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第 39 回 ⽇本⼩児⻭科学会九州地⽅会⼤会 ⼤会⻑ 

藤原 卓 （⻑崎⼤学⻭学部⼩児⻭科） 

 

 

第 39 回⽇本⼩児⻭科学会九州地⽅会⼤会を⻑崎で担当させていただくことになり，⼤会⻑を
拝命いたしました藤原です．どうぞよろしくお願いいたします． 

昨年よりのコロナ禍によって，昨年のすべての地⽅会は中⽌，2021 年度の地⽅会はすべてリ
モート開催となってしまいました．PDAA はじめ海外の学会も，のきなみ中⽌あるいは延期と
なっています．⼩児⻭科学会の全国⼤会も 2 年続けてリモート開催となり，会員の皆様と顔を
つきあわせる機会が失われてしまい，寂しさとコミュニケーションの⼤切さを痛感している今
⽇この頃です． 

今回の⼤会のテーマを「⼦どもたちを衛る（まもる）」とさせていただきました．「衛」と
いう字は，「衛⽣」の「衛」であり，⽣きることを「衛る」ということは，⼩児⻭科にとって
重要なテーマではないかと思います． 

記念講演として，⻑年，福岡⻭科⼤学で⼩児⻭科医として，⼦どもたちを衛ってこられた尾
崎⾏雄先⽣に，これまでの先⽣の研究と体験を語っていただきます． 

また，教育講演として，⻑崎県佐世保でご開業の品川光春先⽣に，⻑年意欲的に勤めてこら
れた，⻑崎県におけるフッ化物洗⼝の推進活動について，お話しいただきます．近年，⻑崎県
では幼保，⼩学校でのフッ化物洗⼝の実施率が上昇していましたが，まだその効果が著明に現
れるところには⾄っておりません．品川先⽣は，佐世保市での実施率 100％を，県内でもいち早
く達成され，⼦どもたちをムシ⻭から衛ることに努⼒されてきました． 

⼦ども達の死亡原因には，不慮の事故が上位をしめております．特別講演として，⼤阪⼤学
⼤学院⼈間科学研究科安全⾏動学研究分野特任研究員の岡真裕美先⽣に⼦どもの事故について
お話しいただきます．先⽣は配偶者が，川で溺れていた⼦どもの救助にあたり，亡くなられる
という悲しい事故をきっかけに，⼦どもの事故についての研究を始められました．⼦どもたち
を衛るために興味深いお話しが聞けると思っております． 

新型コロナウィルス感染症によって，基本リモート開催となりました．しかし感染症対策を
徹底し，⻑崎県の会員限定で，少⼈数での集会を開催するとともに，⼀つの講演を配信すると
いうハイブリッド形式で開催させていただきます．来たるべき 2023 年には感染状況が落ち着
き，対⾯の全国⼤会を開催したいと考えております．その際には今回来ていただくことのでき
なかった多くの会員の皆様に，⻑崎に来ていただきたいと思っております． 
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● 参加される⽅へ 

Web 開催のため、参加証を発⾏いたします（メールにて送付）。参加証の再発⾏は致しかねま

すので、⽇本⼩児⻭科学会専⾨医・認定医の⽅や、専⾨医取得を⽬指される⽅は、更新時まで

⼤切に保管してください。 

今年度の地⽅会⼤会における参加ポイントにつきましては、２⼤会までとなります。地⽅会に

３⼤会以上ご参加の場合、更新時に申請をされましても、２⼤会参加分のポイントとなります

ので、ご了承ください。 

 

１）⼩規模集合型開催にご参加の⽅（⻑崎県内在住でご案内済の⽅） 

・当⽇、受付はございません。 

・会場⼊⼝に検温とアルコール消毒を設置しておりますので、感染予防にご協⼒ください。 

 また、マスクのご着⽤をお願いいたします。 

・会場（会議室 102）以外に懇親会や商業展⽰はございません。当⼤会への協賛企業について 

 は、当抄録ならびに⼤会サイト（https://shonishika.jp/kyushu39/）を是⾮ご覧ください。 

・本⼤会では、託児所は設定しておりません。 

 

２）Web（リアルタイム配信）開催にご参加の⽅ 

・参加登録をお済ませの上、⼤会 Web サイトからご参加ください。 

 

３）オンデマンド配信をご覧の⽅ 

・配信期間は 11 ⽉ 28 ⽇（⽇）12：00 から、12 ⽉５⽇（⽇）17：00 までの予定です。 

・参加登録をお済ませの上、⼤会 Web サイトからご参加ください。 

 

４）認定⻭科衛⽣⼠の⽅ 

・本⼤会の教育講演は、認定⻭科衛⽣⼠地⽅会研修セミナーに該当いたします。講演中に、キ

ーワードが発表されますので、更新時まで⼤切に保管してください。 
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● 発表される⽅へ 

・発表者および共同発表者は、すべて⽇本⼩児⻭科学会会員であると同時に、令和３年度の 

 会費を納めた⽅に限ります。 

・展⽰発表は PDFによる Web掲載のみとなり、リアルタイムでの質疑応答はございません 

 が、公開中に質問フォームからいただいた質問について、事務局から回答をお願いすること 

 がございます。回答は、⼤会サイトに掲載し公開いたします。 

・事後抄録は、当⼤会サイト掲載の「⼀般演題事後抄録記載例」を参考に「⼀般演題事後抄録 

 テンプレート」を⽤いてMicrosoft Wordで作成し、12 ⽉ 20 ⽇までに事務局宛メール添付 

 にて提出してください。事後抄録は、⼩児⻭科学雑誌に掲載されます。 

・事後抄録メール送信先は以下の通りです。※提出後の変更は認めません。 

 ＜メール送信先＞ jspdnagasaki@gmail.com 

 ⽇本⼩児⻭科学会第 39回九州地⽅会⼤会および総会 運営事務局 

 ⻑崎⼤学⻭学部⼩児⻭科学分野 

 

● 令和３年度⽇本⼩児⻭科学会九州地⽅会役員会 

⽇ 時：令和３年 11 ⽉ 21 ⽇（⼟）10：00 〜 12：00 

※ ZOOMにて開催 

 

● 次期⼤会のご案内 

 第 40回⽇本⼩児⻭科学会九州地⽅会⼤会は、福本敏⼤会⻑のもと九州⼤学が担当します。 

皆様のご協⼒とご参加をよろしくお願いいたします。 

⽇    時：令和４年 11 ⽉ 13 ⽇（⽇） 

開  催  地：福岡県⻭科医師会館 

メインテーマ：⼈⽣ 100 時代に向けた⼩児⻭科医療の新たな展開 〜持続可能な⼝腔管理とは〜 

⼤  会  ⻑：福本 敏 先⽣ 

準 備 委 員 ⻑：⼩笠原貴⼦ 先⽣ 

役  員  会：令和４年 11 ⽉ 12 ⽇（⼟）16：30〜（場所：九州⼤学⼤学院⻭学研究院） 

懇  親  会：令和４年 11 ⽉ 12 ⽇（⼟）役員会終了後開催予定 

事  務  局：九州⼤学⼤学院⻭学研究院 ⼩児⼝腔医学分野 
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● 第 61 回 ⽇本⼩児⻭科学会⼤会のご案内 

再来年に開催される第 61回⽇本⼩児⻭科学会⼤会は、藤原卓⼤会⻑のもと⻑崎⼤学が担当いた

します。皆様のご参加をお待ちしております。 

⽇    時：令和５年５⽉ 18 ⽇（⽊）、19 ⽇（⾦）予定 

開  催  地：出島メッセ⻑崎 

メインテーマ：（仮）New Gateway to Pediatric Dentistry 

⼤  会  ⻑：藤原 卓 

事  務  局：⻑崎⼤学⻭学部⼩児⻭科学分野 

       〒852-8588 ⻑崎県⻑崎市坂本１-７-１ 

       TEL：095-819-7674 FAX：095-819-7675 
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令和 3 年 11 ⽉ 28 ⽇（⽇） 第 39 回⽇本⼩児⻭科学会九州地⽅会⼤会および総会 

 

上記⽇程終了後、以下コンテンツをオンデマンド配信予定です。 

l 記念講演：尾崎正雄 先⽣ （座⻑：藤原 卓 先⽣） 
l 特別講演：岡真裕美 先⽣ （座⻑：藤原 卓 先⽣） 

l 企業提供セミナー（株）松⾵：⼟岐志⿇ 先⽣ 
l 展⽰発表 

 

以下は、上記⽇程終了後、準備が整い次第オンデマンドでも配信いたします。 

l 教育講演（認定⻭科衛⽣⼠地⽅会研修セミナー） 

品川光春 先⽣ （座⻑：堀内礼⼦ 先⽣） 

 

 

* 事前収録

9:00

9:30

9:40

10:00

11:00

11:15

12:00

13:00 記念講演

尾崎正雄 先⽣

座⻑：藤原 卓 先⽣

14:00 特別講演

岡 真裕美 先⽣

座⻑：藤原 卓 先⽣

展⽰発表

・

コンテンツ

順次公開

(〜12/5)

⼟岐志⿇ 先⽣

企業提供セミナー：(株)松⾵

開 場

開会式

     総 会 *

教育講演（認定⻭科衛⽣⼠地⽅会研修セミナー）
品川光春 先⽣

座⻑：堀内礼⼦ 先⽣

SHOFUスチューデントアワード受賞者発表
・

閉会式

オンデマンド配信

（順次公開 ）

出島メッセ

会議室 102

Web（リアルタイム）

配信
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番 号 演 題 名 所 属 発表者名 掲 載 ⾴

P 1 6-12歳における齲蝕罹患状況と唾液中Streptococcus mutans 菌数の

変動と関連  〜2年間の前向き研究〜 
九⻭⼤・⼩児⻭ 藤⽥ 優⼦ 15

P 2 乳⻭列を利⽤したⅢA期上顎前⻭部の空隙予測⽅法の開発 きふね⼩児⻭科 ⽊舩 敏郎 16

P 3 COVID - １９感染拡⼤に対する、臨床医の対応状況についての実態調査 廣⽥⻭科医院 廣⽥ 和⼦ 17

P 4 令和２年度社会保険診療報酬改定に関するアンケート調査結果について
公益社団法⼈⽇本⼩児⻭科学会

社会保険委員会
⽥中克明 18

P 5 マウスピース型カスタムメイド矯正装置により混合⻭列期上顎前突の

治療を⾏った１例

医療法⼈有光会

ありた⼩児⻭科・矯正⻭科
有⽥ 光太郎 19

P 6 ⽝⻭の開窓牽引処置により近接⻭の⻭根吸収を回避した1例 藤関⻭科医院 藤関 雅⼦ 20

P 7 デンタルガムを⽤いた⼝腔機能訓練によりヘルマンIIA期の前⻭部交叉

咬合を改善した3例

医療法⼈有光会

ありた⼩児⻭科・矯正⻭科
⽟城 沙貴 21

P 8 下顎乳中切⻭にストロー様異物の埋⼊を認めた１例 九⻭⼤・⼩児⻭ 佐伯 桂 22

P 9 OFCD症候群患者に認めた上顎永久前⻭癒合⻭の観察 ⻑⼤院・医⻭薬・⼩児⻭ ⽩倉 佳奈 23

P 10 学童期男児の下顎前突のマウスピース型咬合誘導装置による治療の1例
医療法⼈社団天聖会

⾼⽯⻭科医院
⾼⽯ 佳知 24

P 11 ⽔平埋伏した下顎第⼆⼤⾅⻭を抜⻭し，第三⼤⾅⻭を外科的に脱⾅後，意
図的に萌出誘導させた1例

福岡⻭⼤・成育⼩児⻭ ⽥平 和久 25

P 12 外傷により上顎中切⻭に⻭根破折を呈した2例 福岡⻭⼤・成育⼩児⻭ 吉⽥ 真理絵 26

P 13 ⼩児の関節突起⾻折に対して,機能的咬合誘導装置による保存的治療を⾏っ

た3例
福岡⻭⼤・成育⼩児⻭ 幡地 秀栄 27

P 14 噛みしめ空気嚥下症の1例 ⽯川⻭科医院 ⽯川 博⽂ 28

P 15 上顎右側第⼀⼩⾅⻭の埋伏に対し矯正治療を伴わずに対応した１例 九⻭⼤・⼩児⻭ 渡辺 幸嗣 29

P 16 乳⾅⻭埋伏による影響が複数の永久⻭胚に及ぶ可能性があった１例 ⻑⼤院・医⻭薬・⼩児⻭ ⽇⾼ 聖 30

P 17 SEMDJL2の責任遺伝⼦KIF22は⾻や軟⾻に存在し軟⾻細胞の増殖に必須で
ある

九⻭⼤・⼩児⻭ 川上 紘佳 31

P 18 先天⻭抜去後に⻭根様硬組織形成を認めた1例 ⿅⼤・院医⻭・⼩児⻭ 伴 祐輔 32

P 19 マウスピース型カスタムメイド矯正装置により混合⻭列期反対咬合の

治療を⾏った１例

医療法⼈有光会

ありた⼩児⻭科・矯正⻭科
坂本 英之 33

P 20 バイタルセンシングカメラを応⽤した捕⾷動作解析のための新規測定

システムの構築
⿅⼤・院医⻭・⼩児⻭ 鎮守 耕平 34

P 21 筋機能矯正装置を⽤いて改善した⾅⻭関係AngleI級不正咬合の3例 ひかる⻭科ちえこども⻭科 甲斐⽥ 知映 35

P 22 低年齢における重度乳⻭外傷後の⻑期観察２例 九⼤・院・⼩児⻭ ⼩笠原 貴⼦ 36

P 23 組織内酸素濃度によるエナメル芽細胞のclaudin発現制御 岩医⼤・⼩児障害⻭ 荒井 春乃 37

P 24 永久⻭先天⽋如を伴う重度のSkeletal ClassIII患者において⻑期管理を

⾏った2例

医療法⼈デンタルキッズ イシ
タニ⼩児・矯正⻭科クリニック 前野 孝枝 38

P 25 COVID-19患者に⻭科治療を施⾏した１例 九⼤・院・⼩児⻭ ⾼⼭扶美⼦ 39

P 26 重度先天性⼼疾患の⼩児患者の乳⻭抜⻭の１例 九⻭⼤・⼩児⻭ 中村 鷹平 40
JSPP
企画

「はっけよい アニマル体操」ー⼝腔機能発達⽀援啓発のための取り

組みー
全国⼩児⻭科開業医会 JSPP 浜野美幸 41
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株式会社 松⾵ 

株式会社 童話館 

株式会社 バイオデント 

株式会社 モリタ 

株式会社 ヨシダ 

⻑崎県⻭科⽤品商協同組合 

⽇本⻭科薬品株式会社 

 

 

謝辞 

第 39回⽇本⼩児⻭科学会九州地⽅会⼤会を開催するにあたり、上記の団体・企業等から多⼤な

るご⽀援・ご協⼒をいただきました。ここに厚く御礼申し上げます。 

第 39回⽇本⼩児⻭科学会九州地⽅会⼤会 

⼤会⻑  藤原 卓 
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講演プログラム（リアルタイム配信・オンデマンド配信） 

講演終了後、オンデマンド配信予定 

教育講演 

講師：品川 光春 先⽣ 

 

講演プログラム（オンデマンド配信） 

11 ⽉ 28 ⽇ 12：00〜 ⼀⻫配信予定 

記念講演  

講師：尾崎 正雄 先⽣ 

特別講演  

講師：岡 真裕美 先⽣ 

企業提供セミナー  

講師：⼟岐 志⿇ 先⽣ 
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● 略 歴 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

現在は保育所、幼稚園、⼩学校での⻭科健診でもう蝕が認められない⼦どもが多くなっていま
す。しかしながら少数ですが、多くのう蝕に罹患した⼦どもが存在し、う蝕が全くない⼦との格
差が問題になっています。将来のある⼦どもたち全てが平等にう蝕を無くしていくためには、個
⼈の努⼒だけでなく社会的な対策が必要で、「集団でのフッ化物洗⼝」によるう蝕予防を推進し
ていくことが必要と考えています。 
  園・学校でフッ化物洗⼝を実施していくためには、⻭科医師会が⾏政と協⼒して働きかけるこ
とが重要です。⻑崎県では 1995年(平成 7年)に「⻑崎県⻭科保健⼤綱」が、佐世保市では 1996
年(平成 8年)に「佐世保市⻭科保健⼤綱」が作成され、う蝕予防のために集団でのフッ化物洗⼝
の記載もされ、⻭科保健推進計画も作成されました。 

ところが、園・⼩学校でのフッ化物洗⼝はほとんど進展しませんでした。そのため⻑崎県議会
議員との交渉により、2010 年(平成 22 年)に全国で 3番⽬となる「⻑崎県⻭・⼝腔の健康づくり
推進条例」が制定されました。佐世保市でも 2012 年(平成 24年)に「佐世保市⻭・⼝腔の健康づ
くり推進条例」が制定され、いずれもう蝕予防のために園・学校でのフッ化物洗⼝の推進が明記
されました。 

県条例制定から 2 年後、2012 年(平成 24年)に⻑崎県は 5年間で県内の保育所、幼稚園、⼩学
校でのう蝕予防のための「フッ化物洗⼝」を実施することが決まり、⼩学校では予定通り 100%
実施され、その後中学校でも 100%実施に向けて現在進⾏中です。 
 今回、⼦どもたちをう蝕から衛るため、園・学校でのフッ化物洗⼝の必要性、また実⾏してい
く際の課題や障害に対する対応、そして今後の展望について佐世保市での実践活動を中⼼にまと
めてみました。これから園・⼩学校でのう蝕予防のためにフッ化物洗⼝の実施を検討されている
皆様や地域のご参考に少しでもなれば幸いです。 
 

⼦どもたちをう蝕から衛る 
〜フッ化物洗⼝を通じて〜 しながわ⼩児⻭科医院（佐世保市） 

品川 光春 

1977 年 九州⻭科⼤学卒業 
1981 年 九州⻭科⼤学⼤学院⻭学研究科修了(⻭学博⼠) 
1984 年  しながわ⼩児⻭科医院開業、現在に⾄る 
⽇本⼩児⻭科学会関係 
1988 年 ⽇本⼩児⻭科学会認定医 
1992 年〜1995 年 ⽇本⼩児⻭科学会九州地⽅会監事 
2000 年〜2002 年 ⽇本⼩児⻭科学会九州地⽅会副会⻑ 
2002 年〜2006 年 ⽇本⼩児⻭科学会理事(広報) 
2005 年  ⽇本⼩児⻭科学会専⾨医指導医 
2006 年〜2008 年 ⽇本⼩児⻭科学会常務理事(地域保健) 
2008 年〜2010 年 ⽇本⼩児⻭科学会副理事⻑(医療) 
2010 年〜2016 年 ⽇本⼩児⻭科学会常務理事(社会保険) 
⻭科医師会関係 
1991 年〜2017 年 佐世保市⻭科医師会理事 
2015 年〜2017 年 佐世保市⻭科医師会会⻑ 
2017 年〜2021 年 6 ⽉ ⻑崎県⻭科医師会副会⻑ 
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本年度で退職するにあたって、このような形で講演をする機会を与えてくださって感謝いたしま

す。私が⼩児⻭科医を⽬指した 40 年前は、まだむし⻭の洪⽔の真っただ中で、毎⽇むし⻭の治療と
メタルインレーの技⼯に明け暮れていた毎⽇を思い出します。ところが最近の新患の傾向は、外科的
処置症例が年々増加傾向にあり、令和元年度の新患登録者 995名の内、外科的処置患者は 157名
（内全⾝⿇酔症例は 26例）、外傷患者は 167例であり、⼝腔外科的疾患者は新患患者の約 1／3 を
しめています。その中でも正中埋伏過剰⻭の症例は、約 100症例となっており、外科的処置患者の
50％以上です。過剰⻭の発現頻度は、２〜３％といわれおり、永久⻭交換や⼝腔外傷、および前⻭
部齲蝕の発現により、乳⻭列期に⼀般⼝腔エックス線撮影を撮影される機会が多くなっていることか
ら、その埋伏過剰⻭の症例も低年齢化する傾向にあります。また、コーンビームCT（CBCT）の導
⼊により、導⼊前と導⼊後で患者動向や⼿術⽅法、診査⽅法に相違が出てきました。３次元的な位置
確認により 6歳以下の低年齢児に対しても負担の少ない摘出が可能となってきています。⼀⽅、⼩
児への対応の⽴場からみると、低年齢児の外科的処置では、不快な処置による相当な情動反応がみら
れ、バイオリアクション（ストレス反応）を起こします。ちょっとでも不快なことが起こると、攻撃
的な⽣体反応を起こし、内部⾏動と外部⾏動を引き起こしてしまいます。したがって、⼼理対応法に
は細⼼の注意をはらう必要があります。⼩児⻭科では静脈内鎮静法や経⼝投与による鎮静法は難しい
ので、笑気吸⼊鎮静法や全⾝⿇酔法が⽤いられます。外来⼿術では、⼩児は外科的処置を受けること
を知っているので少しでも恐怖⼼を押さえるように⼼がけています。浸潤⿇酔の⽅法としては、少し
ずつ⿇酔薬を注⼊して⾏くこと⼤切です。私の経験上、最初の浸潤⿇酔の良し悪しで、患児の診療拒
否が起こるかが決まると考えてよいと思います。場合によっては患児が痛がる瞬間に刺⼊を中⽌し、
落ち着かせることが⼤切である。また、⿇酔が効いていない所に局所⿇酔薬を追加するのではなく、
⿇酔が効いているぎりぎりの所を狙って刺⼊していく配慮も必要である。このように⼩児⻭科治療や
⼝腔外科治療では、患児への⼼理的なケアも⼤切になってきます。そこで今回の講演では、痛みのな
い⼩児⻭科治療に必要な⼼理的対応法を中⼼に、低年齢での⼿術時に⼩児を怖がらせないテクニック
についてお話したいと思っています。 

⼩児⻭科治療で必要な⼼理的知識 
―ストレスの無い⼩児⻭科診療を⽬指して― 

福岡⻭科⼤学 成⻑発達⻭学講座 成育⼩児⻭科学分野 
尾崎 正雄 

1956 年 福岡県に⽣まれる 
1981 年 福岡⻭科⼤学卒業 
1981 年 福岡⻭科⼤学⼩児⻭科学講座⼊局 
1982 年 福岡⻭科⼤学⼩児⻭科学講座 助⼿ 
1992 年 ⽶国カリフォルニア⼤学サンフランシスコ校客員助教授 
1996 年 福岡⻭科⼤学⼩児⻭科学講座 講師 
1997 年 福岡医療短期⼤学⻭科衛⽣学科 助教授 
2000 年 福岡⻭科⼤学 成⻑発達⻭学講座 成育⼩児⻭科学分野 助教授 
2012 年 同 成育⼩児⻭科学分野 教授 
現在に⾄る 
 
⽇本⼩児⻭科学会常務理事 専⾨医指導医 
⽇本⼩児⼝腔外科学会理事 認定医指導医 
⽇本外傷⻭学会理事 認定医指導医 
⽇本⼦ども⻭科保健・健康会議 会⻑ 
九州⼼⾝医学研究会 理事 
GCS 認定プロコーチ 
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⼦どもはケガをして育つ、と思う者は多い。実際に、過去のヒヤリハット経験を積み重ね、⼦どもた
ちは危険予測をするようになり、成⻑とともに事故を防ぐことができる。しかしながら、毎年 0歳か
ら 14歳までの⼦どもの死因で「不慮の事故」は、先天的な病気を除き、常に上位に位置する。年々減
少傾向にはあるが、現在でも毎年 300 ⼈以上が亡くなっている。また、⼦どもは被害者のみならず、
その他愛もない⾏動が、周囲の⼈間を危険にさらす可能性もある。 

⼦どもの多少のケガは許容したいものの、ひとたび事故が発⽣すれば、それが軽傷ですむか重篤な事
故になるかは確率の問題である。命の尊厳の観点からも、また少⼦化の我が国の現状からも、防げる事
故は防ぐべきと考える。 

また、⼦どもの⾏動は我々にとって予測不能なものが多い。急な⾶び出しなどの危険⾏動でハッとし
た経験をした⽅も多いであろう。交通場⾯などで、⼦どもの⾏動に注意せよと度々⾔われるが、なぜ⼦
どもは⾶び出すのか、なぜ何度も注意をしていても⽌まれないのかといった、⼦どもの⾏動特性につい
て説明される機会は稀である。しかし、その上で我々は⼦どもの動きを予測し、危険に備えるだけでな
く、⼦どもが安全⾏動をとるための教育・指導が求められている。 

そうした際に⼦どもに対して、⼤⼈が「気を付けて」「よく⾒て」と⾔うことも少なくないであろ
う。その時点では声掛けに従う⼦どもたちであるが、実はこうした漠然とした⾔葉は⼩学校低学年まで
の⼦どもには伝わっていないことが多い。 

本講演では、 

・⼦どもの事故件数、特徴 

・⼦どもの特性（⼼理⾯、⾝体⾯） 

・⼦どもの不安全⾏動に対する効果的な声掛け 

等について、発達⼼理学、交通⼼理学等の知⾒から、⼦どもの不安全⾏動のメカニズムを知り、そこか
ら⼤⼈が⼦どもを事故・ケガから守るために注意すべき点、効果的な声掛けについて考えたい。 

⼦どもの事故はなぜ起きる？⼦どもの特性を知って 
事故予防に⽣かす 

⼤阪⼤学⼤学院⼈間科学研究科安全⾏動学研究分野特任研究員 ⼦ども安全ネットかがわ副代表
岡 真裕美 

1980 年 ⾹川県⽣まれ 
2002 年 奈良⼥⼦⼤学⽂学部卒業後、パナソニック株式会社（旧松下冷機株式

会社）に勤務 
2007 年 結婚、第⼀⼦出産を経て、国語教師として中学・⾼校に勤務 
2012 年 ⼤阪府茨⽊市安威川の⽔難事故で、溺れていた中⾼⽣を助けに⼊った

夫が川の深みにはまり、亡くなる。溺れていた中学２年⽣男⼦⽣徒も
亡くなる。 

2013 年 ⼤阪⼤学⼤学院⼈間科学研究科安全⾏動学研究分野に⼊学。ヒューマ
ンエラーについて学び、特に「⼦どもの事故予防」について研究。 

博⼠号取得（⼼理学）後、特任研究員となり、⼦どもの事故予防の啓発活動、
研究、発信を⾏う。 



企業提供セミナー ： 株式会社 松⾵ 

 - 13 - 

 

 

 
 
  ● 略 歴 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
現在もまだ収束が⾒えない「COVID-19」の猛威、感染は怖いですが、その予防のために⾏われ

た様々な⽅法が⼦供たちの環境を⼤きく変え、その結果が⾊々と報告されるようになりました。 
⾃粛⽣活で、外でお友達と⾛り回る機会も減り、おうちにいる時間が⻑くなるとどうしても、 

⼦どもにお菓⼦やジュースを与える機会が増えてしまったようです。その結果、むし⻭の増加、 
⻭⾁炎の増加など、みなさまの医院でも確認されていると思います。 

こちらを臨床の現場では、むし⻭や⻭周炎の増加と感じていることと思います。⼀概に「コロ 
ナのせいだ！」とは⾔えませんが、その影響は⼤きいと思います。 

むし⻭ができてしまった⼦どもに「おやつの⾷べ過ぎだよ！こんなになっちゃって」 
保護者に「親が買ってこなければ、お菓⼦は⾷べられないのですから、ちゃんと管理してくだ 

さい」なんて、コロナ禍を必死に⽣きている中、⾔えませんよね。むし⻭ができてしまったこと 
は、⼦どもも、保護者もとてもショックなことです。せっかく⻭科へ「助けて！」と来ているで 
すから、私たちの⼒を最⼤限に発揮したいと思います。 

私たちには、むし⻭を治す技術があります。切削器具などの道具も揃っています。そして、む
し⻭をやっつけたなら、その修復をしなければなりません。その修復材料に、むし⻭を予防でき
る⼒があるなら、願ったりかなったり。保護者へ、「お菓⼦やジュースを与えるな！」というよ
り、「お⼝の中は私たちと⼀緒にきれいにしていき、むし⻭予防もしていきましょう。」と伝え
る⽅が関係を悪くしません。そして、次に来院したとき、「なかなか減らせませんでした」と保
護者が落ち込んでいても、お⼝の中は、「材料の⼒」が発揮されてむし⻭になっていなければ救
われます。 

「あれもしちゃだめ、これもだめ・・・」。そんな世の中ですが、むし⻭予防にはGiomer製品
を使⽤し、保護者と私たちにちょっとだけゆっくりと対応できるような時間を持たせられたらと
願っています。今回は、そのような製品を症例を⽤いてお話します。 

むし⻭予防に疲れている保護者を救う「材料の⼒」 
とき⻭科 

⼟岐 志⿇ 

北海道札幌市 ⽣まれ 
平成６年  北海道医療⼤学⻭学部卒業 
平成11 年 北海道⼤学⼤学院⻭学研究科⻭学専攻博⼠課程終了 

（⻭学博⼠） 
平成12 年 ⻘森市で開業（とき⻭科） 
 
全国⼩児⻭科開業医会会⻑ 
公益社団法⼈ ⽇本⼩児⻭科学会専⾨医指導医 
公益社団法⼈ ⽇本⼩児⻭科学会 常任理事 
東北⼤学臨床教授 
北海道医療⼤学⾮常勤講師 
新潟⼤学⾮常勤講師 
⽇本⻭科⼤学兼任講師 
⻘森市教育委員会教育委員 
⻭科医師臨床研修指導医 
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P1 

6-12 歳における齲蝕罹患状況と唾液中 Streptococcus mutans 菌数の変動と関連 〜2
年間の前向き研究〜  

九⻭⼤・⼩児⻭ 

〇藤⽥ 優⼦, ⽵島 勇, 梅津 哲夫, 牧 憲司 

 

【⽬的】 齲蝕のリスク因⼦は数多く存在するが,なかでも Streptococcus mutans（S. 
mutans）と齲蝕誘発との関わりは過去の多くの研究で実証されている。しかし,⻭の交
換頻度が著しい時期の齲蝕罹患状況と唾液中の S. mutans 菌数との関連を縦断的に調査
した研究は少ない。そこで我々は,学童期の齲蝕罹患状況と唾液中の S. mutans 菌数との
関連性を明らかにするため,2 年間の前向き研究を⾏った。 

【対象と⽅法】 本研究は,九州⻭科⼤学研究倫理委員会の承認を得て⾏った（承認番
号:11-25）。対象者は,6 歳から 12 歳までの健康な男⼥ 40 名（男児 23 名,⼥児 17 名）
とし,検査⽤のパラフィンガムを 3 分間咀嚼させ,採取した唾液からリアルタイム PCR
法を⽤いて S. mutans 菌数の解析を⾏った。また,乳⻭および永久⻭の萌出⻭数と齲蝕罹
患⻭数から齲蝕罹患⻭率を算出した。以上の検査を 2 年後の同⼀時刻にも⾏った。S. 
mutans 菌数の予測因⼦の解析には混合モデル分析を使⽤した。次に,対象者を 2 年後に
乳⻭の齲蝕罹患(df)⻭率が減少した群,増加した群,変化しなかった群の合計 3群に分け,
それぞれの群で S. mutans 菌数の平均値の変動を⽐較した。乳⻭と永久⻭の合計齲蝕罹
患(df/DMF)⻭率でも同様の解析を⾏った。 

【結果】 唾液中の S. mutans 菌数の予測因⼦は,年齢,df⻭率,および df/DMF⻭率であ
ることが明らかとなった。しかし,df⻭率が 2 年後に低下した群はその差が有意であっ
たにもかかわらず(p<0.05),唾液中の S. mutans 菌数は 2 年前とほぼ同レベルに維持さ
れていた。⼀⽅,df/DMF⻭率が 2 年後に低下した者の S. mutans 菌数は有意に増加し 
(p<0.05),df/DMF⻭率が増加した群の S. mutans 菌数と同レベルの菌数を⽰した。  

【考察】 学童期は,df⻭率やdf/DMF⻭率が 2 年後に減少しても唾液中の S. mutans
菌数が減少するとは限らないことが明らかとなった。したがって定期検診時には,患児
の潜在的な齲蝕リスクを⾒逃さないために,縦断的なデータでリスク評価を⾏うことが
重要である。 
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P2 

乳⻭列を利⽤したⅢA期上顎前⻭部の空隙予測⽅法の開発 

きふね⼩児⻭科，※九⼤・院・⼩児 

○⽊舩敏郎，⼭座義治※，福本敏※ 

 

【⽬的】 乳⻭列期に撮影されたトモシンセシスパノラマエックス線写真(TSP)から、
永久⻭の⻭冠幅径とともに永久⻭の萌出と⻭列の成⻑を 3Dで解析し、乳⻭列を使った
永久⻭列の⻭列空隙分析の開発を試みた。⽇本⼩児⻭科学会倫理審査許可番号 19-6。 

【対象と⽅法】 └１2 が萌出した平均8歳のTPXのある⼩児 30 名(男⼥各々15 名)
を基本に,  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から
X,Y,Z座標を求める⽅法を独⾃に考案し，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，新たな基準平⾯を設定して経年的な⽐較を可能にした。各TPXに└
ABC,└123 上の計測点を設定し，XYZ座標から各⻭の前頭⾯⾓度，⽮状⾯⾓度，⽔平
⾯⾓度を計算した。同様に乳⻭部⻭列幅径，前⻭部⻭列⻑径、前⻭部⻭列周⻑を計算し
た。また、4 歳児の⻭列から 8歳児の⻭列周⻑予測する⽅法を検討した。                                                             

【結果】 4 歳└1 は著しく遠⼼傾斜しているが、6~8歳に近⼼傾斜し 8歳に他の⻭よ
り垂直になる。4 歳時の└1 は他の⻭より⾆側傾斜しているが、8歳時には最も唇側傾
斜する。4 歳時は└1 が著しく近⼼回転しているが、6~8歳にかけて遠⼼回転する。前
⻭⻭周⻑は 4~8歳にかけて⽚側平均 3.91㎜増加するが、⽚側平均-0.27mm の空隙不⾜
が残った。8歳時の切⻭部混合⻭列分析値Y=0.75×（4 歳時⻭列周⻑−└12幅径）
+1.57（男⼥）+2.25，男⼥は男⼦を 1 ⼥⼦ 0 とする。回帰係数は 0.65。 

【考察】 TPS を経年的に、同⼀個⼈を同じ位置付けで追跡して分析する⽅法を考案
した。└1 は他の⻭種に⽐べて特異な萌出経路をとる。4 歳〜8歳の⽝⻭間幅径の増加
は└２の遠⼼傾斜によると推測される。ⅢA期上顎前⻭部の空隙予測は 4 歳時の⻭列空
隙分析値（乳前⻭部⻭周⻑と永久切⻭幅径の値）から予測可能であることが⽰唆され
た。 
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P3 

COVID-19感染拡⼤に対する、臨床医の対応状況についての実態調査 

廣⽥⻭科医院，*あんどう⻭科⼩児⻭科医院 

○廣⽥和⼦，安藤匡⼦* 

 

【⽬的】 新型コロナウイルス（COVID-19）感染症緊急事態宣⾔が発令された中，通
常の診療以上に徹底した感染予防対策を迫られた診療実態を把握するために，福岡⼩児
⻭科集談会では，アンケート調査を⾏ったので報告する。 

【対象と⽅法】 福岡⼩児⻭科集談会会員 35 名に 2020 年 11⽉に新型コロナウイルス
に関するアンケート⽤紙を郵送した。回答を得た 30医院について、各⻭科医院が特定
できない状態で集計・分析した。 

【結果】  

〇コロナ禍の診療 

ほとんどの診療所で患者数の減少が認められた。1週間以上の休診・患者数の制限・診
療時間の削減を⾏った診療所もあった。 

〇感染予防対策 

検温は，約 3割で⾏っていなかった。どの診療所もコロナ感染前よりも、様々な対策を
取っていた。感染予防物資不⾜は多くの診療所で⽣じ，⻭科医師会からの配給や代⽤品
を探しての対応が多かった。 

〇⻭科健診 

延期された所もあったが、さらなる感染対策を講じて、ほぼ事業は⾏われた。 

〇給付⾦・助成⾦ 

全診療所、何らかの給付⾦・⽀援⾦は申請していたが、助成⾦・⾦融機関からの融資
は、⼀部の診療所のみであった。 

【考察】 新型コロナウイルス感染症発⽣から，様々な対策が講じられてきた。現在、
終息の⾒通しもたたず、その上低年齢の感染も報告されてきた。このような状況の中、
今後各診療所の感染対策も、今回の結果を参考に、改めて徹底的に⾒直していく必要が
あると考えられる。  
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P4 

令和２年度社会保険診療報酬改定に関するアンケート調査結果について 

公益社団法⼈⽇本⼩児⻭科学会社会保険委員会 

○⽥中克明，宮川尚之、⽯⾕徳⼈、藤原卓、品川光春  

 

【はじめに】 令和 2 年の社会保険⻭科診療報酬改定は、⻭科、＋0.59％。⼩児⻭科に
関連する改定項⽬も多く、また新型コロナウイルス感染症の流⾏下で、感染予防対策も
含む改定であった。本改定についてアンケート調査を実施した。 

【対象と⽅法】 令和 2 年 12⽉ 24⽇〜2⽉ 28⽇、保険点数改定結果と⼩児⻭科医療
に関する検討項⽬に関するアンケート調査を、本会会員 5,016 名（2020 年 11⽉ 30⽇
時点）のうち⼩児⻭科学会メール発信中の 3,180 名に対し、WEB調査で実施した。
（本会研究倫理審査委員会の承認、認可番号 20−08） 

【結果】 回答率は 15.7％。 

１）診療報酬改定結果への評価：肯定的＝63.3％、否定的＝5.6％、どちらともいえな
い＝31.1％。レセプト 1件あたりの保険点数の変化：増加＝50.1％、減少＝3.1％、ど
ちらともいえない＝46.8％。 

２）増点された項⽬には、「レジンインレー」以外は肯定的が 70％以上。減点になっ
た項⽬には、納得できるとした評価は１割前後。新設された項⽬には、５〜7割程度が
肯定的。 

３）他に変更があった項⽬に対して「初診料の注１に係る施設基準の追加⾒直し」は肯
定的が３割、どちらともいえないが４割、「⼩児⼝腔機能管理料が加算から新設点数」
は肯定的が６割、どちらともいえないが３割、「⼿術時、⿇酔薬剤料の別途算定が可
能」は、肯定的が８割。 

また、上記の改定に関する評価とは別に、「新型コロナウイルス感染症と今後の診療形
ついて」、「現⾏の診療報酬のなかで改善して欲しいものについて」など、会員から頂
いた意⾒の集計も合わせて紹介する。 
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P5 

マウスピース型カスタムメイド矯正装置により混合⻭列期上顎前突の治療を⾏った１例 

ありた⼩児⻭科・矯正⻭科 

○有⽥ 光太郎，有⽥ 信⼀，坂本 英之，⽟城沙希 

 

【⽬的】 混合⻭列期のターミナルプレーン,遠⼼階段型は永久⻭列においては,Ⅱ級咬
合となることが報告されている。Ⅰ期治療において,ターミナルプレーン垂直型もしく
は,近⼼階段型,⼤⾅⻭関係においてはⅠ級咬合を獲得することが,永久⻭列期により良い
咬合関係となっていく。今回ターミナルプレーン両側遠⼼階段型,上下顎狭窄⻭列,上顎
前⻭の唇側傾斜を伴う上顎前突症の⼥児に対して,マウスピース型カスタムメイド矯正
装置（invisalign first:Align Technology社）で治療を⾏い良好な結果を得られたため報
告する。 

【対象】 対象：初診時８歳８か⽉の⼥児主訴：上顎前突,⼝腔内所⾒：Hellman dental 
ageⅢB,OJ:8.2mm,OB:1.7mm,両側ターミナルプレーン遠⼼階段型,上下⻭列の狭窄,頭部
エックス線規格写真：⾻格性１級,U1 の唇側傾斜（ANB 2.4°,U1toSN 114.1°,FMA 
27°,IMPA 97.4） 

【結果】 動的治療期間は１年 10ヶ⽉,OJ 2mm,OB2mm,⼤⾅⻭,⽝⻭関係Ⅰ級。頭部
エックス線規格写真：⾻格性Ⅰ級,上顎前⻭の⻭軸の改善（ANB 2.2°,U1toSN 
102.0°,FMA 27.2°,IMPA 95°）となった。側貌,⼝唇閉鎖の状態も改善した。 

【考察】 本症例ではターミナルプレーン両側遠⼼階段型,上下顎狭窄⻭列,上顎前⻭の
唇側傾斜を伴う上顎前突症であった。⼤⾅⻭関係Ⅱ級,ターミナルプレーンは両側遠⼼
階段型であり,下顎⻭列の近⼼移動もしくは,上顎⻭列の遠⼼移動が必要な症例であっ
た。マウスピース型カスタムメイド矯正装置の利点は,⽬⽴ちにくく⼩さいといった
点、拡⼤や整列が同時に⾏える点,さらにMA(Mandibular advancement)とよばれるツ
インブロック様の構造がつき,下顎⻭列の前⽅移動が期待できる点が挙げられる。本症
例においても,上下顎⻭列の拡⼤と整列における,上顎前⻭の⻭軸の改善,MAによる下顎
⻭列の前⽅移動ができたことから,良好な⾅⻭関係および咬合関係になったと考えられ
る。 

【結論】 マウスピース型カスタムメイド矯正装置により⾅⻭関係,上顎前⻭の唇側傾
斜の改善ができた。  
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P6 

⽝⻭の開窓牽引処置により近接⻭の⻭根吸収を回避した 1例 

藤関⻭科医院（東京都） 

○藤関雅⼦，久保周平 

 

【⽬的】 発育位置の異常が認められた上顎⽝⻭に対して開窓牽引処置を伴う矯正治療
を⾏い健全な永久⻭列を獲得した症例について報告する。本報告にあたり本⼈及び保護
者の同意を得ている。 

【症例】 患者は 10 歳 9か⽉の⼥児，叢⽣を主訴に来院した。矯正治療を⽬的に⼝内
法及びパノラマエックス線撮影を⾏ったところ，上顎左側⽝⻭の発育位置の異常が認め
られた。さらに精査⽬的で CBCT撮影を⾏った。その結果，上顎左側⽝⻭は右側⽝⻭
に⽐べ萌出運動が遅延し，⻭軸を正中⽅向に向けていることが判明した。⽝⻭⻭冠は側
切⻭⻭根に近接するも⻭根吸収は認められなかった。本例は上顎左側⽝⻭の発育位置の
異常と診断し，開窓牽引処置を伴う矯正治療を⾏うこととした。 

【経過】 左側⽝⻭を開窓し，牽引⽤ワイヤーを付与したリンガルボタンを接着し，
Nance のホールディングアーチを固定源として牽引⼒を加えた。開窓８か⽉後，⻭冠尖
頭側 1/4 が萌出した時点で，牽引⽅向を修正するためボタンの接着位置を変更した。さ
らに⻭軸の修正を加え開窓 1 年 3 か⽉後ほぼ⻭列内に排列した。さらに矯正治療を進め
開窓約 2 年後に健全な永久⻭列が完成した。 

【結果】 ⻭冠を正中⽅向に向け発育している⽝⻭に対し開窓牽引処置を⾏った。その
結果，近接⻭の⻭根吸収を回避し，健全な永久⻭列を獲得した。 

【考察】 ⻭の発育位置の異常はしばしば経験する。⻭の発育位置を精査する⽬的で
CBCT画像診断は有効である。画像診断を基に適切な時期に⻭科的対応を施すこと
は，新たな病変の発現防⽌の上で極めて重要である。 
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P7 

デンタルガムを⽤いた⼝腔機能訓練によりヘルマン IIA期の前⻭部交叉咬合を改善した
3例 

ありた⼩児⻭科・矯正⻭科 

〇⽟城沙貴、有⽥光太郎、有⽥信⼀ 

 

【⽬的】 デンタルガムを⽤いた咬合治療（ガムトレーニング）は，簡便で⽐較的安価
かつ⼩児が楽しんで⾏える機能療法であるという利点から，当院でも採⽤している。今
回はその有⽤性を検討することを⽬的とし、治療効果を認めた前⻭部交叉咬合患者に対
し保護者の同意の上⾏ったガムトレーニングの 3例について報告する。 

【対象と⽅法】当院に来院したヘルマンの⻭齢IIA期の前⻭部交叉咬合患者 3例に対
し,⼀⽇ 20 分間のガム咀嚼と⼝腔内で丸めたガムの⼝蓋への伸展を指⽰した。介⼊前後
に①⼝腔内写真による交叉咬合の改善の有無の確認，②⾆圧測定器（JMS社製）によ
る最⼤⾆圧測定，③りっぷるくん（松⾵社製）による最⼤⼝唇圧測定を⾏った。 

【結果】  

（症例 1）3 歳 1 か⽉。左側上下ABに交叉咬合を認めた。⼝唇閉鎖不全と乳児様嚥下
があり，最⼤⼝唇圧は 3.2Nと低値を⽰した。7 か⽉間毎⽇のトレーニング継続後，最
⼤⼝唇圧は 5.1Nに増⼤，左側ABの被蓋も正常となった。 

（症例 2）3 歳 10 か⽉。右側上下BC に交叉咬合を認めた。⼝唇閉鎖不全と⽖咬み癖が
あり，⼝唇圧は 3.8Nと低値であった。1 年 1 か⽉のトレーニング後の最⼤⼝唇圧は
5.2Nとなり，右側BC も正常被蓋となった。 

（症例 3）3 歳 3 か⽉。上下の右側Aと左側ABまでの 3 ⻭の交叉咬合。⽖咬み癖と⾆
の低位があり，最⼤⼝唇圧は 3.2N，最⼤⾆圧は 6.8Nと低値を⽰したが，1 年 1 か⽉の
トレーニング後にそれぞれ⼝唇圧 6.0N，⾆圧 15.2Nまで改善を認め，左側ABの交叉
が正常被蓋となった。 

【考察】 当院でガムトレーニング療法を⾏った３例において，前⻭部交叉咬合の改善
が認められた。これは①咀嚼サイクルの変化（⽚側噛みの修正），②バランスの取れた
⾆圧と⼝唇圧の獲得（⾆圧と⼝唇圧の向上）よるものと考えられた。 

これらの結果から,本トレーニングが乳⻭列期の部分的な反対咬合への筋機能療法とし
て有⽤であることが⽰唆される。  
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P8 

下顎乳中切⻭にストロー様異物の埋⼊を認めた１例 

九⻭⼤・⼩児⻭ 

○佐伯 桂，井上 秀⼈，野村 信⼈，牧 憲司 

 

【⽬的】 ストロー様異物が低年齢児の乳前⻭に埋⼊する事例は過去に多くの報告が⾒
られる。だが、異物が⻭冠⾊に似ていることが多く、それと認識されない場合も多い。
今回，形態異常⻭として３年半経過観察され，⻭槽⾻の吸収をきたして当科に紹介され
た症例について報告する。 

【症例】 

初診時年齢：４歳５か⽉の⼥児 

主訴：⻭の形がおかしいので診てほしい 

既往歴および家族歴：2021 年 2⽉，膝の痛みにより整形外科受診、エックス線診査に
て⾻の異常所⾒なし。 

現病歴：2018年 3⽉、下顎右側乳中切⻭（以下v*）の形態異常にて近医を受診，経
過観察を⾏っていた。2021 年 2⽉，エックス線診査にて v*周囲の⻭槽⾻吸収を認め
たため、当科に紹介となった。 

⼝腔内所⾒：v*は挺出し、動揺度は１度であった。⻭頸部に異物の埋⼊が認められ
た。 

エックス線所⾒：v*に限局した垂直的⻭槽⾻吸収が認められた。 

治療経過：v*に埋⼊していたストロー様異物をスプーンエキスカベータにて除去し
た。３か⽉後，エックス線診査にて，⻭槽⾻の添加がわずかに認められた。 

【考察】 今後、ストロー様異物が埋⼊した場合の特徴をより広く周知する必要があ
る。また、本症例は、膝部の痛みもみられたため、低ホスファターゼ症との鑑別も必要
であった。近年、⻭科医師の気づきで診断に⾄ることが多い低ホスファターゼ症につい
ても理解しておくことが重要である。 
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P9 

OFCD症候群患者に認めた上顎永久前⻭癒合⻭の観察 

⻑崎⼤・⻭・⼩児⻭ 

〇⽩倉佳奈,⻄⼝美由季,⻄俣はるか,伊藤李⾹,⽊下莉沙⼦,近藤好夫,⽇⾼ 聖,⽥上直美, 

藤原 卓 

 

【⽬的】 永久⻭癒合⻭は上顎前⻭に多いが，その頻度は 0.3％と⾮常に少ない。我々
はOFCD症候群 15 歳⼥⼦の上顎右側⼝蓋部に認めた 1」，2」および過剰⻭から成る
癒合埋伏⻭は巨⼤かつ複雑な形態を⽰し，⼝腔内で機能させることが困難と判断したた
め抜⻭を⾏った。今回，本抜去⻭のマイクロCTによる形態学的観察及び組織標本切⽚
を作成，観察を⾏ったので報告する。 

【⽅法】 抜去⻭をBruker社製⾼分解能卓上型 3 D  X線撮影装置（SkyScan1272）
を⽤い，ピクセル分解能 10µm，選択フィルター：Cu 0.11mm にて撮影。同社製のソ
フトNRecon にて画像を再構成，3次元データを得ることで抜去⻭各⻭⾯の断層⾯を観
察，検討した。 

その後⾮脱灰組織切⽚を作成，顕微鏡観察を⾏った。 

【結果】 形態観察：切⻭様形態の⻭ 1」と⼩窩を持つ樽状の⻭ 2」が癒合し，⻭冠切
端から⻭根端までの⻑径は 31mm で，根端は広くロート状に開いており⻭根未完成で
あった。µCT画像：複雑な形態であることが明瞭で，µCT画像，3D構築画像から陥
⼊⻭（⻭内⻭）である 2」とシャベル様形態の 1」，矮⼩な過剰⻭の 3 本から構成する
癒合⻭であることがわかった。組織切⽚観察：癒合各⻭の切端部分の象⽛細管，エナメ
ル⼩柱の⾛⾏に⼤きな乱れは少ないが癒合部付近を中⼼に象⽛細管の⾛⾏が⼤きく乱れ
ており，癒合部と思われる部位付近には⼤⼩多数の⽯灰化球の存在を認めた。 

【考察】 OFCD症候群の責任遺伝⼦であるBCOR遺伝⼦は初期胚形成期の⻭の発育
中に重要な役割を果たし，その減少により間葉系幹細胞の⾻象⽛質形成能を増加させ
る。この極めて希有な癒合⻭はOFCD症候群患者の特徴である過活動性根形成と共に
この異常な⾻象⽛質形成能により⽣じたものと考えられる。 

【⽂献】 Zhipeng Fan, Takayoshi Yamada,et al. BCOR regulates mesenchymal stem 
cell function by epigenetic mechanisms Nature Cell BiologyVol.11 No.8 1002-1009 
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P10 

学童期男児の下顎前突のマウスピース型咬合誘導装置による治療の 1例 

医療法⼈社団天聖会 ⾼⽯⻭科医院 

〇⾼⽯佳知 

 

【⽬的】 ⻭列矯正⽤咬合誘導装置プレオルソタイプⅢは，反対咬合の⻭列に装置の装
着で，下顎が後⽅へ移動して構成咬合位になり，反対咬合が改善される。今回，プレオ
ルソタイプⅢにより咬合の改善が認められた下顎左⽅変位を伴う下顎前突の治療症例を
報告する。 

【症例・診査】 初診時年齢：11 歳 9か⽉，男児。初診：2019年 1⽉，主訴：咀嚼障
害。⼀般既往歴・家族歴：特記事項なし。診査：模型分析から⼤⾅⻭咬合関係はアング
ルⅢ級，前⻭オーバーバイト 3mm，オーバージェット-2mm。上下顎⻭列⼸の正中線
不⼀致を認め，左側へ 3mm偏位を伴う交差咬合と診断，セファロ分析（LATERAL 
CEPHALOMETRIC ANALYSIS，Japanese Society of Pediatric Dentistry ʻ95）から，
SNAは 84°で標準値 1SD内，SNBが 90°，ANBが-6°，Interincisalが 135°と標
準値 1SDより外れることから「下顎左⽅変位を伴う下顎前突」と診断する。 

【治療計画及び経過】 プレオルソタイプⅢの適応症が反対咬合であることから，本症
例の適応と考え，2019年 1⽉から 2020 年 2⽉まで，プレオルソタイプⅢを⽇中最低 1
時間と就寝時に装着する。2020 年 2⽉にオーバーバイト 3mm，オーバージェット
2mm まで改善し，夜のみの装着とし 2021 年 9⽉に⾄る。 

【結果】 治療前後で SNB（90°から 84°），ANB（-６°から 0°）に改善し，
Convexityは標準範囲まで改善した。上下顎⻭列⼸の正中線の左側偏位は左側 3mm か
ら 1mm に改善した。 

【考察】 学童期の永久⻭列完成前にプレオルソタイプⅢによる反対咬合の治療効果が
認められた。学童期の⼝腔の筋⾁バランスを改善することが，⼝腔機能の改善と維持に
繋がることが⽰唆された。 
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P11 

⽔平埋伏した下顎第⼆⼤⾅⻭を抜⻭し，第三⼤⾅⻭を外科的に脱⾅後，意図的に萌出誘
導させた 1例 

福岡⻭⼤・成育⼩児⻭，＊たかみデンタルクリニック，＊＊森⻭科⼩児⻭科医院 

○⽥平和久，⾼⾒由佳＊，森奈千⼦＊＊，⽯井華⼦，松尾 聡，熊⾕徹弥，⾺場篤⼦， 

岡 暁⼦，尾崎正雄 

 

【緒⾔】 第⼆⼤⾅⻭の埋伏は，萌出誘導可能な領域が限られ，装置設計や調整が難し
く治療も⻑期化する場合が多い。今回我々は，⽔平埋伏した下顎左側第⼆⼤⾅⻭に対し
て，保存を⾏わず抜⻭し，⻭根形成 2 分の 1 期となった第三⼤⾅⻭を外科的に脱⾅し，
第⼆⼤⾅⻭部へ挺出させ良好に咬合させることができた症例の概要を報告する。尚，発
表に際し，保護者と患児の同意は得ている。 

【症例】 ［患者］12 歳男⼦［主訴］┌７の埋伏，精査・加療［既往歴・家族歴］特
記事項なし［現病歴］かかりつけ⻭科医にて定期検診時に撮影したエックス線写真にて
┌７の埋伏を認めたため同部の精査・加療を⽬的に当科を紹介された。［全⾝所⾒］特
記事項なし［局所所⾒］顔貌は左右対称。Hellman ⻭齢ⅢC 期，齲蝕および⼝腔内軟組
織異常なし。［パノラマエックス線写真所⾒］┌７の⻭根は概ね完成し⽔平埋伏してお
り，さらに┌７の⻭根上部には┌8の⻭冠部が形成されていた。［⻭科⽤ CT写真所
⾒］┌７の⻭冠は┌6 の遠⼼根に近接していたが，┌6 の遠⼼根に吸収は認めなかっ
た。［臨床診断］┌７⽔平埋伏⻭［処置および経過］┌8の萌出誘導を想定し┌７の抜
⻭術を施⾏することとした。┌７の抜⻭後 1 年 10 か⽉時，┌８⻭胚は，⻭根 2 分の 1
まで完成したが⻭軸は⽔平で⾃然な萌出は期待できなかった。そこで，┌８を外科的に
脱⾅させ，┌6遠⼼へと意図的に挺出させ固定を⾏った。意図的挺出から 3 年 6 か⽉経
過した現在，┌８はエックス線写真では⻭髄腔の閉塞傾向を認めるものの，電気⻭髄診
で⽣活反応は確認できており，咬合状態も良好である。今後も注意深く経過観察を続け
る。 

【参考⽂献】 

1）⽉星光博．⾃家⻭⽛移植 増補新版．第 2版．東京：クインテッセンス出版；
2014．127-130． 
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P12 

外傷により上顎中切⻭に⻭根破折を呈した 2例 

福岡⻭⼤・成育⼩児⻭，*つるた⻭科医院，**豊原⻭科医院 

○吉⽥真理絵，鶴⽥勝久*，豊原達也**，藤池美保⼦，⼤⽊ 調，⼟橋容⼦， 

⾺場篤⼦，岡 暁⼦，尾崎正雄 

 

【緒⾔】 外傷による⻭根破折は，破折部位の診断が困難であることから，その対応に
は苦慮する。今回我々は，外傷による上顎中切⻭⻭根破折の 2例について治療経過を報
告する。尚，発表に際し保護者と患児の同意は得ている。 

【症例 1】 〔患者〕10 歳 3 か⽉男⼦〔主訴〕１┘└１⻭根破折の精査加療〔現病
歴〕来院 2⽇前に外傷による前⻭動揺を主訴として，近医を受診後当科へ紹介。［局所
所⾒］顔貌は左右対称。Hellman ⻭齢ⅢB期，1┘└1 動揺度２，打診痛あり，EPT  
反応あり。〔⻭科⽤ CT写真所⾒〕1┘は根尖 1/5，└1 は⻭根中央部で破折していた。
〔臨床診断〕1┘└1 ⻭根破折〔処置及び経過〕線副⼦にて 4 か⽉固定した。受傷から
4 年経過した現在，⻭髄腔は狭窄しているが⽣活反応を認め経過良好である。 

【症例 2】 〔患者〕10 歳 10 か⽉男⼦〔主訴〕1┘⻭根破折の精査加療〔現病歴〕外
傷で 1┘の⼝蓋側転位した為，⼝腔外科にて整復固定された。受傷から 4 か⽉後に 1┘
部に⻭⾁膿瘍を形成がみられたため当科へ紹介来院。［局所所⾒］顔貌は左右対称。
Hellman ⻭齢ⅢB期，1┘動揺度 3，打診痛あり，EPT反応あり。〔⻭科⽤ CT写真所
⾒〕1┘は⻭根中央部に破折線が認められ根尖側破折⽚は⻭冠部側と完全に分離してい
た。〔臨床診断〕1┘⻭根破折〔処置及び経過〕⻭⾁膿瘍は，⻭槽⾻⾻折部の感染と判
断し切開排膿処置とした。線副⼦にて 7 か⽉固定した。受傷から 4 年後，1┘の⽣活⻭
髄反応が消失したため感染根管処置を⾏った。受傷から 6 年経過した現在，⻭冠部側の
破折端周囲には⾻形成が観察されている。 

【考察】 永久⻭の⻭根破折では，⻭科⽤コンビーム CTによる 3次元的な破折部の評
価が重要である。⻑期間の固定終了後も感染や⻭根吸収が再燃することもあるため，⻑
期間のきめ細やかなフォローが必須である。 
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P13 

⼩児の関節突起⾻折に対して，機能的咬合誘導装置による保存的治療を⾏った 3例  

福⻭⼤・成育⼩児⻭ 

○幡地秀栄, ⽥村翔悟, ⽥⼝雅英, ⼀瀬隼汰，横⽥いづみ, 柏村晴⼦, ⾺場篤⼦， 

岡 暁⼦, 尾崎正雄 

 

【緒⾔】 下顎⾻関節突起⾻折は，下顎枝の成⻑抑制や開⼝障害などの予後が⾒られる
ことも少なくない。今回我々は，⼩児の関節突起に対し，開⼝訓練と同時に機能的咬合
誘導装置を⽤いて下顎を前⽅位に誘導したことで，良好な経過をたどった 3例を報告す
る。尚，発表に際し保護者と患児の同意は得ている。 

【症例】  

症例 1：5 歳 0 か⽉，⼥児。両側下顎頭関節突起⾻折。受傷時最⼤開⼝量 15.7mm。ネ
クチンバンドによる顎位の安静後，開⼝訓練を開始し構正咬合位で作成した FKOを装
着した。受傷３か⽉後，下顎運動に問題ないため装置を除去。受傷後 9か⽉現在，経過
良好である。 

症例 2：3 歳 10 か⽉，⼥児。両側下顎頭関節突起⾻折。当⽇開⼝量不明。ネクチンバ
ンドにて顎位の安静後,開⼝訓練を開始し咬合斜⾯版を装着した。受傷 2 か⽉後，下顎
運動に問題ないため装置を除去。受傷後 2 年 4 か⽉現在，経過良好である。 

症例 3：7 歳 5 か⽉，男児。左側下顎頭関節突起⾻折。受傷時最⼤開⼝量 14mm。開⼝
時，下顎 2mm左偏。ネクチンバンドにて顎位の安静をはかる際，咬合挙上板を装着し
た。さらに，上下顎にフック付きリンガルアーチを装着し，2級顎間ゴムを⽤いて下顎
を前⽅へと誘導した。1週間後開⼝訓練を開始，さらに 1 か⽉後，ＦＫＯへと変更し
た。4 か⽉後，下顎運動に問題ないため装置を除去。受傷 9か⽉現在,経過良好である。 

【考察】 下顎頭関節突起で⾮観⾎的処置となった場合，硬組織修復のための顎位安静
と関節部の癒着を予防するための開⼝訓練開始の時期決定が難しい。本 3症例は，下顎
安静時に下顎前⽅位を誘導したことによって，軟組織を含めた関節部の修復が促され，
良好な経過につながったと考えられる。 
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P14 

噛みしめ空気嚥下症の 1例  

⽯川⻭科医院 

○⽯川博⽂ 

 

【⽬的】 空気嚥下症とは，無意識に⼤量の空気を呑み込むことによって，胃や⾷道，
腸に空気がたまり，その結果、ゲップやお腹の張り，おならが頻繁にでる症状を呈する
機能的疾患で消化器⼼⾝症の⼀つとされている。今回，くいしばりによる呑気症を「噛
みしめ呑気症候群」として治療効果をあげたので報告する。 

【対象と⽅法】患者１６歳⼥⼦ 臨床診断呑気症気道を確保しやすいように咬合⾼径を
上げるためにマウスガードを上下で作成。 

【結果】 １週間程使⽤した結果，呑気症の臨床的症状は無くなった。さらに使⽤して
半年後，症状は無く経過は良好である，現在腹部の膨満感，ゲップ，放屁の症状は，全
く認められない。 

【考察】 空気嚥下症は，嚥下された過剰の空気が消化管に貯留し，頻回のげっぷをは
じめとした腹部や胸部の症状をきたす。原因に器質的疾患を同定し得ない機能的疾患で
あり，⼼理社会的因⼦と⽣理的機能が密接に関与した機能的消化管障害 の１つとされ
る。治療としては，⾷⽣活の改善，不安緊張の緩和，薬物療法として消泡剤や消化管機
能改善薬などの投与，⼼因性の要因に対して抗鬱剤や抗不安剤などが使⽤される。本症
例においても内科において薬物治療はされたが改善はなかった。⻭科においては，習慣
的な空気嚥下については，クレンチングのコントロールを⾏っていくことは，呑気症の
治療の⼀環として有効であると考える。今後クレンチングを伴う空気嚥下症の治療のひ
とつの選択肢となればよいと考える。 
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P15 

上顎右側第⼀⼩⾅⻭の埋伏に対し矯正治療を伴わずに対応した１例 
１）九⻭⼤・⼩児⻭，２）ふくしま⻭科医院，３）村岡⻭科医院 

○渡辺幸嗣１），福島直樹２），松⽥容⼠⼦３），牧 憲司１） 

 

【緒⾔】 個性正常咬合の獲得を妨げる要因のひとつとして異所萌出が挙げられる。今
回我々は，上顎右側第⼆⼩⾅⻭（以下第⼆⼩⾅⻭）の異所萌出のため埋伏した上顎右側
第⼀⼩⾅⻭（以下第⼀⼩⾅⻭）に対し，開窓と保隙のみで対応した症例を報告する。 

【症例】 初診時年齢 13 歳，男児。検診を希望し来院した。視診では，上下顎左右側
とも第⼆乳⾅⻭のみ乳⻭が現存し，永久⻭は中切⻭，側切⻭，⽝⻭，第⼀⼩⾅⻭，第⼀
⼤⾅⻭が萌出していると思われた。しかしながら，パノラマエックス線を撮影したとこ
ろ，当初第⼀⼩⾅⻭と思われた⻭は近⼼傾斜により第⼀乳⾅⻭を脱落させて萌出してき
た第⼆⼩⾅⻭であり，第⼀⼩⾅⻭は埋伏していることが判明した。CTを撮影したとこ
ろ，上顎右側第⼆乳⾅⻭（以下第⼆乳⾅⻭）の⼝蓋根は埋伏している第⼀乳⾅⻭と交通
していることが明らかとなった。患児と保護者に状況を説明するも，矯正治療は受けた
くないという強いご希望があった。そのため，第⼆⼩⾅⻭と第⼀⼩⾅⻭の排列を⼊れ替
えて萌出させることを⽬指した。第⼆乳⾅⻭を抜去し抜⻭窩⼝蓋根部から第⼀⼩⾅⻭に
向けて開窓を⾏い，バンドループにて補隙を⾏った。その結果，埋伏していた第⼀⼩⾅
⻭は補隙開始から約２年で第⼆⼩⾅⻭の位置に萌出した。 

【考察】 第⼀⼩⾅⻭と第⼆⼩⾅⻭には依然傾斜や捻転がみられ，全顎的な叢⽣もみら
れることから，理想的には今後矯正治療を受けることが望ましいと考えられる。矯正治
療を伴わずに第⼀⼩⾅⻭を萌出させることができたことは意義深いが，本来であれば，
第⼆乳⾅⻭を抜去後第⼆⼩⾅⻭を upright して第⼀⼩⾅⻭を開窓牽引する⽅が治療の精
度は⾼いと考えられる。事情により開窓と補隙だけで萌出誘導を⾏う際には計画通りに
いかない可能性があることやその場合のリスクと対応法について患者様に⼗分ご理解を
いただく必要があると考えられる。 
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P16 

乳⾅⻭埋伏による影響が複数の永久⻭胚に及ぶ可能性があった１例 

１⻑⼤院・医⻭薬・⼩児⻭，２おがわ⻭科医院 

○⽇髙 聖１，⼩川佳⼦２，藤原 卓１ 

 

【⽬的】 何らかの理由で乳⻭が埋伏した場合，その影響が後継のみならず複数の永久
⻭胚に及ぶことがあるため，適切な時期に適切な治療を⾏うことが重要である。今回
我々は、埋伏した第⼀乳⾅⻭の摘出後に後継の第⼀⼩⾅⻭を牽引して良好な永久⻭列を
誘導できた症例を経験し，発表について保護者から同意を得たため報告する。 

【症例】 ２歳 10 か⽉男児。「奥⻭（右上D）が⽣えてこない」との主訴にておがわ
⻭科医院を受診した。埋伏の原因となる⽯灰化物を認めたため、４歳２か⽉時に開窓・
除去して以後観察するも⾃然萌出しなかった。７歳２か⽉時に精査・加療依頼あり⻑崎
⼤学病院⼩児⻭科を受診した。CT精査にて，後継の右上４はほぼ90 度遠⼼傾斜して
いた。⻭冠完成期であったが，⻭根が形成される先には右上２の⻭胚があり，さらに右
上３の萌出経路を塞ぐ位置にあった。右上５の⻭胚はやや遠⼼に偏位していた。つまり
１本の乳⻭の埋伏により、４本の永久⻭胚が何らかの影響を受けていた。 

【経過】 ７歳６か⽉時に全⾝⿇酔下にて右上Dを摘出し，右上４の即時牽引を開始
した。９歳３か⽉で右上４が萌出したが約 90 度捻転していたため，リンガルアーチに
て捻転改善を試みた。９歳８か⽉で捻転が解消し，ブラケット付与して⻭軸改善を図っ
た。10 歳４か⽉で⻭軸がほぼ改善した。10 歳 10 か⽉で右上５が萌出したが，捻転し
ていたためセクショナルアーチで改善を試みた。12 歳 10 か⽉で永久⻭列が完成した
が，フルブラケットによる⻭列治療は本⼈・保護者とも希望がない状態であった。した
がって以後の⻭科的管理は，紹介元であるおがわ⻭科医院で⾏うこととした。 

【考察】 ⻭列の発育過程に⽣じる様々な問題を確実に⾒出し，後に解決困難となるこ
とがないよう病態に応じた適切な対応を実⾏することが，発育期を担う⼩児⻭科医に求
められると考えた。 
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P17 

SEMDJL2 の責任遺伝⼦KIF22 は⾻や軟⾻に存在し軟⾻細胞の増殖に必須である 

九⻭⼤・⼩児⻭＊，九⻭⼤・⽣化学＊＊ 

○川上紘佳＊，＊＊，⻤塚⼀徳＊，古株彰⼀郎＊＊，牧憲司＊ 

 

【⽬的】 脊椎⾻端⾻幹端異形成−関節弛緩症(SEMDJL2)は，常染⾊体優性遺伝の疾
患で，その責任遺伝⼦としてキネシン様タンパクKIF22 の⼀塩基変異が報告されてい
る。本疾患は，低⾝⻑や顔⾯中央部の劣成⻑を特徴としており，これは⾻や軟⾻の低形
成によるものと考えられる。そこで本研究では⾻・軟⾻におけるKIF22 の役割を検討
した。 

【⽅法】 5週齢マウスの様々な組織より mRNAを採取し qPCR をおこなった。
KIF22抗体を⽤いて 2週齢マウスの脛⾻の免疫染⾊を⾏った。(動物実験承認番号 20-
14)マウス軟⾻前駆細胞様細胞株ATDC5 に対して，ノックダウンのために shRNA，過
剰発現のために cDNAを導⼊し，WST-8法による⽣細胞数測定と，TUNEL法，LDH
の測定，切断型Caspase 3 の免疫染⾊によるアポトーシスの検討をおこなった。 

【結果】 KIF22 の mRNA量はマウスの成⻑板，⾻髄，⽪質⾻に多く発現していた。
また，KIF22 は成⻑板の増殖層にある軟⾻細胞への局在を認めた。KIF22 のノックダウ
ンにより，⽣細胞数は減少したが，アポトーシスの細胞数は有意差を認めなかった。⼀
⽅，KIF22 の過剰発現により⽣存細胞数が増加した。 

【考察】 KIF22 は⾻・軟⾻の成⻑に必須的な役割を果たす増殖軟⾻層に強く発現して
おり，さらに軟⾻細胞の増殖に必要であることが⽰された。 

SEMDJL2 では，KIF22 の機能喪失により軟⾻細胞増殖が低下し，顔⾯中央部の低形成
や低⾝⻑をきたしていることが考えられた。 
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P18 

先天⻭抜去後に⻭根様硬組織形成を認めた 1例 

⿅⼤・院医⻭・⼩児⻭, *⿅⼤病院・⼩児⻭ 

〇伴 祐輔,奥 陽⼀郎,迫⽥ 莉奈,久⾙ 宗次郎,柳澤 彩佳*,辻井 利弥,村上 ⼤輔, 

稲⽥ 絵美*,⼭﨑 要⼀ 

 

【緒⾔】 先天⻭とは⽣後１か⽉以内にみられる早期萌出⻭である。哺乳障害や⾆の潰
瘍形成を引き起こすことがある。また、動揺が⼤きい症例では⾃然脱落による誤飲・誤
嚥を回避するため、抜去を選択する場合がある。今回、先天⻭を抜去した後に⻭根様硬
組織形成を認めた症例を経験したので報告する。なお、本発表については書⾯にて保護
者の同意を得ている。 

【症例】 患児：平成３０年⽇⽣,男児。 

初診：⽣後１２⽇。出⽣時に産婦⼈科で先天⻭を認め、当科へ紹介された。下顎左側乳
中切⻭部に先天⻭が萌出し、動揺度は１度だった。右側乳中切⻭部は⻭⾁が膨隆してい
た。エックス線検査で両側乳中切⻭であると考えられた。⾆下部に潰瘍はなく、哺乳状
態も良好であったことから保存可能と判断し、経過観察とした。 

【処置および経過】 １週間後に右側も萌出した。しかし、両側とも動揺が⼤きくなっ
たため保存不可能と判断して抜去した。５か⽉後に同部に２本の⻭根様硬組織を認め、
その⼀部が萌出した。１年３か⽉後に左側の硬組織が破折し、右側は２年５か⽉後に⻭
⾁に膿瘍を⽣じたため抜去した。現在は⼩児義⻭を装着し、⼝腔管理を継続中である。 

【考察】 先天⻭は⾃然脱落による誤飲・誤嚥の危険性が⾼い場合、やむを得ず抜去を
選択することがある。その際は保護者に⼝腔機能や乳⻭列の成⻑発育への影響と保隙の
必要性について事前の説明が重要となる。また、先天⻭抜去後には該当部の⻭⾁に⾁芽
組織形成や抜去時に残った⻭胚の⼀部が分化し、硬組織形成を認めることがある。本症
例で形成された硬組織は破折ならびに膿瘍を形成したことから、先天⻭抜去後には⻑期
的な経過観察が重要であると考える。 
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P19 

マウスピース型カスタムメイド矯正装置により混合⻭列期反対咬合の治療を⾏った１例 

ありた⼩児⻭科・矯正⻭科 

○坂本 英之，有⽥ 光太郎 

 

【⽬的】 上下⻭列狭窄を伴う前⻭部反対咬合を有する男児に対して,マウスピース型
カスタムメイド矯正装置（invisalign first:Align Technology社）で治療を⾏い良好な結
果を得られたので報告する。 

【対象】 対象：初診時８歳男児,主訴：前⻭部の反対咬合,⼝腔内所⾒：Hellman 
dental ageⅢA,OJ:-1mm,OB:2.6mm,両側ターミナルプレーン(TP)近⼼階段型,上下⻭
列の狭窄に伴う叢⽣,頭部エックス線規格写真（セファロ）分析値：⾻格性１級,U1⾆側
傾斜,L1唇側傾斜（ANB 2.9°,U1toSN91.4°,FMA 27°,IMPA 96.6） 

【結果】 動的治療期間は１年 10ヶ⽉,１）前⻭部反対咬合の改善OJ :(-)1mm から
(+)4mm に改善、２）⾅⻭部関係：,TP は近⼼階段型から垂直型へ改善。３）セファロ
分析値は上下顎前⻭の⻭軸の改善（ANB 2.9°から 4.6°）,U1toSN 105.1°から
91.4°,FMA 27°から 24.2°,IMPA96.6 から 94°）に改善した。 

【考察】 本症例はターミナルプレーン両側近⼼階段型,上下顎狭窄⻭列に伴う叢⽣,上
顎前⻭の⾆側傾斜,下顎前⻭の唇側傾斜を伴う反対咬合症例であった。前⻭部反対咬合
のため、上顎前⻭を唇側傾斜、下顎前⻭を⾆側傾斜による被蓋の改善、上下顎⻭列の拡
⼤による叢⽣の改善が必要な症例であった。マウスピース型カスタムメイド矯正装置の
利点は,拡⼤や整列が同時に⾏える点,エラスティックの使⽤ができるといった点が挙げ
られる。本症例においても,上顎⻭列の側⽅および前⽅への拡⼤,下顎⻭列の拡⼤および
下顎前⻭の⾆側傾斜,Ⅲ級ゴムによる下顎⾻の後⽅への回転により,正常な被蓋の獲得,良
好な咬合の関係の獲得ができたと考えられる。 

【結論】 マウスピース型カスタムメイド矯正装置はⅢA期の上下⻭列の狭窄を伴う反
対咬合の治療に有効であった。 
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P20 

バイタルセンシングカメラを応⽤した捕⾷動作解析のための新規測定システムの構築 

*⿅⼤院医⻭ **⿅⼤⼩児⻭ ***⿅⼤⻭学教育 

〇鎮守 耕平*   佐藤 秀夫* *   ⼭本 祐⼠*  ⾦⽥ 尚⼦*  有安 雄⼀*  

橋⼝ 真紀⼦*   岩下 洋⼀朗* * * 與倉 杏奈* *  ⼭﨑 要⼀* 

 

【⽬的】 バイタルセンシングカメラにより,顔⾯周囲の任意の点を認識させ,マーカー
レスかつリアルタイムで捕⾷時の顎顔⾯動作を測定し,解析可能なシステムの構築を図
った。今回,設定した点の測定精度ならびに再現性を検証したため報告する。本研究は
⿅児島⼤学疫学研究等倫理委員会（ 承認番号 200053疫 ）にて承認済みであり,開⽰す
べき COIはない。 

【対象と⽅法】 測定機器としてMicrosoft社 XBox One Kinect Sensor®( 以下
Kinect )を採⽤し,⼈の顔⾯形状を認識して顔⾯上および顔⾯外に設定した任意の点の３
次元位置情報を取得するプログラムを作製した。被験者１名をKinect から 120cm の位
置に着座させた。捕⾷時の顔⾯動作解析のため両側内眼⾓,外眼⾓,⼝⾓を認識し,さらに
頭部動作解析時の基準線設定のため,被験者の上部に２つの不動基準点を配置し,それぞ
れの２点間距離を算出した。実測値はデジタルノギスを使⽤し,設定した点の２点間距
離を測定した。そして,測定値と実測値に関して,測定値の平均値ならびに実測値との誤
差について⽐較・検討した。 

【結果】 測定値の平均は両側内眼⾓ 36.14mm,外眼⾓83.43 mm,⼝⾓ 52.20mm,実測
値との誤差は内眼⾓ 0.40mm,外眼⾓ 0.27mm,⼝⾓ 0.61mm であった。不動基準点の２
点間距離の平均は 164.74mm,実測値との誤差は 0.35mm であった。 

【考察】 実測値との誤差は最⼤ 0.60mm程度となり,測定値はこれらを考慮する必要
があるが⾼い精度と再現性を有することが⽰唆された。今回構築したシステムにより,
捕⾷時の頭部運動,開閉⼝運動,咀嚼・嚥下時の体表⾯動作を取得し解析可能となる。現
在,被験者への測定を開始しており,⼝腔機能の定量化のための基礎データを蓄積してい
る。将来的には⼩児期の⼝腔機能の発達段階を評価できるシステムの構築し臨床応⽤を
⽬指す。 
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P21 

筋機能矯正装置を⽤いて改善した⾅⻭関係AngleⅠ級不正咬合の 3例 

ひかる⻭科ちえこども⻭科 

○甲斐⽥ 知映 

 

【⽬的】 近年、⼩児の⼝腔機能不全が問題となっており,⼝呼吸,低位⾆,異常嚥下癖等
の⼝腔機能不全が⼀因と考えられる不正咬合に既成の筋機能矯正装置を⽤いた矯正治療
が実施されるようになっている。この装置の効果についての報告で⾅⻭関係AngleⅠ級
の患者にこれらの装置を⽤いた治療効果の報告は少ない。そこで本報告では,混合⻭列
期の⾅⻭関係AngleⅠ級の患児を，既成の筋機能矯正装置を⽤いて治療を⾏ったところ
良好な結果が得られたので報告する。 

【対象と⽅法】 対象は混合⻭列期の⾅⻭関係がAngleⅠ級もしくは１／２Ⅱ級で,既成
の筋機能矯正装置(マイオブレイス)で治療を⾏った 3⼈の患児である。患児には毎⽇,
⽇中 1 時間と夜間就寝時の装置の装着を指⽰し,⽉ 1回来院時に⼝腔筋機能訓練の指導
を⾏った。治療期間は全員 2 年以内であった。 

【結果】 3例ともに上下の⻭列⼸の形がV字型からU字型に変化し，叢⽣が概ね解
消した。3例ともにオーバージェットとオーバーバイトが減少した。セファロ分析でも
⻭性の変化が認められ、上顎前⻭部は⾆側傾斜したが、下顎前⻭部は唇側傾斜した症例
と⾆側傾斜した症例にわかれた。 

【考察】 機能⾯では、全員⾆の吸い上げが 1 分以上できるようになり、嚥下癖が改善
した。習慣性⼝呼吸も改善し、主に⼝を閉じて⿐呼吸するようになったことが保護者へ
の聞き取りから確認できた。既成の筋機能矯正装置の使⽤と⼝腔筋機能訓練で⾅⻭関係
AngleⅠ級の症例にも不正咬合と⼝腔機能改善の⼀定の効果が確認できた。今後分析す
る症例数を増やし、さらに研究を進めていければと考えている。 
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P22 

低年齢における重度乳⻭外傷後の⻑期観察２例 

九⼤病・⼩児⻭，*九⼤・院・⼩児⻭ 

○⼩笠原貴⼦，⾼⼭扶美⼦，廣藤雄太*，千葉雄太*, 佐藤綾⼦, ⽊舩崇, 伊藤洋介*,  

⽥中絢⼦*, 稲⽥幸織*, 増⽥啓次, ⼭座治義*, 福本敏* 

 
【⽬的】 乳幼児期の⻭の外傷では永久⻭⻭胚への影響を考慮する必要がある。重度外
傷の際に、当該乳⻭を抜⻭するか保存するか、短時間で考察し決定しなければならず、
どちらの場合でも、乳⻭外傷を診察した場合には、永久⻭交換まで観察する義務を負う
と考える。 
 今回、乳幼児期から永久⻭への交換期まで⻑期間にわたって観察した複数例について
報告する。  
【結果】 
 症例１：初診時年齢１歳４か⽉、唇側⻭槽⾻の⾻折を伴うBA┬A亜脱⾅の症例。検討
した結果、暫間固定を⾏い保存する⽅針とした。また⻭髄壊死の症状が明らかになるま
で⻭髄処置は⾏わない⽅針とした。 
 受傷から４年後、⻭髄壊死や根尖性⻭周炎所⾒はなく永久⻭へ交換した。最終的には
受傷から１０年間フォローを継続した。 
症例２：初診時年齢１歳１か⽉、唇側⻭槽⾻の⾻折を伴うA┬AB亜脱⾅の症例。症例１
と同様に保存の⽅針とした。 
 途中、⻭髄狭窄が⾒られたが受傷から５年後、永久⻭へ交換した。受傷時の損傷と考
えられる形成不全を認めた。 
【考察】 １歳で唇側⻭槽⾻⾻折を伴う乳⻭側⽅脱⾅で、抜⻭ではなく保存を試みた２
例である。途中、受傷乳⻭の⻭髄狭窄や⻭根早期吸収は認められたものの、⻭髄壊死は
起こさず、⻭髄処置を実施しなかった。後継永久⻭には経過観察途中から画像上で形態
不良を認めたが、⻭根形成には影響を及ぼさず、最終的には無事に永久⻭へ交換した。
萌出した永久⻭には部分的な形成不全が認められ、その部位は、受傷時に⻭冠が形成さ
れていた部位と⼀致し、受傷時の損傷と考えられた。 
 今回は保存した乳⻭は根尖性⻭周炎を起こさなかったが、そういった経過を辿る可能
性は⼤いにある。受傷時の損傷のみならず、乳⻭の根尖性⻭周炎による永久⻭の⻭胚感
染・⽅向異常を惹起する可能性があり、保存の判断は慎重にするべきで、後継永久⻭へ
の交換までフォローする体制が必須である。 
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P23 

組織内酸素濃度によるエナメル芽細胞の claudin4 発現に及ぼす影響 

岩医⼤・⼩児障害⻭ 

○荒井春乃，稲葉 陽，森川和政  

 

【⽬的】 エナメル芽細胞においてタイトジャンクション(TJ)は細胞極性形成や⽔・イオ
ンの透過性を制御して正常なエナメル質形成に寄与する⼀⽅,その異常はエナメル質形成不
全を引き起こす。 

近年,我々は組織内酸素濃度がエナメル芽細胞の分化・増殖にかかわっていることを明らか
にした。そこで本研究では、組織内酸素濃度がエナメル芽細胞のTJを構成する claudin4
にどのような影響を及ぼすのかを解明することを⽬的とした。 

【対象と⽅法】  

⽣後 10⽇齢マウス上顎切⻭成熟期エナメル芽細胞における claudin4 の発現を免疫染⾊に
て解析した。 

エナメル芽細胞株を低酸素環境(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した。 

【結果】 成熟期エナメル芽細胞においてTJに関わる claudin 4 の発現が認められた。特
に, RA(ruffle-ended ameloblasts)では細胞の近⼼端,遠⼼端に強く局在する⼀⽅
⽅,SA(smooth-ended ameloblasts)では細胞質内に⼀様に発現するパターンを⽰した。 

低酸素培養によって,claudin4 の mRNA,タンパクの発現低下がみられた。 

【考察】 本研究結果から, claudin4 の発現が酸素濃度によって制御されることが明らかに
なった。claudin4 は細胞間隙のカルシウム透過に関与し,その遺伝⼦異常がエナメル質⽯灰
化不全を引き起こすことが知られている。これらのことから,組織内酸素濃度が claudin4 の
発現を介してエナメル質⽯灰化を制御している可能性が⽰唆された。 
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P24 

永久⻭先天⽋如を伴う重度の Skeletal ClassⅢ患者において⻑期管理を⾏った 2例 

医）イシタニ⼩児・矯正⻭科クリニック 

○前野孝枝，松元友海，德永まどか，町⽥愛⾥，秋葉藍，⽥村⾹⾥，久保有⾹， 

⽯⾕徳⼈ 

 

【緒⾔】 ⼩児期の咬合管理においては，しばしば複数の問題が同時に存在する。そのよ
うな場合でも，最終的なゴールを⾒据えて早期咬合治療（以下，早期治療）の⽬的を明確
にし，複数の問題点を計画的に単純化・最⼩化することで，予後の安定に⼤きく寄与する
ことができる。今回，永久⻭の先天⽋如を伴う重度の Skeletal ClassⅢ患者の症例について
報告する。 

【症例１】 初診時年齢8歳8か⽉の⼥児で，前後的には重度の Skeletal ClassⅢ，垂直的
には average angle であった。また，overjet-2.7㎜，overbite+2.6㎜で反対咬合を呈し，上
顎両側第⼆⼩⾅⻭の先天⽋如を認めた。Ⅰ期治療では顎間関係の改善のために上顎前⽅牽
引装置を使⽤し，下顎の成⻑の収束を確認後，Ⅱ期治療では下顎の⼩⾅⻭抜⻭およびマル
チブラケット装置による排列を⾏った。保定期間中も咬合状態は安定している。 

【症例２】 初診時年齢10 歳 4 か⽉の⼥児で，前後的には重度の Skeletal ClassⅢ，垂直
的には average angle であった。また，overjet-1.0㎜，overbite+0.6㎜で前⻭部交叉咬合を
呈し，下顎左側側切⻭の先天⽋如を認めた。Ⅰ期治療では顎間関係の改善のために上顎前
⽅牽引装置を使⽤し，下顎の成⻑収束を確認後，Ⅱ期治療では⾮抜⻭にてマルチブラケッ
ト装置による排列を⾏った。保定期間中も咬合状態は安定している。 

【考察】 Skeletal ClassⅢの咬合治療において重要となるのは，下顎の成⻑変化のモニタ
リングを⻑期的に継続することである。今回提⽰した 2症例のように，先天⽋如を伴うよ
うな永久⻭列期の治療が必要な場合においても，早期治療とモニタリングを適切に⾏うこ
とで，機能的かつ審美的な永久⻭列咬合の獲得につなげることができた。今後も予後の安
定を図ることに重点を置いた責任ある咬合治療に取り組んでいきたい。 
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P25 
COVID-19患者に⻭科治療を施⾏した１例 
九州⼤学病院⼩児⻭科・スペシャルニーズ⻭科，九⼤・院・⼩児⻭* 
〇⾼⼭扶美⼦，⼭座治義，増⽥啓次，⼩笠原貴⼦，廣藤雄太*，千葉雄太*，⽊舩崇， 
佐藤綾⼦，伊藤洋介*，⽥中絢⼦*，稲⽥幸織*，福本 敏* 
 
【緒⾔】 新型コロナウイルス感染症（Coronavirus disease：COVID-19）のパンデミッ
クが続く中，変異ウイルス出現により，若年層での感染者数が急増している。今回我々
は，16 歳男⼦の COVID-19患者に⻭科治療を実施した１例を経験したので，報告する。
なお，本症例の報告に際し，患者および保護者の同意を得ている。 
【症例】  
患者：16 歳8か⽉ 男⼦ 
主訴：⻭が痛く⾷事ができない。 
現病歴：⾼校の部活動の試合で対戦した相⼿に COVID-19が発症し，⾃⾝も PCR 検査で
COVID-19と診断され，無症状のためホテル療養を開始した（Day３）。その後，治療中
の２┘に疼痛を認め，摂⾷困難となり，当院総合診療科へ⼊院し，精査加療⽬的に主治医
より紹介となった（Day５）。 
既往歴：アトピー性⽪膚炎 家族歴：なし 
全⾝所⾒：⾝⻑157.0㎝，体重57.1kg（Rohrer指数 147.55），体温37.0℃, ⼼拍数
86/min, ⾎圧107/65mmHg, SPO297% 
顔貌および⼝腔内所⾒：上⼝唇の腫脹と圧痛を認め，唇⼝蓋側⻭⾁に膿瘍形成がみられ，
波動を触れた。２┘は 2 度の動揺と打診痛を認めた。  
CT所⾒：２┘根尖部を含む直径15×9.5×8㎜⼤の嚢胞様透過像を認めた。肺炎像はみら
れなかった。 
臨床診断：２┘⻭根嚢胞 
【結果】 鎮痛剤と抗⽣剤の静注を開始したが，症状に改善はなく，根管治療，切開排膿
とドレナージを施⾏した(Day６)。翌⽇(Day７)には症状は改善し， Day12 でドレーンを
抜去し退院となった。 
【考察】 本症例では，緊急性を鑑み⻭科治療を実施するに⾄ったが，処置の際に，タイ
ベック"#$の着⽤や陰圧個室を使⽤する等，院内感染対策マニュアルに準じた結果，患者以
外のスタッフへの感染を防ぐことが可能であった。本症例は，変異株が流⾏し始めた第４
波初期での感染であった。今後も変異株の出現により若年層での感染が増加すると思わ
れ，⼩児⻭科診療の際に，適切な感染防御策を講じることが必須であると考えた。  
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P26 

重度先天性⼼疾患の⼩児患者の乳⻭抜⻭の１例 

九州⻭科⼤学健康増進学講座⼝腔機能発達学分野,*九州⻭科⼤学⻭科医療リスク管理セン
ター 

○中村鷹平, ⻫藤孝浩,⽵内靖博,渡辺幸嗣,益⽥修太郎,岡本健太郎,⼤渡凡⼈*,牧憲司 

 

【緒⾔】 先天性⼼疾患は１００⼈に１⼈の割合で起こると⾔われており,その種類や⼼臓
の形態により⼝腔外科処置におけるリスクとなる。特に感染性⼼内膜炎のリスクが⾼いた
め,外科処置を⾏う際の予防が重要だと考えられる。そこで今回,体肺動脈短絡⼿術,肺静脈
修復⼿術,グレン⼿術,フォンタン⼿術後の単⼼室症患者へのモニター管理下での乳⻭抜⻭の
症例を紹介する。 

【症例】 患者は６歳⼥児。上顎左側乳中切⻭と下顎右側乳側切⻭の動揺を主訴として紹
介来院された。⼝内法エックス線診断により⽣理的根吸収が認められたため抜⻭を⾏うこ
ととした。 

【処置及び経過】 処置当⽇の朝と処置1 時間前に抗菌薬を服⽤してもらった。モニター
管理下にて局所⿇酔薬（シタネスト）を⽤いて抜⻭を⾏った。抜⻭窩の⽌⾎を確認後帰
宅。翌⽇紹介元で抜⻭窩を消毒してもらった。 

【考察】 単⼼室症とは,体循環と肺循環の双⽅を機能的に⼀つの⼼室のみに依存する⾎⾏
動態を有する疾患であり,合併構造異常によって種々の症状を呈する。今回の患者は肺動脈
閉鎖,総肺静脈還流異常症, 無脾症を合併していたため体肺動脈短絡⼿術,肺静脈修復⼿術,グ
レン⼿術,フォンタン⼿術を⾏っている。しかし,フォンタン⼿術は動脈⾎の低酸素状態を正
常の酸素濃度にするための⼿術であり病気⾃体を治す⼿術ではないため,患者の⾎⾏動態は
不安定な状態にある。したがって,抜⻭によって低酸素⾎症,感染性⼼内膜炎,急性⼼不全な
どが起こる可能性があると考えられる。そのため,外科処置の際にモニター管理下で⾏うこ
とは必須であると考えられる。また,今後交換期に⼊るため今回のように乳⻭の動揺が起こ
ると考えられる。そのため今後も定期的に経過を⾒ていく必要があると考えられる。 
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「はっけよい アニマル体操」―⼝腔機能発達⽀援啓発のための取り組みー 

全国⼩児⻭科開業医会 JSPP 

○浜野美幸，清⽔清恵，⼟岐志⿇，⽯⾕徳⼈，柿崎陽介，⾼⾵亜由美，有⽥信⼀ 

 

「⼝腔機能発達不全症」という新病名が新設され、⼩児の⼝腔機能の発達が問題になって
います。⼝腔機能発達には全⾝の成⻑も関わっていることより、全⾝と⼝の両者に対する
アプローチが必要であると考え、さらに、⼦どもたちが楽しみながら体を動かし、意識し
て⼝を動かすことを取り⼊れた体操を考案しました。⼦どもたちの⼝腔機能発達⽀援のた
めに、この体操を周知、啓発していく活動を今後、展開していく予定です。 

利益相反情報：なし 

研究倫理審査承認期間と承認番号：必要なし 
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令和 3 年度 公益社団法⼈⽇本⼩児⻭科学会九州地⽅会役員 

（ 敬称略 ） 

所 属
会⻑ ⼭﨑 要⼀ （⿅児島⼤学）
副会⻑,常任幹事 福本 敏 （九州⼤学）
副会⻑ 空⽥ 安博 （福岡）

尾崎 正雄 （福岡⻭科⼤学）
牧 憲司 （九州⻭科⼤学）
藤原 卓 （⻑崎⼤学）
藤⽥ 優⼦ （九州⻭科⼤学）
⼩笠原 貴⼦ （九州⼤学）
岡 暁⼦ （福岡⻭科⼤学）
⽥上 直美 （⻑崎⼤学）

⼤学代表幹事（事務局庶務幹事） 稲⽥ 絵美 （⿅児島⼤学）
久保⼭ 博⼦ （福岡）
今村 均 （福岡）
⾇元 康浩 （佐賀）
⾼⾵ 亜由美 （⻑崎）
森 奈千⼦ （熊本）
⽊舩 敏郎 （⼤分）
井上 浩⼀郎 （宮崎）
宮川 尚之 （⿅児島）
⽵島 勇 （沖縄）
空⽥ 安博 （福岡）
柳⽥ 憲⼀ （福岡）
奥 猛志 （⿅児島）
⻄⽥ 郁⼦ （九州⻭科⼤学）
⽯⾕ 徳⼈ （⿅児島）
奥 猛志 （⿅児島）
村上 ⼤輔 （⿅児島⼤学）

会計幹事 柳澤 彩佳 （⿅児島⼤学）
広報幹事 柳澤 彩佳 （⿅児島⼤学）

⽒ 名役 職

常任幹事

⼤学代表幹事

県代表幹事

監事

特別幹事（地⽅会推薦理事）

特別幹事（理事⻑推薦理事）







小冊子「絵本のある子育て」を、待合室に設置したり、

子育て中の方に手渡したりしていただけませんか？

こどもの本の童話館グループ
こどもの本の専門店 童話館・「童話館ぶっくくらぶ」・童話館出版・祈りの丘絵本美術館

〒850-0055 長崎市中町５-２１
TEL 095(828)0620  FAX 095(828)2373  URL http://www.douwakan.co.jp

『こぶたくん』
（童話館出版）

絵本を読んであげることは、
子どもだけでなく、
大人にも癒しとなり、

親子の結びつきを強くして
くれるなどの、たくさんの
“よいこと”があります！

病院・医院をとおして「童話館ぶっくくらぶ」へご入会があっ
た場合、待合室へ絵本を寄贈いたします。

○

１９８１年設立以来、「童話館ぶっくくらぶ」を核として、絵本・こどもの本について、より深く専門的に取り組んでいます。

お子さんの成長にあった絵本をお届けする、絵本の定期便「童話
館ぶっくくらぶ」についての詳しいご案内も掲載しています。

○

専用のスタンドもあります。（送料とも無料でお送りいたします。）○

ご来院の方々のお役にたつことができれば、さいわいです。

小冊子「絵本のある子育て」No.41小冊子「絵本のある子育て」No.41

小冊子

「絵本のある子育て」は、
私どもの長年の経験を集約した
“絵本のある子育て”のご案内です。

多くの病院・医院の待合室から
“絵本の輪”がひろがっています
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