いを感じた保護者が多かった。1 歳半・
3 歳児健診の際に仕上げ磨きについて啓発を受ける
のでその必要性は理解しているが、実際に詳細な方
法について指導を受ける機会は少ないため、医院で
TBI を受けることで仕上げ磨きの必要性や方法、重
要性を実感できた保護者が多かったと考えられる。
　以上のことから、小児歯科医院にて小児の仕上げ
磨きについてきちんとした指導を行うことは、保護
者に仕上げ磨きの重要性を実感してもらえる大きな
きっかけとなり、予防の意識向上により大きく貢献
出来得ることが示唆された。今後も保護者への TBI
を通じて予防意識の向上を啓発し、子どもたちの輝
く笑顔を守っていけるよう努力していかねばならな
い。
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展示発表   No.23

乳歯歯髄細胞における
低酸素培養の影響

○河合咲希、永田幸子、大東希好、原田京子、
有田憲司

（大阪歯科大学　小児歯科学講座）

【緒言】幹細胞の応用は近年の再生医療研究において
注目され、歯科領域では、その供給源として歯髄細
胞が検討されている。なかでも乳歯歯髄幹細胞は比
較的容易に採取でき、永久歯歯髄細胞と比較して増
殖能や分化能に優れていることから再生医療への応
用が期待されている。幹細胞は通常 20％酸素下で培
養されているが、近年の研究では、低酸素状態で培
養することにより、歯髄細胞や歯根膜細胞において、
その幹細胞特性を維持できると報告されている。
乳歯歯髄細胞における低酸素培養の研究は永久歯歯
髄細胞における研究と比較して少ない。そこで今回
我々は、ヒト乳歯歯髄細胞において低酸素培養下で
幹細胞特性の維持が可能であると仮説を立て、乳歯
歯髄細胞における低酸素培養の影響について、細胞
増殖能、未分化マーカー遺伝子発現変化を検討した
ので報告する。

【方法】乳歯歯髄細胞（All Cell 社、以下 hDPCs）を
10cm dish にて培養し、コンフレント時に 96well 
培養プレートの各 well に 5 × 10³ 個ずつ播種し、
20％ O₂、2％ O₂ 条件下で 3 日間培養後、細胞増殖
能および遺伝子発現変動の検討に用いた。
細胞増殖能は、MTS 試薬を添加し 1 時間培養後マイ
クロプレートリーダーにて計測し、検討した。
遺 伝 子 発 現 変 動 は、Cells-to-CT™1-step TaqMan®

（Life Technologies）のプロトコールに従い細胞を調
整し、Step one plus にて RT-PCR を行った。プライ
マーは、HIF、Oct4/3、Sox2、C-Myc および指標と
して GAPDH を使用した。

【結果】MTS の結果、2％ O₂、20％ O₂ 条件下で培
養した hDPCs に大きな変化は認められなかった。
　RT-PCR の結果、2％ O₂ 条件下で培養した hDPCs
は 20％ O₂ 条件下で培養した細胞と比較して全ての
遺伝子発現増強が認められた。

【考察】低酸素培養において、乳歯歯髄細胞の細胞生
存率には影響を与えないことが示唆された。また、
2％ O₂ 培養条件下で未分化マーカー遺伝子発現増強
されたことにより、乳歯歯髄細胞においても低酸素
培養は通常 20％培養条件下よりも未分化能を維持で
きることが示唆された。

展示発表   No.24

多孔質ハイドロキシアパタイトは
グラスアイノマーセメント強度
および生体活性能を向上させる。

○西村 貴子、篠永 ゆかり、有田 憲司
（大阪歯科大学　小児歯科学講座）

グラスアイオノマーセメント (GIC) は、非侵襲的修
復法（ART）や MI に基づいた歯科医療において注
目されている。我々は GIC にハイドロキシアパタイ
ト (HAp) を添加することにより、機械的および化学
的特性の改善、またその際に添加する HAp は比表面
積が広く、多孔質のものが最適であることを証明し、
アパタイトアイオノマーセメント (AIC) を開発研究し
ている。本研究の目的は、近年発売された FujiIX GP 
EXTRATM(IX-Ex) に HAp を添加した際の機械的強度
や化学的特性を分析し、未だ不明な点が多く存在す
る AIC の物理化学的特性を検討することである。
実験 1：IX-Ex における最適な HAp 添加率の検討
基材の IX-Ex 粉末に多孔質球形 HAp(HApS) を各割合
(6,12,18,24wt%) で添加した AIC サンプルを作製し、
曲げ強度と圧縮強度の測定による物理学的検討、F イ
オン溶出量の測定による化学的検討を行った。結果、
HApS 添加により GIC の圧縮強度を低下させること
なく、曲げ強度を向上させることが出来た。「実験 1」
において機械的特性を低下させることなく、高い F
イオン溶出量を示したことから、IX-Ex にとって最適
な HAp 添加率は 18％であると決定した。
実験 2：IX-Ex を基材とした AIC の機能的特性の評価
実験 1 で至適添加率と決定した 18％ -AIC サンプル
を用いて、IX-Ex を基材とした AIC のさらなる評価を
行った。まず SEM による GIC と AIC の比較を行った。
AIC のマトリックスには HAp のナノ粒子が分散して
おり、マトリックス成分が HAp へ浸透し統合してい
ることが確認された。次に各種イオン（F,Al,Si,Ca,Sr,P）
の溶出測定を行い化学的検討を行った。AIC からの F、
Al、P、Si イオンの溶出量は GIC よりも有意に多かっ
た。また Ca イオンはほぼ検出されなかったことから、
AIC に含まれる HAp 自体の溶出が認められなかった
ことが示唆された。
以上のことから、IX-Ex を基材とした AIC においても、
以前の研究結果と同様、HAp を添加することで GIC
の利点を失うことなく機械的強度、フッ素溶出量の
両方を向上させることが明らかとなった。また、種々
のイオンの溶出を確認したことにより、HAp は優れ
た二次齲蝕予防効果、及び抗菌効果、再石灰化促進
効果を有している可能性が示唆された。
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充填用アパタイトアイオノマーセメ
ントの抗菌性に関する研究

○邱思瑜、邱秀慧、篠永ゆかり、西村貴子、
阿部洋子、有田 憲司

（大阪歯科大学　小児歯科学講座）

【緒言】
従来型グラスアイオノマーセメント（GIC）が非侵襲
的修復治療（ART）や MI の概念に基づいた新しい歯
科医療において注目されるなか、我々は GIC にハイ
ドロキシアパタイト (HAp) を添加した新規材料アパ
タイトアイオノマーセメント（AIC）を開発し、その
特性について発表してきた。今回、異なる HAp 添加
率をもつ充填用 AIC に含まれる各種イオンの溶出能
を測定するとともに、AIC の口腔内細菌に対する抗
菌性を評価したので報告する。

【材料および方法】
1) 試料の作製：充填用高強度従来型 GIC、フジ IX 
GP（ジーシー、以下 Fuji IX）を対照群として用いた。
実験群は Fuji IX 粉末に球状 HAp（太平化学産業）を
8，12，16％混和し、Fuji IX 液と粉液比 3.0 にて練
和し，直径 10mm ×厚径 2mm のアクリルモールド
に填入、硬化させた。2) 各種イオン溶出量の測定：
各硬化体を脱イオン水に浸漬し、その後その溶液を
プラズマ発光分光分析（ICP）法（Al，Si，P，Ca，
Sr）およびイオン電極法（F）による定量分析にて各
イオン濃度を測定した。3) 齲蝕原性連鎖球菌である
Streptococccus mutans（S. mutans）に対する抗菌性
を ATP 発光分析法により評価した。

【結果および考察】
F，Si，P，Ca，Sr イオン溶出量は球状 HAp を Fuji 
IX に添加した AIC 群において Fuji IX 群よりも有意
に増加した。特に、F イオン溶出能は球形 HAp を
12% 添加した AIC 群が最も優れていた。さらに、対
照群である Fuji IX においても S. mutans 増殖抑制
効果がみられたが，全ての AIC 群において，AIC 試
料を浸漬して 4 時間培養した S. mutans 混濁液中の
ATP 発光量は Fuji IX 群を浸漬して培養したものより
も有意に減少し、S. mutans の増殖抑制能が認められ
た。

【結論】
充填用 AIC からの各種イオン溶出の増加とともに、
AIC 周囲の細菌増殖が抑制された。

展示発表   No.26

Streptococcus mutans の母子
伝播に関する分子生物学的検討

◯大継將寿、野村良太、仲野和彦
（大阪大学大学院歯学研究科  小児歯科学教室）

【緒言】　
齲蝕の主要な原因菌である Streptcoccus mutans は、
主に母親の唾液から子に伝播し定着すると考えられ
ている。今回、本学歯学部附属病院小児歯科を受診
した小児およびその母親から採取した唾液より分離
した S. mutans 株を用いて、母子間での伝播の実態
について検討したので報告する。

【対象】　
2013 年 11 月から 2015 年 5 月までに当科の口腔衛
生指導時に唾液を採取した小児（3 歳 2 か月～ 9 歳
9 か月）およびその母親（27 歳～ 49 歳）の全 31
ペアを対象とした。なお、本研究は大阪大学大学院
歯学研究科倫理員会の承認のもと、母親の承諾を得
て行った。

【方法】　
採取したミュータンスレンサ球菌の選択培地に播種
し、37℃で 48 時間培養した。その後、寒天培地上
のコロニーを１人につき 5 個ずつ採取し、それを
Brain Heart Infusion 液体培地で培養し、通法で染色
体 DNA を抽出した。そして、PCR 法にて S. mutans 
であることの確認を行うとともに、血清型（c /e /f /
k）の特定を行った。

【結果】　
S. mutans の陽性率は小児において 87.1％、母親に
おいて 67.7％であった。
母子ともに S. mutans 陽性であったのは 20 ペアであ
り、そのうち血清型の母子完全一致が 15 ペア、不
完全一致が 3 ペア、不一致が 2 ペアであった。また
母親が S. mutans 陰性（102 CFU/ml 以下の菌数）で、
患児のみ陽性のものが 7 ペア存在した。

【考察】　
本研究より、S. mutans は母から子へ依然として高
い割合で伝播していることがわかった。しかし、口
腔内に極めて少ない S. mutans 菌数しか有さない母
親に管理されていたとしても、その子どもが多く
の S. mutans 菌数を有しているというケースが少な
からず存在した。このことから、子どもにおける S. 
mutans 菌数を減らすためには、母子伝播以外にも
新たな経路を考慮していく必要性が示唆された。



32

展示発表   No.28

感染歯髄組織における 
Streptococcus mutans の存在に
関する検討

◯鋸屋侑布子、野村良太、仲野和彦
（大阪大学大学院歯学研究科  小児歯科学教室）

【緖言】　Streptococcus mutans は齲蝕の主要な原因
菌として知られている。これまでに、S. mutans の硬
組織への付着メカニズムについての研究は進められ
てきたが、歯髄などの軟組織に対する付着の研究は
ほとんど行われてきていない。本研究では、齲蝕お
よび外傷由来の感染歯髄組織からの S. mutans の分
離を行い分析したところ、興味深い結果が得られた
ので報告する。

【方法】　大阪大学大学院歯学研究科倫理委員会の承
認のもと、2013 年 2 月～ 2014 年 10 月の間に大阪
大学歯学部附属病院小児歯科を受診し、齲蝕または
外傷が原因で歯髄処置の適応となった 1 ～ 20 歳ま
での患者のうち保護者の同意が得られた 61 名から
感染歯髄組織を採取した。採取した感染歯髄組織サ
ンプルから選択培地を用いて S. mutans 株を分離し、
通法で染色体 DNA を抽出した。その後、コラーゲ
ン結合タンパクである cnm をコードする cnm 遺伝
子検出プライマーを用いた PCR 法によって cnm 遺
伝子の存在の検討を行った。さらに、分離された S. 
mutans 株におけるⅠ型コラーゲンに対する結合能を
測定した。感染歯髄組織からの S. mutans の検出率
の分析には t 検定を用い、P<0.05 を有意差ありとし
た。

【結果】　61 名の感染歯髄組織サンプルのうち、齲
蝕由来の 49 サンプル中 28 サンプル（57.1％）か
ら S. mutans 株が分離された。それに対し、外傷
由来の 12 サンプルからは 1 サンプル（8.3％）し
か S. mutans 株は分離されず、齲蝕由来の感染歯髄
組織からの検出率は外傷由来よりも有意に高かった

（P<0.001）。また、感染歯髄サンプルから分離され
た S. mutans 29 株のうち cnm 陽性株は 5 株（17.2％）
であり、これらの株の全てがコラーゲン結合能を示
したが、 cnm 陰性株の 24 株は全てコラーゲン結合
能を示さなかった。

【考察】　今回採取した感染歯髄サンプルのうち、齲
蝕由来のものの約 6 割から S. mutans 株が分離され、
外傷由来のもの（1 割以下）と比較して有意に高い
割合を示した。また、感染歯髄から分離された約 2
割の S. mutans 株がコラーゲン結合能を保有するこ
とが明らかになった。これらのことから、齲蝕由来
の S. mutans 株の一部は歯髄への強い付着能を有し
歯髄における病原性に関与している可能性が示唆さ
れた。

展示発表   No.27

非 ア ル コ ー ル 性 脂 肪 肝 炎 マ ウ ス
モ デ ル の 肝 臓 組 織 よ り 分 離 し た
Streptococcus mutans の
分子生物学的分析

○畠山理那、仲周平、野村良太、仲野和彦
（大阪大学大学院歯学研究科  小児歯科学教室）

【目的】　
近年、全身疾患と口腔細菌との関連について数多く
の研究報告がなされている。これまでに、非アルコー
ル性脂肪肝炎 (Non-alcoholic steatohepatitis; NASH) 
の増悪化に、う蝕病原性細菌 Streptococcus mutans
が関与している可能性について明らかにしてきた。
今回、マウス NASH モデルの血液及び肝臓組織より
分離された S. mutans に対して分子生物学的分析を
行った結果、興味深い知見が得られたため報告する。

【方法】　
C57BL/6J マウス ( 6 週齢、オス ) に 4 週間高脂肪食
を摂取させ、頚静脈より S.mutans を感染させた。感
染には S.mutans の血液分離株である TW871 株を
用いた。 S.mutans 感染 1 時間後、 3 時間後、 6 時間
後に血液と肝臓をバシトラシン添加 Mitis-salivarius 
寒天培地 (MSB 寒天培地 ) に播種し、ミュータン
スレンサ球菌数 (CFU:Colony Forming Unit) を測定
した。また、得られた S.mutans 株が感染に用いた
S.mutans 株と同一のものであることを確認するため
に Random amplified polymorphic DNA(RAPD) 法を
用いて検討した。

【結果】　
血液中からは 3 時間後まで S.mutans が検出された。
一方で、肝臓からは 6 時間後まで S.mutans が検出さ
れた。血液、肝臓ともに最も S.mutans が多く認めら
れたのは 1 時間後であった。肝臓 1g 中のミュータ
ンスレンサ球菌数は血液 1 ml 中のミュータンスレン
サ球菌数の約 10 倍であった。RAPD 法より、得られ
た S.mutans 株が感染に用いた S.mutans 株と同一の
ものであることを確認した。

【考察】　
マウス NASH モデルにおいて、血液中に投与した 
S.mutans は血液中で 3 時間まで、肝臓内で 6 時間ま
で存在が認められ、 NASH の増悪化に影響を及ぼして
いる可能性が示唆された。今後は、 S.mutans の関与
する NASH 発症のメカニズムの詳細について様々な
観点から検討していきたいと考えている。
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Streptococcus mutans における
バ ク テ リ オ シ ン 産 生 能 と バ イ オ
フィルム形成の関連

○永山佳代子 1、森本節代 2、藤田一世 2、
仲野和彦 1、仲野道代 2

（ 1大阪大学大学院歯学研究科  小児歯科学教室・
 2岡山大学大学院医歯薬総合研究科  小児歯科学分野）

【緖言】　
齲蝕病原性細菌 Streptococcus mutans は、歯面にバ
イオフィルムを形成することによりその病原性を発
揮する。多くのグラム陽性細菌はバクテリオシンと
いう他の菌に対する抗菌物質を合成・排出し、生存
環境下で自らが有利な環境を作り出す。そのためバ
クテリオシンの産生は、バイオフィルム形成に密接
な関係があることが示唆されている。本研究では、S. 
mutans が合成するバクテリオシンのうち、Smb お
よび Nlm について検討を行なったのでこれを報告す
る。

【材料と方法】
1）供試菌
　S. mutans GS5 株および GS5 株を親株として作製
した SmbA および NlmA 遺伝子欠失変異株を実験に
供試した。
2） バクテリオシン産生能
　供試菌を生育させたプレート上に S. mutans のバ
クテリオシンにより生育を阻止される菌 (Rp66) を
添加し、その発育の阻害される範囲を比較した。
3) バイオフィルム形性能
　供試菌を Todd-Hewitt (TH) 液体培地にて培養し、
その菌液 1/100 量をコンパニオンプレートに播種
し、底面に 0.4 μ m のメンブレンが存在するセル
カルチャーインサートに Streptococcus gorodonii 
Challis 株を播種したものを上記のコンパニオンプ
レートに挿入し、それぞれの菌の産生物が透過する
状態で、37℃で 1 日間嫌気的に培養した。その後、
コンパニオンプレート上に形成されたバイオフィル
ムをクリスタルバイオレットにて染色し、滅菌蒸留
水にて洗浄後、95% エタノールにて固定、100 μ l 
の滅菌蒸留水を添加し懸濁後、吸光度 550 nm で測
定した。

【結果】　
バクテリオシン産生能は、SmbA 欠失変異株が他の
菌と比較して最も低かった。S. gordonii 株の存在下
では、すべての株において、バイオフィルム形成量
は低下していた。特に、SmbA 欠失変異株において、
その減少率は最も大きかった。

【考察】　
S. gordonii ―株が存在した場合、すべての株におい

てバイオフィルム形成能が顕著に低下したことは、S. 
mutans は多菌種と拮抗することによりバイオフィ
ルム形成をしていることが示唆される。さらに、バ
クテリオシン産生能の大きい SmbA 欠失変異株のバ
イオフィルム形成量の減少率が最も高かったことは、
バクテリオシンの産生能は、S. mutans によるバイオ
フィルム形成に深く関与していることを示している。
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幼児における歯列および
口呼吸調査　第３報
　
○下平尾 知波、笹岡志帆、平尾知佳、泉宮真乃、
田中亜弥、小石剛 

（医療法人優心会こいし歯科）

【目的】近年、幼児来院者において歯列不正を主訴と
する者が多い。また幼児における口呼吸も多いと感
じる。そのため幼児における歯列および口呼吸の状
況を平成 24 年より経年的に調査している。平成 27
年も引き続き調査を行ったので報告する。

【方法】兵庫県宝塚市の某幼稚園において、平成 24
年より 1 年毎に、歯科検診時に歯列の状態および口
呼吸の有無について調べている。平成 27 年はガミー
スマイル・歯列弓形態調査を加え、園児 186 名（3
歳から 6 歳）に対し調査を行った。歯列の状態は ,
異常なし（以下①）、スペースなし（以下②）、過蓋
咬合（以下③）、交差咬合（以下④）、開口（以下⑤）、
反対咬合（以下⑥）に分類した。霊長空隙および成
長空隙が認められない者をスペースなしとし、上顎
前歯が下顎前歯を 3 分の 2 以上被蓋するものを過蓋
咬合とし、その他の異常が見られない者を異常なし
とした。ガミースマイルは咬合を誘導した際 (「イ」
の口 ) に上顎前歯の歯肉が露出している場合とし、
歯列弓形態に関しては視診にて正常もしくは V 字歯
列と判断した。口呼吸は、 安静時に口唇が開いてい
る、口唇の乾燥を認める、前歯部のみに色素の沈着
を認める、のうちいずれかを認める者を口呼吸の疑
いありとした。

【結果】平成 27 年度の全学年の歯列の状態は、①
4%, ② 16%, ③ 73%, ④ 2%, ⑤ 2%, ⑥ 3% で あ っ た。
学年別では、3 歳児ではそれぞれ① 4%, ② 11%, ③
73%, ④ 6%, ⑤ 2%, ⑥ 4%,4 歳 児 で は ① 3%, ② 17%,
③ 80%, ④ 0%, ⑤ 0%, ⑥ 0%,5 歳 児 で は ① 4%, ②
19%, ③ 68%, ④ 2%, ⑤ 3%, ⑥ 4% であった。 口呼吸
を認めた者は全学年で 93％であった。そのうち 3 歳
児が 93%,4 歳児が 91%,5 歳児が 94% であった。口
呼吸の中でのガミーフェイスの割合が全学年のう
ち 73％、学年別では 3 歳児 67％、4 歳児 80％、5
歳児 94％であり、V 字歯列の割合は学年の全体で
85％、3 歳児 91％、4 歳児 88％、5 歳児 88％であった。

【考察】　不正歯列と共に口呼吸の疑いのある者の割
合は非常に多い。ガミースマイルと V 字歯列は、口
呼吸の疑いがある者の中でも大半を占めている。ま
たガミースマイルと V 字歯列は有意な関連性を認め
た（P ＜ 0.01 ,Spearman）。不正歯列の割合は平成
26 年と平成 27 年では過去に比べて大幅に増加して
いることや、V 字歯列の割合が多いことは、判断基

準が不明確であったためとも考えられる。今後の調
査ではできるだけ明確で簡便な判断基準が必要であ
ると考える。 これらの結果を踏まえて今後も調査
を継続したい。
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Er:YAG レーザーを用いた
齲蝕除去時の発痛閾値について

○松雪友明
（医）友稜会荒戸歯科クリニック　（福岡市）

【目的】　Er:YAG レーザーを用いて硬組織を切削し、
発痛時のレーザー出力値を調べて得られた歯の痛覚
に関する多少の知見を報告する。

【対象と方法】　被験者は自発痛なく C ２程度の齲
蝕を有する永久前歯 11 歯 ( 平均年齢 13.5 歳 ) と永
久臼歯 26 歯 ( 平均年齢 13.2 歳 ) の計 37 歯、右側
歯として 19 歯 ( 平均年齢 13.9 歳 ) と左側歯として
23 歯 ( 平均年齢 14 歳 ) の計 42 歯を、根未完成歯
11 名 ( 平均年齢 10.8 歳 ) と根完成歯 24 名 ( 平均年
齢 12 歳 ) の平滑面に齲蝕のある永久歯の計 26 歯
を対象とした。象牙質に関しては齲蝕検知液（カリ
エスディテクタ：クラレ）にて齲蝕象牙質の染色を
行った後、削除を行った。　Er:YAG レーザー機器は
Erwin　AdvErL（モリタ製作所）を用いた。
チップは C600F を使用し 10pps、25ml/min の注水
下、歯面に対して照射角度を 45°～ 60°とし、象牙
質歯面より約 1㎜離し出力を 10mJ から 10mJ ずつ
大きくして三回照射し、発痛が確認できた出力値を
平均した。それらの得られた計測値を目的に応じた
グループに分け、有意差を検定した。

【結果】　根未完成歯の発痛し始める出力値のほうが
根完成歯よりも大きく、Student のｔ検定（ｐ＜ 0.05）
で有意差を認めた。臼歯の発痛し始める出力値と前
歯の出力値及び左・右側歯の発痛閾値は有意差を認
めなかった。

【考察】　前回の調査結果と今回初期の結果から上
顎・下顎歯間、男女間、左右側歯間、前歯・臼歯間
の発痛閾値に有意差を認めなかったため、根未完成
歯の資料と比較したところ有意差を認めた。歯根完
成前の歯髄は歯根形成途上で間葉系の細胞が多く、
相対的に神経線維が少ないため痛覚が鈍いと思われ
た。左右差はないものと思料されるが、前歯・臼歯
間では歯根の未完成歯と完成歯間ほどではないもの
の各平均値にある程度の差があり、例数を多くして
再度調査すべきと推察された。

ウェブサイトを用いての歯科医の
現状調査

○小村隆志、畠田恵、下岡絵里、島田洋子、
橋田早苗、杉山恵子、大嶋隆

（こむら小児歯科・矯正歯科、関西女子短期大学）

　近年、ウェブサイトの充実に伴い、歯科医院の多
くがウェブサイトを開設し、その内容を見て診療所
を選ぶ患者が増えている．このため、歯科医院にお
いては、ウェブサイトを魅力的にすることが診療内
容を充実させるのと同じように重要になってきてい
る。
　本研究では、歯科医院のウェブサイトの効果を高
めるため、Google Analytics を用いて、ウェブサイト
への訪問数（セッション数）が当院の新患数にどの
ように影響が出るのかを目的として、その現状を検
討した。 
　その方法として、Google Analytics の 2012 年の 3
月から 2014 年の 2 月までの 2 年間の K 歯科医院ウェ
ブサイトにおける全レポートと、K 歯科医院に新患
として来院した方に記入していただいたアンケート
の結果を対象とし、Google Analytics では、2012 年
3 月から 2014 年 2 月までの 2 年間のデータを集め、
同期間で新患として来院した方に、何がきっかけで
来院されたのかを知るためのアンケートも同期間で
実施し、歯科医院のウェブサイトの訪問数がその歯
科医院の新患数にどのように影響するかを調べた。
　その結果、K 歯科医院のウェブページを始めた当
初はそれがきっかけで来院した新患数は増加してい
るが、時間が経つにつれて、セッション数とユーザー
数は増えているにもかかわらず、新患数は却って減
少し、セッション数とそれぞれその 6 ヶ月後の新患
数との間に負の相関が見られた．このことは、Ｋ歯
科医院のウェブサイトが、開始当初は物珍しさから
新患数が増加したが、物珍しさがなくなり、新患と
して来院するに至るほどの魅力や関心を引く要素が
不足していることを示唆している。また、アクセス
機器別割合はモバイル機器がデスクトップ機器の割
合を抜いた後で横ばいになっており、モバイル機器
の利用者が増加していることに起因すると考えられ
るが、デスクトップ機器の利用も歯科医院のウェブ
サイトへのアクセスにある程度の役割を果たしてい
るように思われた。また直帰率が上昇し平均セッショ
ン時間が減少していることに、「事前予想とウェブサ
イトの内容が違うこと」、「他サイトとの比較をする
ために複数のタブで同時検索をする人が増えている
こと」、「一時中断することが増えていること」、「開
いたページで目的の情報を手に入れ満足してしまう
こと」の４つの理由が考えられた。
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混合歯列期前期に、固定式
拡大装置を使って歯列の拡大を
行った 1 例

○ 小泉達哉
（医療法人社団　コイズミ歯科）

【緖言】
混合歯列期前期で前歯部の交換時に、永久歯の萌出
スペースの不足による叢生を主訴に来院されること
は、多いと思われます。
歯列弓が狭窄していると診断され、治療方針として
歯列の拡大をおこなう場合において様々な装置、方
法が考えられます。今回歯列弓の狭窄により混合歯
列期前期において叢生を認めた症例において、上下
顎とも固定式拡大装置を用いて良好な結果が得られ
たので報告します。

【症例】　
主訴：下顎前歯部の歯並びが気になる。検査時年齢：
7 歳 10 ヶ月　男児
口腔内所見：上下４前歯と第一大臼歯４歯が萌出。
右下顎側切歯が舌側転位、左右上顎側切歯が唇側傾
斜しており、永久前歯の萌出スペースの不足を認め
ました。
模 型 所 見：OB：4mm、OJ：5mm　6/6：Class I　
Terminal Plane：Mesial Step Type　Tooth Size：
Mean　 上 顎 6-6 間 の 幅 径 34mm。 上 顎 前 歯 部 −
2.6mm、下顎前歯部− 2.5mm のスペース不足
セファロ所見：APDI：80°　ANB：4°（骨格 I 級）
ODI：82°（Deep Bite）CF：163、FH-MP：29°、Y 軸：
62°(Low Angle)　顔面角：81°ANB：73°　

【診断】歯列狭窄による若干の下顎後退位を伴った叢
生および Deep Bite と診断しました。（Class I Deep 
Bite Low Angle）
その他所見：問診により口呼吸とそれに関連する問
題もありました。
治療方針および方法：歯列の拡大と咬合の挙上を行
うことにしました。
装置の選択にあたって、検査結果および口呼吸の問
題を考慮して、上顎はスケルトンタイプの拡大装置
を用い急速拡大に準じて拡大し、下顎はバイヘリッ
クスを使用することにしました。

【結果】
上下顎共に拡大し、永久４前歯のスペースができ、
上下顎前歯の叢生は解消しました。上顎 6-6 間の幅
径は 40mm に拡大しました。また下顎が前方へ適応
したことにより OB、OJ ともに改善し、あわせて口
呼吸に関連する問題も改善しました。現在上下顎と
もリンガルアーチを入れ、MFT も行いながら永久歯
列までの管理を行っています。

更新発表   No.2更新発表   No.1

学童期の歯槽骨骨密度評価

〇髙石佳知
（医療法人社団天聖会　高石歯科医院）

1．背景　
近年、平均寿命が延び高齢化社会の到来と共に生活
習慣病の１つとして骨粗鬆症が注目されているが、
一方では学童の骨折が増え骨塩量低下との関与が多
数報告されている。骨形成は 7 歳頃から急激に上昇
し、18 歳前後に最大骨量に到達し、その後 40 歳頃
まで持続する。成人の骨粗鬆症予防として、骨形成
が盛んな学童期に最大骨量を高めることが推奨され
ており、学童期における骨管理の重要性が指摘され
ている。顎骨も例外ではなく特に歯槽骨頂部にまず
骨粗鬆症徴候が発現し、歯周疾患の進行と歯の喪失
に繋がると考えられている。また、全身の骨密度と
歯槽骨骨密度の関連が報告されていることから、今
回歯槽骨骨密度（al-BMD）評価方法（Bone・Right 法）
にて学童期女児の歯槽骨骨密度評価を行った。
2．目的　
健常学童期女児の歯槽骨骨密度を評価し、年齢によ
る変化を検討する。
3．方法　
健常女児 21 名 (9 歳～ 12 歳、平均 10.43 歳 ) を下
顎右側第一小臼歯が萌出しているものを Type1 (9 歳
～ 12 歳の女児 14 名、平均 10.57 歳 ) 、未萌出のも
のを Type2 (9 歳～ 12 歳の女児 7 名，平均 10.04 歳 )
の二群に分け、それぞれの下顎右側第一小臼歯周囲
のデンタルエックス線画像を、al-BMD 評価ソフト

（Bone・Right デンタルグラフィック・コム社製）を
使用して al-BMD を評価する。
4．結果
Type1 の 歯 槽 骨 上 部 1/2 の al-BMD(Aal-BMD)、 下
部 1/2 の al-BMD(Bal-BMD)、根尖部の al-BMD(Cal-
BMD) の平均値は年齢と共に増加し、年齢と Aal-
BMD、Aal-BMD と Bal-BMD、Bal-BMD と Cal-BMD
に正相関を認める (r= 0.717, r =0.609, r=0.949, p 
<0.01)。Type2 は年齢と Aal-BMD, Bal-BMD に正相
関を認める (r=0.771, r=0.907, p<0.05)。
5．結論　
9 歳から 12 歳学童期女児の歯槽骨骨密度は年齢の
発達と共に増加する。歯槽骨骨密度評価方法 (Bone・
Right 法 ) により、一般歯科臨床で学童期女児の歯槽
骨骨密度を定量的に評価できる。
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更新発表   No.3

萌出障害を認めた
上顎第一大臼歯の咬合誘導

〇竹内幸雄
（竹内こども歯科クリニック）

　小児歯科を継続的に受診している子供の中で、第
二乳臼歯の遠心直下に食い込み、萌出が困難になっ
た上顎大臼歯は、我々開業医ではよく見る症例であ
る。その治療方法には、バンドループタイプ、床タ
イプ、マルチブラケットを使用するタイプがあるが
当院では、比較的作製が簡単で短期間で改善するこ
とができ、また６を整直させることによる反作用
力を防ぐことができるナンスのホールディングアー
チを応用した装置で第一大臼歯を整直させている。
その中で２００８年から２００１５年までの２０人
２４症例の結果と典型的な１症例を報告する。

【方法】
被牽引側Ｄと反対側６（６未萌出の場合Ｅ）にバン
ドしたナンスのホールディングアーチに６の正常萌
出位置遠心を想定したループをＤバンドに溶接した
装置を使用する。６咬合面に矯正用メッシュボタン
を接着しループから矯正用パワーチェーンで牽引し
逐次ボタン位置を変え萌出誘導した。その後、当該
Ｅに大きめの矯正用バンドを装着し後戻りを防ぐと
ともに金属滑沢面を添わせながら整直させた。

【結果】
上顎第一大臼歯の異所萌出を認め、咬合誘導を行っ
た２０人のうち片側が１６人、両側性が４人だった。
第二乳臼歯が通常の保隙装置として機能し、臼歯咬
合に影響を与えなかったのは１８例、早期に脱落し
リンガルアーチなどの保隙装置を使用したのは５症
例、５症例のうち３例が正常咬合に移行したが、２
例は保隙装置を施したにも拘わらず６の近心傾斜が
起こり本格矯正に移行した。１例は萌出誘導後に未
来院のため追跡不能であった。平均装置装着期間が
６. ４週間であった。バンド金属滑沢面に沿って順調
に萌出し始めたためバンド除去したのはリンガルア
ーチ除去後平均１６.1 週間であった。

【考察】
萌出誘導期間が２か月弱と短期間であった。口蓋の
床が、整直による反作用が歯牙に影響を与えること
を防ぐ役目を果たしていること。マルチブラケット
法による他歯牙への不必要な酸処理がないことから
この方法の有用性が示唆された。

更新発表   No.4

当医院における口腔外傷による
来院患者の実態調査

○亀井有太郎
（かめい矯正・小児歯科クリニック）

【目的】外傷の受傷の予防、指導に役立たせるため、
当医院での外傷患者の傾向と予後の実態を調査

【方法】平成 25 年 1 月から平成 26 年 12 月までの
２年間当医院に外傷を主訴として来院した延べ 194
名を調査対象とした。調査項目は性別、年齢、受傷
部位、受傷日、縫合の有無受診期間等とした。

【結果】性別では男子１２９名、女子６６名で男子
は全体の６６％、女子は３４％と男子は女子の約２
倍であった。
年齢は４歳が３０名（１５. ５％）、５歳が３１名

（１６％）で最も多く、６歳は２０名（１０. ３％）、
１歳児も２１名（１０. ８％）と多く来院している。
部位別には、右側上顎乳中切歯が乳歯受傷の最多
で７１名（３７. ８％）、次いで左側上顎乳中切歯が
６８名（３６. ２％）と圧倒的に多く、永久歯では
右側上顎中切歯が２６名（３４. ２％）、左側上顎中
切歯が２４名（３１. ６％）であった。
来院までの期間は、当日来院が８３名、翌日来院が
35 名であり、全体の６割以上であった
受傷内容では歯牙亜脱臼９３名（４７. ９％）、歯牙
破折 40 名（２０. ６％）が多く、完全脱臼は９名

（４. ６％）であった。
口唇・小帯における受傷は裂傷が 26 名（13.4％）、
創傷が 20 名（10.3％）であった。

【考察】男子と女子の受傷に差があり活動の差と考
えられる、受傷年齢は４歳、５歳が最も多く、
危機回避能力がまだ十分に発達していない時期と考
えられる。
今回の結果を、小学校、幼稚園等の歯科保健活動に
活かし、学校、園での普段の行動や受傷時の教員の
注意喚起に繋げていこうと考えている。
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更新発表   No.5

下顎乳前歯歯根破折の 1 例

○山本善子
（山本歯科）

【緖言】生活環境の変化に伴い、心身共に発達途上の
小児の外傷は増加傾向にあるといわれている。今回、
下顎乳前歯４歯の歯根破折の症例を経験したので報
告する。

【症例】患児は受傷時３歳８ケ月の男児、外科で頤部
裂傷の処置を受けた後に歯の動揺を主訴に来院した。
口腔内所見では、歯肉や口腔粘膜の損傷はなく、
Ｂ⏋の軽度の挺出と動揺、Ａ⏉ＡＢの動揺、及び
Ｃ⏋の歯冠破折を認めた。
＜処置及び経過＞患児は、治療経験はあるが治療協
力度は低い為、無理にエックス線診査を行わず、
Ｄ⏇Ｃの唇側レジン固定と TBI を行った。翌日固定
が脱落した為、唇舌側両面固定に変更した。　　　
　　　　　　　　　
受傷後１ヶ月で、再受傷により下口唇裂傷、固定脱
離、Ｂ⏇Ｂの動揺が増大した。再固定したが、その
10 日後にも下口唇裂傷、その後何度か固定の部分破
折、再固定を繰り返した。その間、患児の協力度は
良好となり、齲蝕治療もスムーズに行えるようになっ
た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
受傷後約３ヶ月、Ａ⏋の歯冠側破折片が脱落、エッ
クス線診査でＢ⏇Ｂの歯頸部寄りに歯根破折が確認
された。固定を継続したが、受傷後約半年までに全
ての歯冠側破折片が脱落した。根尖側破折片には生
理的吸収が見られた。乳歯萌出開始時期が生後３ヶ
月と早く、固定を常時触っていた事もあり、小児義
歯は希望されず、現状のまま定期的に経過観察とし
た。
更に受傷後９ヶ月、打撲によりＢＡ⏊Ａの歯頸部か
ら歯肉頬移行部、及び上唇小帯に内出血をきたした。
一週間後、内出血は吸収されたが、Ａ⏌に軽度の変
色を認めた。脹れや動揺はない為、経過観察とした。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　以後、根尖側破折片の吸収が進み、歯冠側破折片
の脱落後約 10 ヶ月で１⏉１が萌出、同時に破折片
の一部が排出された為、局所麻酔下にて除去した。
４ヶ月後、１⏉１間に軽度の離開はあるが、その他
特に異常は見られなかった。

【考察】乳歯の外傷は、口腔機能や審美性、時には後
継永久歯にも様々な影響を及ぼす事がある為、長期
観察が必要とされる。本症例では、小児の組織再生
力の高さを期待して、可及的保存を試みたが、度重
なる受傷もあり、交換期まで外傷歯を保存する事は
できなかった。現在まで特に異常は認められないが、
今後も注意深く観察を続ける予定である。

更新発表   No.6

機能的矯正装置（ムーシールド）に
よる小児の片側性交叉咬合への
アプローチ

○荒木啓伸
（あらき歯科医院）

乳児期からの習癖が歯列弓形態に影響したと考えら
れる症例において、習癖排除および機能的矯正装置

（ムーシールド）を使用し咬合改善を行ったので症例
報告する。
初診時 Hellman の歯齢：Ⅰ C 期で実質欠損はないが、
右側前歯部のみ逆被蓋であり、上顎右側乳中切歯と
乳側切歯の口蓋側傾斜を原因とする早期接触による
機能性交叉咬合と診断した。また、乳児期から仰向
けで寝ているが，自身が着ている服を右側で噛む癖
が日中と就寝中にある。
初診時の年齢とⅠ C 期であることから自然に被蓋が
改善する可能性も考え，咬合が安定するⅡ A 期まで
は歯列弓の成長方向の経過観察を行った。その間は
上顎右側乳切歯部の口蓋側傾斜の要因であると考え
られる悪習癖の排除に対する指導を行った。
１) 模型分析結果
歯冠幅径と歯列弓の大きさの間で不調和が認められ、
歯間空隙は上顎には全く存在せず，下顎もわずかに
0.8mm の空隙のみであった。この結果から将来の永
久歯萌出の空隙の不足が予測された。
交叉咬合を示すため歯列弓形態は非対称であった。
２) 口腔内エックス線写真撮影結果
永久歯欠損，歯の形態異常は認められなかった。
３) 機能的矯正装置
ムーシールドを選択した。患児は保育園に通ってい
るため装着は就寝中のみとした。
装置装着開始12ヶ月後：週6～7日間使用し就寝。(平
均使用時間 10 時間 )
被蓋が改善。上顎右側乳切歯の口蓋側傾斜も改善し，
これらにより歯列弓形態も左右対称に改善された。
また乳切歯部の被蓋関係も深くなり咬合が安定して
いた。被蓋改善後も今後の上下顎の成長を観察しな
がら問題が生じたら原因を追求して対応し，永久歯
列期まで誘導することが大切である。

【考察】本症例だけでは，服を咬む習癖と歯列咬合形
態との因果関係を解明することは困難であるが、習
癖の排除，幼児期に機能的矯正装置を使用すること
で良好な歯列咬合形態となる可能性があることが示
された。今後は定期的な観察を行い，歯列弓の形態
異常を早期発見し，早期に被蓋を改善して上下顎の
成長を促すことが必要であると示唆された。
＊ムーシールド：既製品使用　株式会社ロッキーマウンテ
ン・モリタ製の S サイズ
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更新発表   No.8

無汗型外胚葉異形成症の多数歯欠如
児の義歯作製において、乳歯から永
久歯へ移行する際の注意事項につい
ての考察

◯吉田百子
( 兵庫県　吉田矯正小児歯科クリニック )

【はじめに】　無汗型外胚葉異形成症 ( 疎毛、発汗不能、
歯牙の先欠が三主徴 ) に起因する部分無歯症の男児
の、乳歯列期に乳歯義歯を装着してから、遅延して
萌出する永久歯に対応しつつ、平均的な年齢相応の
歯列を希望する本人や周囲の意向をふまえて永久歯
列の義歯に移行していく過程について今回発表の同
意が得られたので報告する。
< 症例 >　男児 ; 初診時 5y8m 2 卵生双生児の弟。顔
貌及び全身所見として、疎毛、発汗不能、多数歯先
欠がある。口腔内萌出歯として、上顎 B/CE 下額 B/
BE らしき部位に計６歯を認める。尚、前歯４歯は特
徴的な円錐状を呈する。パノラマエックス線により、
上顎 63/36 下顎 /3 の部位に歯胚を認める。なお双
子の兄は全身所見に特記すべき事項はない。

【処置及び経過】
5y9m ; 上顎 B/C 下顎 B/B らしき円錐歯にレジンを築
造し、それぞれの乳歯様歯牙をつくる。
5y10m ; 初めての乳歯義歯装着 ( 年齢が高かったこ
と、双子であったことなどから、すぐに装着に慣れ
る )。その後、破折による修理をくりかえす。
下顎が成長してきて、切端咬合になってきた。
6y9m ; 上顎 A/AB を 1/12、下顎 A/AB を 1/12 にか
えて、混合歯列の義歯作製
8y7m ; 側方歯群を永久歯に換えた義歯作製
10y2m ; 口腔内に萌出している円錐歯を乳犬歯から
2/2 に換えてレジン前装鋳造冠を装着する。
そこに鋳造クラスプかける義歯を作製。
現在 10y8m に至る。

【考察】多数歯欠損で萌出遅延傾向を呈し、歯槽骨の
成長が認められない症例においては、永久歯列期へ
の移行時に必要な口腔内萌出歯の乳歯から永久歯へ
の歯牙形態変換、萌出遅延の永久歯による粘膜部の
度々の変化への対応、咬合高径の補足と咬合高径に
達しない乳歯への対処、転覆に対応する維持や咬合
調整などいろいろな問題に直面する。今後は顎骨内
の歯牙が萌出し終わる迄、本人や周囲の意向を認め
つつ、義歯の調整、再製、経過観察が長期にわたっ
て必要となる。萌出後それぞれの位置に矯正により
排列し、補綴的対応を図って行く予定である。

更新発表   No.7

外傷による脱落歯再植の予後

○浦野公成　
( 浦野歯科小児歯科医院 )

小児歯科では前歯部の外傷は比較的良く遭遇する
ケースであるが、患児の年齢、外傷の程度に加え、
乳歯なのか永久歯なのか、歯根の状態など条件は
様々である。そんな中で永久歯再植後の固定に長く
かかってしまったケースを報告する。

【経過】
　H.U 君（受傷時、９歳６カ月）午前中、校庭にて
遊んでいる時に転倒、左上１番が脱落した。
担任に報告するも、本人、担任共に乳歯が脱落した
ものと思い、その時は擦り傷の処置だけだった。夕
方来院、永久歯が抜けているのが判り、校庭を探し
てもらうと地面に落ちていた歯が見つかり持参し
てもらう。脱落歯は６時間以上地面に落ちている状
態であったが歯冠歯根共に破折などは見られなかっ
た。
通例に従い根管処置を施し局所麻酔下で再植、ワイ
ヤー及びエナメルボンドシステムで固定、３日分抗
生剤を処方した。（両側側切歯まで固定）
１カ月後に予後を診る予定なるも２週間後、唇側歯
肉に膿瘍が出来て来院、レントゲン写真では歯根膜
腔の拡大も見られたため再度抗生剤を投与（９日
間）。その１カ月後の来院時には膿瘍は消失してい
た。受傷後２カ月半を過ぎても動揺がみられたため
固定はもう暫く続けることになった。
３カ月後、４ヶ月後とも異常なく受傷後５カ月でよ
うやく動揺がなくなったため固定除去。
その後は半年毎の観察では動揺、膿瘍形成は見られ
なかった。
４年後の現在、レントゲン写真では骨との癒着がみ
られる。左右の歯に比べて２ミリほど切縁が低位と
なっている。当初は左右の歯の萌出によるのかと思
われたが明らかに受傷歯は歯根膜腔が消失し癒着を
起こしており埋入状態になってきている。

【結果】
脱落歯が長時間屋外に放置されていたことを考える
と、再植時に１週間ほどの抗生剤投与は必要だった
と思われ、再植後の感染が固着を遅らせた可能性が
高い。
５カ月目でようやく動揺が無くなったのは癒着の為
と思われる。
将来的には前装冠などの補てつが必要。
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更新発表   No.9

コンポジットレジンを応用した保隙
方法の一考察
第１報　下顎乳前歯欠損症例

○山田聖弥
（白石こども歯科クリニック）

近年、乳歯齲蝕の減少により、齲蝕が原因で抜歯に
至る症例は減少しているものの皆無ではない。さら
に外傷が原因で乳歯が欠損となる症例もある。乳歯
が欠損した場合、歯列の状態や欠損時期によって保
隙を検討することになる。保隙に関しては、いろい
ろな考え方があるが、小児の口腔を長期間管理する
小児歯科専門医としては、保隙の必要を認める症例
も少なくないと思われる。保隙を行う場合、どのよ
うな方法を選択するかが問題である。特に患児が低
年齢の場合、過大な装置や、取扱いが難しい装置は、
適応外となる。保隙方法、保隙装置は、より簡便で、
違和感が少なく、確実なものが求められる。そこで、
近年、物性も向上し、操作性も改良されて来ている、
コンポジットレジンを応用して、保隙を試みたので
報告する。

【方法】
下顎乳前歯の１歯欠損に対して、欠損部の両側の乳
歯の隣接面から、欠損部に向けて接着性レジンを盛
り上げて、欠損部の中央付近にマトリックステープ
１枚分（0.05 ｍｍ）の隙間を開けて、歯列の発育を
考慮しつつ、欠損部のスペースを確保できるように
配慮した。
今回は、閉鎖型歯列であり、早期欠損によりスペー
スの不足が歯列不正を増悪させる可能性があり、保
隙の必要性が認められ、さらに定期健診の受診が可
能な症例で、保護者の同意を得て、本方法を試みた。
今回報告する３症例はいずれも外傷による欠損であ
る。

【症例】　
症例１　下顎右側乳中切歯欠損　２歳８カ月から３
年７カ月保隙　初診時より３年１０カ月口腔管理中
症例２　下顎右側乳側切歯欠損　５歳２カ月から１
年１１カ月保隙中　初診時より５年０カ月口腔管理
中
症例３　下顎左側乳中切歯欠損　３歳７カ月から１
年１カ月保隙中　初診時より４年９カ月口腔管理中

【結果および考察】
本保隙方法は、歯牙に近似しており、大きな装置が
挿入される状態と比較すると、違和感は軽減される
と思われる。審美的には若干問題はあるものの、比
較的目立たない下顎乳前歯部への応用であり、患児
本人、保護者からの苦情はない。清掃には若干注意

を要するが、う蝕の発生はみられず、歯肉の状態も
概ね良好である。
３症例とも保隙期間中の経過は良好であり、本方法
は臨床的に、下顎乳前歯欠損症例の保隙方法として
採用できるものと思われる。
今後は永久歯列への交換まで、さらに長期的に経過
観察を行う予定である。
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特別商業展示
「コンポジットレジンの不思議な世界
　　　　　　　　～見て・聞いて・考えて～」
　　①　( 株 ) 松風
　　②　( 株 ) ジーシー
　　③　( 株 ) モリタ
　　④　スリーエムヘルスケア ( 株 )
　　⑤　( 株 ) トクヤマデンタル

一般商業展示	
　　⑥　( 有 ) デンタルテクニカ
　　⑦　メディア ( 株 )
　　⑧　( 株 ) モリムラ
　　⑨　和田精密歯研 ( 株 )
　　⑩　( 株 ) セキムラ
　　⑪　( 株 ) メディアート
　　⑫　タカラベルモント ( 株 )
　　⑬　( 株 ) オムニバス・エンターテイメント
　　⑭　( 株 ) ミハラ歯研
　　⑮　( 株 ) トムス・エンタテインメント
　　⑯　( 株 ) プラネット　
　　⑰　( 株 ) 近畿レントゲン工業社
　　⑱　( 株 ) アールエフ
　　⑲　( 株 ) U&F 商会
　　⑳　( 株 ) ビーブランド・メディコーデンタル
　　㉑　( 株 ) コムネット
　　㉒　( 有 ) オーソデントラム
　　㉓　昭和薬品化工 ( 株 )
　　㉔　( 株 ) デンタリード
　　㉕　( 株 ) スフィーダ

商業展示ブース　配置図

書籍その他の商業展示 
　　㉖　( 株 ) ボーネルンド
　　㉗　メイク・ア・ウィッシュ・オブ・ジャパン
　　㉘　東京臨床出版 ( 株 )
　　㉙　( 株 ) 神陵文庫

2F	さくら西

大ホール（ホワイエ）入り口付近


