
Posted at the Institutional Resources for Unique Collection and Academic Archives at Tokyo Dental College,

Available from http://ir.tdc.ac.jp/

Title
虐待による多数歯齲蝕を有した児童に対し継続的な口腔

内管理を行った一例

Author(s) 本間, 宏実; 桜井, 敦朗; 新谷, 誠康

Journal 歯科学報, 116(6): 470-477

URL http://doi.org/10.15041/tdcgakuho.116.470

Right

Description



抄録：近年，わが国における児童虐待の相談件数
は，急激な増加傾向を示しており，死亡に至るよう
な深刻な事例も後を絶たない。今回，我々は長期児
童虐待の影響により多数歯重度齲蝕を発症した患児
の歯科治療を行い，継続的な口腔内管理を経験した
ので報告する。患児は，疼痛による摂食障害を主訴
とする８歳の女児で，児童福祉司に伴われて当科を
受診した。患児の歯科治療にあたっては，患児の置
かれていた状況を十分に考慮し，可及的速やかに疼
痛を除去し失われた咀嚼機能を早期に回復すること
に努めた。萌出完了した永久歯には重度の齲蝕を認
めたが，全ての永久歯を抜歯することなく保存する
ことができた。しかし今後も長期的な口腔管理およ
び最終補綴が必要である。被虐待児童の小児歯科医
療においては，児童を取り巻く養育環境や虐待を受
けたことによる情緒などへの影響を理解した上で対
応することが重要である。

緒 言

近年，児童虐待が質量ともに深刻化するなか，そ
れを未然に防止する対応策や早期発見・早期対応な
どの総合的な支援の方法や，行政・医療・教育・民
間団体などの関係機関による相互の連携を強化し
ていく方法が考えられ，多くの報告がなされてい
る１－１２）。それにもかかわらず，平成２６年度に，日本
国内２０７か所の児童相談所が児童虐待相談として対

応した件数は８８，９３１件で，過去最多を更新した件数
となっており１３），前年度（平成２５年度）の７３，８０２件に
比べて，約２０％の大幅な増加を示した１４）。歯科医師
や歯科衛生士などにとって，虐待評価チェックリス
トの利用法４）や，被虐待児の口腔内・全身所見の特
徴を知っておくことは今後ますます重要になると考
えられる５，６，１５－２２）。しかし，現実的に虐待が疑われる
児童が日常的に歯科医院を訪れるものではないた
め，疑い事例の患児が急に来院したときにすぐ適切
な対応をとることが難しい２３，２４）。また虐待を受けた
小児の口腔内状況等の詳細を示した報告も少ないた
め，歯科医が虐待を疑う判断をより困難にしている
と考えられる。我々は，１年間にわたるネグレクト
を受けた小児の歯科治療に携わったことから，本児
の口腔内の状態や歯科治療を行った時の状況につい
て報告する。

症 例

１．虐待の経緯
患児は初診時年齢８歳１１か月（小学３年生）の女児

である。児童相談所の保護前の同居家族は実父と継
母であり，実父が再婚後に虐待（ネグレクト）が始
まったという。約１年間にわたり，通学時以外は施
錠された部屋に閉じ込められ，主に菓子パンと水の
みしか与えられず，ネグレクトを受けていた。某病
院からの通報により児童相談所に保護された。な
お，本症例報告にあたっては，両親より同意を得る
ことは不可能であるため，児童相談所に本報告を説
明し，現在の法定代理人である里親から書面による
了承を得た。

キーワード：児童虐待，ネグレクト，多数歯齲蝕，長期管
理，幼若永久歯

東京歯科大学小児歯科学講座
（２０１６年６月９日受付，２０１６年６月２９日受理）
http : //doi.org/１０.１５０４１/tdcgakuho.１１６.４７０
連絡先：〒１０１‐００６１ 東京都千代田区三崎町２－９－１８

東京歯科大学小児歯科学講座 本間宏実

臨床報告

虐待による多数歯齲蝕を有した児童に対し
継続的な口腔内管理を行った一例

本間宏実 桜井敦朗 新谷誠康

４７０

― ２２ ―



２．初診時所見
患児は児童福祉司に伴われ，疼痛による摂食障害

を主訴として来院した。当初患児は一般開業医を受
診したが，エナメル質形成不全の疑いがあるとして
当院を紹介された。児童相談所によって保護された
後，患児は「どの歯も痛い。」と訴え，刻み食以外
の食事はほとんど摂取できなかった。

患児の身長と体重は正常の範囲内であり，Rohrer
指数は普通であった。しかし口腔内は，全顎的に重
度な歯肉の腫脹および発赤を認め，口腔清掃状態も
極めて不良であった（図１）。また，萌出完了した永
久歯のすべてが齲蝕に罹患しており，萌出途中の永
久歯に関しては初期齲蝕が認められた。さらに，重
度齲蝕のため臼歯部の咬合が崩壊しており本来の咬
合関係を喪失していた。下顎両側第二乳臼歯に乳歯
用既製金属冠が装着されているもののマージン部に
二次齲蝕を認め，その他の乳歯の歯冠は著しく崩壊
しており，ほぼ残根の状態であった（図１）。患児は
虐待を受ける前から齲蝕経験はあったが，実父の再
婚以前は，実母に連れられ一般開業医で齲蝕治療を
受けていたと話しており，乳歯用既製金属冠はその
当時に装着されたと考えられる。

パノラマエックス線画像からは，中切歯４歯，側
切歯４歯と第一大臼歯４歯の歯冠部には，歯髄と近
接もしくは歯髄と交通した齲蝕を認め，歯根は未完
成であった。さらに，下顎両側中切歯には根尖部に
透過像を認めた。また，下顎右側第二乳臼歯の根分
岐部には病的な歯槽骨吸収像を認め，下顎右側第二

図１ 初診時 口腔内写真（８歳１１か月）

図２ 初診時 パノラマエックス線画像（８歳１１か月）

図３ 初診時 口腔内診察票

歯科学報 Vol．１１６，No．６（２０１６） ４７１

― ２３ ―



小臼歯の歯嚢も不明瞭であった。下顎左側第二乳臼
歯の髄床底は一部吸収像が認められ，近心根周辺の
歯槽骨に吸収像を認めた（図２，３）。

全身的既往歴として特記すべき事項はなかった
が，初診時の患児の様子は，表情に乏しく感情をあ
まり外に出さず，自分からの発声や発語も極端に少
なかった。エレベーターでの移動の際は児童福祉司
から「大丈夫か」と声をかけられていた。
３．診断および治療方針

ネグレクトの影響による多数歯重度齲蝕と診断し
た。患児の治療にあたって以下の注意点に留意し，
治療計画を立案した。
Ⅰ）ネグレクトの経験に由来する恐怖心を刺激せ

ず，術者とのラポールを円滑に形成する。
Ⅱ）保護されていた施設からいずれは新しい小学校

への転入を予定していたため，迅速に審美的かつ
機能的回復を図る。

Ⅲ）顎骨の正常な成長を促し，かつ心理的負担の軽
減を図るため，永久歯については可及的に保存を
試みる。
また，全顎的に疼痛を訴えており摂食困難であっ

たため，痛みの強い部位を優先し齲蝕治療を開始す
ることにした。治療途中であっても痛みの強い歯が
あればその歯の治療を優先して行うこととした。

治療経過および結果

本来であれば一人でほとんどの歯科診療が受けら
れる年齢ではあるが，治療開始当初は児童福祉司の
同席をお願いした。まず患児の協力を得やすくする
ため，最初は歯ブラシを持参させ鏡を見ながら痛み
の強くない部位の歯面清掃を行い，施設でもできる
範囲で歯磨きを行うよう指示した。次に，恐怖心を
刺激せずにトレーニングも兼ねることができる下顎
両側中切歯の感染根管治療をはじめた。治療には協
力的であったため，次に最も疼痛が強かった上顎右
側第一大臼歯の抜髄も行った。その後は，ついで患
児が疼痛を訴えた上顎右側側切歯と上顎両側中切歯
の抜髄と上顎左側側切歯の齲蝕処置を行い，次に，
上顎左側第一大臼歯の抜髄を行った。上顎右側側切
歯と上顎両側中切歯は縁下歯質にまで齲蝕が進行し
ており，上顎左側第一大臼歯には齲蝕に起因して，
一部歯肉縁下まで及ぶ歯冠破折を認めたが，どの永

久歯も可及的に保存に努めた。治療が進行し疼痛が
確実に軽減されるにつれ，次第に患児の怯えた態度
は軽減されていき，術者や補助者への信頼も得られ
たように思われた。続いて，下顎右側第一大臼歯，
下顎左側第一大臼歯，下顎両側側切歯の順に抜髄
し，保存不可能な残存乳歯の抜歯を行った。第一大
臼歯の歯冠修復は，歯冠の崩壊が著しく咬合が安定
していなかったこと，根未完成歯に抜髄処置を行っ
たため水酸化カルシウム製剤による根管充填であっ
たことを考慮し，既製金属冠を装着した。前歯部は
暫間的に既製ポストを用いたコアを作製し，コンポ
ジットレジン冠を装着した。一回の治療時間は，患
児の負担も心身的な負担も考慮しながらも迅速に治
療をすすめることを心がけたが，治療回数は３０回，
治療期間は８か月を要した。９歳７か月時に齲蝕治
療が終了したが，成長を考慮して第一大臼歯は既製
金属冠を，抜髄を行った前歯はコンポジットレジン
冠を利用した暫間的な修復とした。その後は，暫間
的な修復部分の定期的な経過観察，残存歯質や新た
な萌出歯を守るためのブラッシング指導，齲蝕予防
処置を行った。なお，これらの齲蝕治療の間に，患
児は里親のもとで生活をするようになり，新たな小
学校に通学するようになった。

初診時から２年後（１０歳１１か月・小学５年生）の定
期健診では，口腔内清掃状態はおおむね良好で治療
後の新生齲蝕は認められず，根管治療後の経過は良
好であった（図４，５）。歯髄処置を行った根未完成
歯の幼若永久歯は，根尖の閉鎖が認められたため
ガッタパーチャポイントによる根管充填を行った。
第一大臼歯は全部被覆鋳造冠で修復し，中切歯と側
切歯は再度コンポジットレジン冠を装着した。夏休
みなどの長期休暇を利用して治療をすすめ，１２歳１０
か月時までに，臼歯部の最終補綴が終了した。患児
の周囲の環境も落ち着き，患児の口腔内環境も整っ
ていくにつれて，以前とは違って，自ら積極的に言
葉を発するようになった。

初診時から４年４か月後（１３歳３か月・中学１年
生）の定期健診時では，上下顎両側第二大臼歯の萌
出がほぼ完了しつつある状態だった。歯肉の状態や
口腔内清掃状態に問題は認められず，ガッタパー
チャポイントによる根管治療後の経過も良好であっ
た。
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初診時から６年２か月後（１５歳１か月・中学３年
生）の定期健診時でも，口腔内清掃状態は良好なま
ま保っており，その後の新生齲蝕は認められず，根
管治療後の経過も良好であった（図６，７）。患児の
話では，学業や部活動などを含む日常生活を支障な
く送ることができているとのことであった。今後１８
歳までに，全ての中切歯と側切歯に対する最終補綴
を行う予定であり，現在は３～４か月の間隔で定期
管理を行っている。すでに患児の歯科治療の際に特
別な配慮は必要でないと思われるが，常に対話を行

うようにし，心理的負担や不安感が増大しないよう
にして，新生齲蝕の予防，残存歯質の保護，間食お
よびブラッシング指導を行っている。

考 察

児童虐待は大きく分けて４つに分類されており，
【１】身体的虐待，【２】育児放棄（ネグレクト），
【３】心理的虐待，【４】性的虐待であると定義さ
れている１，１４，２５－２８）。児童の権利に関する国連条約は，
子どもがその物理的，精神的，道徳的，社会的，健
康的，文化的な発達をサポートする生活水準を受け
る権利があると述べており２９），子どもたちの親，も
しくは，保護者は，自分の能力や経済力の範囲内で
子どもの発達に必要な生活条件の追求を行う必要が
ある。しかしながら，児童虐待は，いまだに現代社
会における問題のまま存在し，歯科領域でも取り返
しのつかない機能の低下や喪失を引き起こすことが
ある。近年，日本国内でも子どもの虐待増加や深刻
化の傾向があり，日本小児歯科学会でも２００９年に
「子ども虐待防止対応ガイドライン」が提言され
た４）。その中で，歯科的特徴として，「養育者が子ど
もの世話をあまりしない，とくに十分な食事をさせ
ず，歯磨きもしないため，多数の未処置の齲蝕や歯
肉の腫脹があれば，それ自体がネグレクトを十分疑
わせる要因である。」と記載されている。近年では
ネグレクトによる口腔崩壊が少数ではあるが報告さ
れており３０），本症例においても明らかにネグレクト
が重度齲蝕の原因であると考えられた。

本症例は，初診時に開業医を受診しエナメル質形
成不全疑いの診断を受けているが，実際はネグレク
トが原因の多数歯齲蝕であった。小児歯科を専門と

図４ 治療終了後 口腔内写真（１０歳１１か月）

図５ 治療終了後 パノラマエックス線画像（１０歳１１か月）
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しない一般開業医では，小児期の幼若永久歯におけ
る重症齲蝕を目にする機会がほとんどないために，
このような症例に対する適切な判断や対応が難し
い。本症例のような成長期の重度齲蝕においては，
適切な顎骨の成長を促し，正しい咬合を育成するた

めに高い専門性を有する歯科医師による診断・治
療，さらには医科との連携が必要不可欠と考えられ
る。

当院における一連の歯科治療のなかで，保存不可
能な多数の乳歯を抜歯せざるを得なかったが，可及

図６ 第二大臼歯萌出完了後 口腔内写真（１５歳１か月）

図７ 第二大臼歯萌出完了後 パノラマエックス線画像（１５歳１か月）
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的に第一大臼歯の保存に努めた。すると疼痛が減少
し，咬合関係が安定するにしたがって，患児の様子
や態度も好転していった。そのことからも，口腔環
境の改善，特に咀嚼機能の回復が患児に与える影響
は大きかったものと考えられる。当然，術者および
補助者は，虐待当時を思い起こすような環境になら
ないように配慮し，常に対話を心がけ，患児の痛み
や心理的負担を察しつつ接する必要がある。また，
齲蝕治療期間中に，患児には里親が見つかり，安全
な環境で生活をできるようになった。里親は，患児
を定期的に来院させており，新生齲蝕予防に関する
口腔内管理についても術者の指示によく従ってき
た。現在，患児の口腔内環境が清潔を保っているの
は，児童福祉司や里親との協力が円滑に得られたこ
とが極めて大きな要因であったと考えられる。現
在，永久歯列が完成しているが，これまで新生齲蝕
を未然に防ぐことで，健全な口腔内環境へと近づけ
ることができているようである。

本症例は児童福祉施設に保護され歯科を受診した
ケースであるが，虐待の程度によっては保護者が被
虐待児を伴い開業医を受診することもある。した
がって，口腔，顔面や歯の度重なる外傷，ネグレク
トが疑われる未処置の多数歯齲蝕などの症状が認め
られる場合には，保護者や患児の態度などについて
留意が必要である。本症例のように虐待が長期化す
ると歯科治療が困難になるだけでなく，口腔の状態
も心理的にも永続的に深い傷跡となって残ることに
なる。その防止・対応のためには「疑い事例」で
あっても早期発見と相談・通告が求められる。なお
本症例は，身長や体重からは成長障害がなく，一見
して全身的な異常所見が認められなかった。一方で
口腔内は衛生状態，齲蝕や歯肉の状態もすべて深刻
な状態であった。このようにネグレクトによる被虐
待児では，その影響が口腔に最も強く現れることが
多いようである４，１８）。したがって，歯科医療従事者
も児童虐待に対する意識や知識を高める必要がある
のは言うまでもない。

しかしながら，日本小児歯科学会が２０１０年６月に
行った児童虐待に関する調査では，小児歯科専門医
の約半数が虐待を疑われる小児を診察した経験があ
るにも関わらず，そのうち実際に児童相談所などに
通報したのは７．４％に過ぎなかったという２３）。「虐待

かどうかの判断が難しい」「違っていたら怖いので
通報できない」というのがその主な理由だが，児童
虐待は生命が脅かされるような重大な例が跡を絶た
ず社会問題化している。このため，被虐待児の口腔
内所見をまとめ，さらに周知をはかり発見，通報の
一助とすることは重要であると考える。小児歯科学
会が発行している「子ども虐待防止ガイドライン」
では，虐待が疑われる患児やその保護者の特徴を示
し，参考にするよう記されている４）。本発表につい
てもその一助となることを強く願うものである。

本論文の要旨は，9th Biennial Conference of the Pediatric
Dentistry Association of Asia（PDAA）２０１４，（２０１４年８月２４
日，Singapore）において発表した。

文 献
１）市川光太郎：わが国における児童虐待．小児口腔外科，
１６：９５－１０７，２００６．

２）Baba K : Child abuse and neglect : a concept analysis.
J. Jpn. Acad. Midwif.,２９：２０７－２１８，２０１５．

３）Sato Y, Sato S, Yamaguchi S, Furuse M : Processes
Used by Staff of Children Protection Institution to Develop
Relations with Abused Children. Journal of Japan Society
of Nursing Research,３４：１０５－１１４，２０１１．

４）一般社団法人日本小児歯科学会：「子ども虐待防止ガイ
ドライン」．２００９‐０６‐０９［cited２０１６Jun ２］．
Available from：http://www.jspd.or.jp/contents/common
/pdf/download/boushi_guide.pdf

５）福岡淑子，郷間英世，戸松玲子，稲垣由子：保護者から
不適切な養育（虐待）を受けている学齢児童に関する研究

（第１報）．小児保健研究，６６：１６－２１，２００７．
６）福岡淑子，郷間英世，戸松玲子，稲垣由子：保護者から
不適切な養育（虐待）を受けている学齢児童に関する研究

（第２報）．小児保健研究，６６：５４５－５５０，２００７．
７）赤坂守人：児童虐待（abuse & neglect）における学校歯
科医の役割．日学校歯科医会誌，１０８：１６－２２，２０１０．

８）中山惠美子，瀬里徳子，藤林武史，坂本雅子：「福岡市
こども総合相談センター」虐待等での保護児童への歯科
保健の取り組み．こどもの虐待とネグレクト，８：１５９－
１６４，２００６．

９）鈴木 昭，藤沢直子，笠井友治郎：児童相談所は地域に
何を伝えどのように連携していくか（第１報）．こどもの虐
待とネグレクト，８：１０１－１０６，２００６．

１０）大宅宗一，櫻井淑男，松居 徹：当院における小児安全
対策委員会を通じた児童虐待への取り組みと課題．Neu-
rosurgical Emergency，２０：７６－８１，２０１５．

１１）東京都福祉保健局：虐待から子どもたちを守るために
－地域・関係諸機関における対応力のさらなる強化に向け
て－；２０１２‐０９‐１１［cited２０１６Jun ２］．
Available from：http : //www.fukushihoken.metro.tokyo.
jp/kodomo/katei/jifukushin/ikengushin.files/twentyfour
-ninemonth.pdf

１２）厚生労働省雇用均等・児童家庭局：子ども虐待対応の手
引き（平成２５年８月改正版）；［cited２０１６Jun ２］．
Available from：http : //www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite

歯科学報 Vol．１１６，No．６（２０１６） ４７５

― ２７ ―



/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/１３０８２３-０１.html
１３）厚生労働省：平成２６年度の児童相談所での児童虐待相談

対応件数；２０１４‐１０‐０８［cited２０１６Jun ２］．
Available from：http : //www.mhlw.go. jp/stf/houdou/
０００００９９９７５.html

１４）厚生労働省：児童虐待の現状（児童虐待相談の対応件数
及び虐待による死亡事例件数の推移）；２０１４‐１０‐０８［cited
２０１６Jun ２］．
Available from：http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite
/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/about.html

１５）新里法子，番匠谷綾子，大谷聡子，五藤紀子，岩本優子，
山﨑健次，香西克之：一時保護された被虐待児童の口腔内
状況について．小児歯誌，５０：２３７－２４２，２０１２．

１６）古谷ひろみ：東京都が実施した「被虐待児童の口腔内状
況調査」について．月刊保団連，８３５：４２－４６，２００４．

１７）鈴井江三子，斎藤雅子，飯尾祐加，中山芳一，大橋一
友：学童保育指導員が認識した入所時の児童虐待被害児童
と親の行動の特徴．：小児保健研究，７４：２５４－２６０，２０１５．

１８）髙野博子：【子ども虐待】口腔から映し出される子ども
の虐待．小児内科，４８：２１０－２１５，２０１６．

１９）Harris J : Dental neglect in children. Paediatrics and
Child Health,２２：４７６－４８２，２０１２．

２０）Kiran K : Child abuse and neglect. J Indian Soc Pedod
Prev Dent,２９：７９－８２，２０１１．

２１）Bhatia SK, Maguire SA, Chadwick BL, Hunter ML,
Harris JC, Tempest V, Mann MK, Kemp AM : Character-
istics of child dental neglect : a systematic review. J Dent,
４２：２２９－３９，２０１４．

２２）Sobel RS : Child abuse : case report. Pediatr Dent, ８：
９３－９６，１９８６．

２３）一般社団法人 日本小児歯科学会：子ども虐待に関する
意識調査 調査報告書概要版；２０１０‐０９‐２２［cited２０１６ Jun
２］．

Available from : http : //www.jspd.or.jp/contents/common
/pdf/download/child.pdf

２４）一般社団法人日本小児歯科学会：専門医セミナー「子ど
もの虐待」参加者へのアンケート調査報告書（ホームペー
ジ版）．２０１１‐０３‐０８［cited２０１６Jun ２］．
Available from：http://www.jspd.or.jp/contents/common
/pdf/download/child０２.pdf

２５）Buist A : Childhood abuse, postpartum depression and
parenting difficulties : A literature review of associations.
Aust N Z J Psychiatry,３２：３７０－３７８，１９９８．

２６）Hobbins D : Survivors of childhood sexual abuse : Im-
plications for perinatal nursing care. J Obstet Gynecol
Neonatal Nurs,３３：４８５－４９７，２００４．

２７）National Collaborating Centre for Women’s and Chil-
dren’s Health（UK）: When to suspect child maltreatment．
２００９‐１２‐１５［cited２０１６Jun ２］．
Available from：http : //www.redsabia.org/file.php?file=
%２F７%２FNice _Whentosuspectchildmaltreatment _ Full
guidance.pdf

２８）Strathearn L, Mamun AA, Najman JM, O’Callaghan MJ :
Does breastfeeding protect against substantiated child
abuse and neglect? A １５-year cohort study. Pediatrics,
１２３：４８３－４９３，２００９．

２９）United Nations General Assembly（United Nations hu-
man rights）: Convention on the Rights of the Child．
２００２‐１１‐１８［cited２０１６Jun ２］．
Available from：http : //www.ohchr.org/en/profession
alinterest/pages/crc.aspx

３０）筒井 睦，南出恭子，人見さよ子，三村雅一，大谷敬三，
渡邊景子，嘉藤幹夫，大東道治：幼児の口腔内状態と家庭
環境の関連性についてとくに，歯科保健活動から子育て支
援を考える．小児歯誌，４１：１８１－１８８，２００３．

４７６ 本間，他：被虐待児に対する継続的な口腔内管理の一例

― ２８ ―



Long-term dental treatment and oral healthcare
in an abused and neglected child：A case report

Hiromi HOMMA，Atsuo SAKURAI，Seikou SHINTANI

Department of Pediatric Dentistry, Tokyo Dental College

Key words : child abuse, neglect, severe dental caries, long-term management, immature permanent tooth

The latest official statistics in Japan showed that the number of suspected child abuse cases being
reported to authorities has been increasing rapidly． Child abuse remains a serious problem in contempo-
rary society and can cause irrevocable dental and medical damage． In this report，the dental treatment
and continuous intraoral management provided to a child who developed severe multi-tooth caries after
suffering child abuse are described．

A Japanese girl（age : ８ years１１months）who was placed under the protection of a child consultation
center visited our clinic with a chief complaint of numerous aching teeth． She had very poor oral hygiene
and many severe carious lesions，especially in her immature permanent teeth． During the dental
treatment of the affected teeth，we tried to treat the patient with due consideration because we felt that
the treatment might have placed a psychological burden on her and/or caused her fear． In addition，we
tried to eliminate her pain and restore her masticatory function as soon as possible． The immature first
molars and incisors were provisionally covered with stainless steel crowns and composite resin crowns，
respectively． Although dental panoramic tomography revealed that almost all of the patient’s teeth had
been affected with severe caries，no permanent teeth were extracted． Currently，she can eat food
without any discomfort but she will need regular check-ups for a long time and further prosthetic
treatment．

Dentists should raise any concerns that they have about suspected child abuse，including regarding
abuse and neglect． （The Shikwa Gakuho，１１６：４７０－４７７，２０１６）
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