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抄録：上海市内中心区の幼稚園に就園する２歳から
５歳の幼児１，０２２名を対象に，齲蝕罹患状況の調
査・分析を２００４年から２００７年までの４年間にわたっ
て行った。その結果，調査した４年間で乳歯齲蝕罹
患者率，一人平均齲歯数（dft），齲蝕重症度指数
（CSI）に顕著な差は認められなかった。２歳児群５４
名，３歳児群８６名，計１４０名の同一個体に対する３
年間の追跡調査では，両年齢群とも累年的に有意な
差をもって（ｐ＜０．０５）齲蝕罹患率，dft およびCSI
の増加が認められた。
本調査結果が示す上海市の乳歯齲蝕の現状からみ

ると，乳歯齲蝕の予防および治療は依然として極め
て困難であることがわかる。従って現状の中国で
は，同一小児で２歳から３歳の間で有意に乳歯齲蝕
が増加していることから，幼稚園における齲蝕予防
施策を強力に推し進める必要性があると考えられる。

緒 言

１９８０年代以降，中国では社会・経済的発展に伴
い，中国人小児の乳歯齲蝕の蔓延が児童口腔医学分
野の緊急課題として浮上し，その予防と治療が喫緊
の問題として重要視されるようになった。
上海市は，中国における経済，文化，生活水準の

面で国内で最も進展した都市の一つである。石ら１）

は，上海市在住幼児の乳歯齲蝕の罹患状況について
調査し，１９８０年から１９９０年にかけて増悪したもの
の，１９９０年以降今世紀初頭にかけては好転したと報
告している。
そこで今回，著者らは，上海市の復旦大学上海医

学院（旧上海医科大学）付属幼児園の２～５歳の園児
を対象に，乳歯齲蝕の罹患状況に関して２００４年から
２００７年までの４年間にわたる追跡調査を実施した。

対象および方法

１．調査対象
調査対象は，復旦大学上海医学院（旧上海医科大

学）付属幼児園に就園している２歳から５歳の全幼
児とした。調査は２００４年から２００７年までの４年間行
い，同済大学児童口腔医学研究所と東京歯科大学小
児歯科学講座とに所属する同一医局員が毎年１１月中
旬に当該幼児園にて口腔健診を行った。調査年別の
被検児は，２００４年が２７５名，２００５年が２８６名，２００６年
が２４２名，２００７年が２１９名で，４年間の被検対象幼児
は延べ１，０２２名であった。これら園児の中から３年
間連続して調査できた同一幼児１４０名を抽出し，こ
れらを対象に３年間の縦断的分析を実施した。
２．調査方法
口腔健診は，簡易型デンタルチェアー上に園児を

仰臥させ，人工照明下でWHOの齲蝕診断基準２）に
準拠して実施した。齲蝕の進行程度は，以下に記載
した１～４度に分類した。すなわち，齲蝕がエナメ
ル質に限局しているものを１度，象牙質の浅在齲蝕
を２度，象牙質深在齲蝕または露髄を伴うものを３
度，歯冠崩壊が著しく，歯冠歯質がほとんど無いも
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の，あるいは残根を呈するものを４度とした。
さらに，健全歯に０，修復歯に０．５，二次齲蝕，

エナメル質齲蝕あるいは象牙質浅在齲蝕に１，象牙
質深在齲蝕または露髄歯および残根に２の指数を与
え，以下の計算式によって齲蝕重傷度指数（Caries
severity index：CSI）３）を算出した。
CSI＝指数の総和／２×現在歯数×１００
統計処理は統計用ソフト SPSS を用い，χ２検定，

分散分析＝Analysis of Variance（ANOVA）および
Student-Newman-Keuls（SNK：ｑ検定）を行った。

結 果

１．２～５歳幼児の乳歯齲蝕罹患状況
調査対象幼児園の２００４年から２００７年における毎年

の２～５歳の年齢別園児数および齲蝕罹患状況は，
表１に示すとおりである。
全対象園児における齲蝕罹患率，dft および CSI

の４年間の変化については，表１の「全体」に示す
ように統計学的有意差はみられなかった。各調査年
の dft および CSI においても有意差はみられず，４
年間の齲蝕罹患状況に明らかな変化は認められな

かった。
４年間の調査期間中，２歳児群の齲蝕罹患率にお

いて各調査年間で統計学的に有意な差が認められた
が（ｐ＜０．０５），dft および CSI には差が認められな
かった。また，３歳児群，４歳児群および５歳児群
では，齲蝕罹患率，dft および CSI のいずれにおい
ても統計学的有意差はみられなかった。
調査年次ごとの年齢別の齲蝕罹患率，dft および

CSI はいずれも統計学的に有意な差を認め（ｐ＜
０．０５），２００４年の４歳から５歳を除き，増齢に伴っ
て増加ないし高率化の傾向を示した。
２．同一園児における３年間の齲蝕罹患状況の経年
的変化
本調査において３年間連続して受診した２歳児５４

名および３歳児８６名，計１４０名における乳歯齲蝕の
罹患状況と経年的進行・変化の状況を表２および表
３に示した。
調査対象幼児１４０名全体についての３年間の齲蝕

罹患率，dft および CSI は，表２に示すように各調
査年間でいずれも統計学的に有意な差が認められた
（ｐ＜０．０５）。また，２歳児および３歳児の齲蝕罹患

表２ 同一被検児における調査年度毎の齲蝕罹患状況

初年度
年 齢
（歳）

追跡
人数

齲蝕罹患者率 ％ dft（mean） CSI（mean）

初年度 第２年度
（１年後）

第３年度
（２年後） 初年度 第２年度

（１年後）
第３年度
（２年後） 初年度 第２年度

（１年後）
第３年度
（２年後）

２ ５４
２歳 ３歳 ４歳 ２歳 ３歳 ４歳 ２歳 ３歳 ４歳

２５．９ ４４．４ ６１．１ １．０２ ２．０６ ２．９８ ３．４５ ６．７９ １０．４６

３ ８６
３歳 ４歳 ５歳 ３歳 ４歳 ５歳 ３歳 ４歳 ５歳

４４．２ ５１．２ ６５．１ １．８６ ２．７３ ３．４１ ５．８８ ９．１１ １１．７２

全体 １４０ ３７．１ ４８．６ ６３．６ １．５４ ２．４７ ３．２４ ４．９４ ８．２２ １１．２３

（ｐ＜０．０５）

表１ 年齢群別齲蝕罹患状況（被検児総数 １，０２２名）

年齢
（歳）

齲蝕罹患者率（％） dft（mean±SD） CSI（mean±SD）

２００４年 ２００５年 ２００６年 ２００７年
２００４年 ２００５年 ２００６年 ２００７年 ２００４年 ２００５年 ２００６年 ２００７年

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

２ ６０ ２３．３ ４２ ４．８ ２７ １１．１ ３８ ２１．１ １．００±２．７４ ０．２４±１．２７ ０．３０±０．９１ ０．５３±１．４５ ３．３１±１０．５４ ０．６０± ３．１６ ０．９６± ３．２５ １．４５± ４．３４

３ ６８ ４５．６ ９３ ４０．９ ５０ ４０．０ ４３ ３４．９ １．９０±２．９１ １．８９±３．１７ １．４２±２．２６ １．７９±３．１４ ５．９２± ９．３０ ６．１０±１０．５５ ４．３７± ７．７２ ６．１３±１１．１２

４ ８５ ６７．１ ７７ ５１．９ ９０ ５６．７ ４８ ５８．３ ２．８７±３．３９ ２．４５±３．５３ ２．９４±３．７２ ２．７３±３．１８ ８．５３±１０．９９ ８．１５±１３．２７１０．２９±１４．２５ ８．３３±１０．８１

５ ６２ ５９．７ ７４ ７１．６ ７５ ６８．０ ９０ ６６．７ ２．２３±２．７１ ３．３９±３．８０ ３．４５±４．１３ ３．５９±３．８７ ７．７９±１０．６７ １０．７８±１４．０７１１．５９±１６．０４１３．２４±１５．９０

全体 ２７５ ５０．５ ２８６ ４６．５ ２４２ ５１．７ ２１９ ５０．７ ２．０８±３．０５ ２．１９±３．３９ ２．４９±３．５５ ２．５２±３．４４ ６．５８±１０．５６ ７．０５±１２．０６ ８．４３±１３．４６ ８．７０±１３．１９

（ｐ＜０．０５）

＊ ＊

＊ ＊

＊ ＊

＊ ＊

＊ ＊

＊ ＊

＊ ＊

＊ ＊

＊ ＊

＊ ＊ ＊

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
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率，dft および CSI についても各調査年間で統計学
的な有意差が認められ（ｐ＜０．０５），年と共に増加お
よび悪化する傾向が認められた（表２）。
表３にこれら１４０名の健診年次間の齲蝕増加状況

を示す。１４０名全体および２歳児並びに３歳児のそ
れぞれについての齲蝕罹患率，dft および CSI の１
年後および２年後の健診年次毎の増加量間には，い
ずれも統計学的に有意な差は認められなかった。
調査年次毎の増加傾向について，１年後における

２歳児群と３歳児群の罹患率の増加量は有意な差を
認めたが（ｐ＜０．０５），dft，CSI の増加量には，統
計学的に有意な差はみられなかった。また，２年後
では２歳児群と３歳児群の罹患率，dft および CSI
の増加量は，すべて統計学的に有意な差がみられな
かった。さらに，３年間を通しての罹患率，dft お
よび CSI の総増加量は２歳児と３歳児とで統計学
的に有意な差は認められなかった。

考 察

１．緒外国の幼児齲蝕罹患状況との比較
幼児期の乳歯齲蝕は，罹患者率，罹患歯率，齲蝕

進行速度，臨床症状，さらには後継歯への影響な
ど，永久歯齲蝕とは明らかに異なっており，罹患状
況とその為害作用の面から厳重な予防体制が重要で
ある。この目的のため，欧米各国や我が国において
幼児の齲蝕罹患状況に関する調査が多数実施されて
いる。２００５年に英国で実施された５歳児２３９名，６歳
児３８９名の乳歯齲蝕の調査４）では，罹患率は３９．４％，
dmft は１．５７と報告されている。６歳児５，４１３名につ
いて２００６年に実施されたイタリアの調査５）では，乳
歯齲蝕罹患率は３９．５％，dft は１．５７であり，２００４年
の米国オハイオ州の３～５歳児２，５５５名の乳歯齲蝕
罹患率は３８％と報告されている６）。また，フランス

における２０００年の乳歯齲蝕罹患率は２２．２％，dft は
１．０５であった７）。一方，我が国の調査８）では，２００５年
における５歳児の罹患率は６０．５％，dft は２．３３で
あった。中国の５歳児の２００５年における齲蝕罹患率９）

は，６６．０％，dft は３．５であり，両国の２１世紀初頭に
おける乳歯齲蝕罹患状況は先進諸国に比べ重度であ
る。
２．本調査における幼児園児の乳歯齲蝕罹患状況の
現状と課題
斉９）は，上海市の２００５年における５歳児の罹患率

は７１．７％，dmft は４．１７と報告している。本研究に
おける５歳幼児園児の罹患率は７１．６％，dft は３．３９
であり，本園５歳園児の乳歯齲蝕罹患率は，全国平
均（６６．０％）より高く，上海市の調査に近似してい
る。しかしながら，齲蝕の進行程度は全国調査に近
く，上海市の水準より低い。上海市区部における幼
児の乳歯齲蝕罹患状況に関する調査によれば，齲蝕
罹患率および一人平均齲蝕歯数は，１９８０年から９０年
にかけて上昇し，９０年以降２１世紀初頭にかけて下降
したと報告されている１０）。本調査対象の全幼児園児
における齲蝕罹患率，dft および CSI は，１９８０～９０
年の上海市の齲蝕罹患状況に比べ明らかな減少を示
し，同幼児園児の全体的齲蝕罹患状況は上海市幼児
の齲蝕罹患状況の変化の趨勢と一致していることが
明らかである。しかしながら，４年間の罹患率，
dft および CSI には差違がみられず，その状況は４
年間に重症化することも，軽減することもないこと
が示され，同幼児園における齲蝕予防のための活動
は，幼児園の担当者による健診結果の説明だけでは
進展が認められるとは言い難い。
本研究対象の幼児園児の齲蝕罹患率，dft および

CSI は，年齢に伴い増加を示した。これはすでに著
者ら１）が報告した幼児齲蝕の増加および悪化傾向に

表３ 同一被検児における齲蝕罹患状況の３年間の推移（被検児総数１４０名）

初年度
年 齢
（歳）

追跡
人数
（名）

齲蝕罹患者率の推移（％） dft の推移（mean±SD） CSI の推移（mean±SD）

初年度～
第２年度

第２年度～
第３年度 総増加量 初年度～

第２年度
第２年度～
第３年度 総増加量 初年度～

第２年度
第２年度～
第３年度 総増加量

２ ５４ １８．５ １６．７ ３５．２ １．０４±２．１１ ０．９３±１．２７ １．９６±２．７１ ３．３４±５．９１ ３．６７±４．７７ ７．０１±９．６４

３ ８６ ７．０ １４．０ ２０．９ ０．８７±１．６１ ０．６７±１．１５ １．５４±１．９８ ３．２３±５．８６ ２．６１±５．６７ ５．８４±９．９５

全体 １４０ ２５．５ ３０．６ ５６．１ ０．９４±１．８２ ０．７７±１．２０ １．７１±２．２９ ３．２７±５．８６ ３．０２±５．３５ ６．２９±９．８１

（ｐ＜０．０５）

＊
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一致している。同一幼児１４０名に対する３年間の累
年的調査における齲蝕罹患状況の変化と進展状況の
分析においても齲蝕罹患状態は累年的に増悪化を示
していた。乳歯齲蝕は，咀嚼機能に影響を及ぼすだ
けでなく，歯列および顎・顔面ならびに全身的成
長・発達に影響を及ぼす。また，重篤な場合には，
幼児の社会心理面にも影響を及ぼすため，乳歯齲蝕
の予防活動の意義は重大である。
３年間の累年調査において２歳児の罹患率の１年

後の増加率が３歳児群に比べ明らかに高かったこと
は，２歳児が乳歯列形成期の後半にあたることが関
係あるものと考えられる。この時期は，乳臼歯が未
だ萌出していないか，あるいは萌出後間もない時期
に当たるが，現在の中国におけるほとんどの保護者
は，乳臼歯の萌出に関心を寄せることが少ない。ま
た，幼児の多くは間食や哺乳びんの使用などの飲食
習慣，刷掃習慣も定着していないことが多く，口腔
健診の受診も困難なことが多いため，齲蝕の好発環
境にあると考えられる。従って，それまで以上に就
園時からの齲蝕予防と治療をより強力に推進するこ
とが必要不可欠な状況にあるが，大多数の保護者
は，早期発症の乳歯齲蝕に対する認識が乏しく，２
歳児は未だ幼少のため歯科健診や歯科治療に適応出
来ないと認識していることが多く，幼児自身も自ら
検査や治療を受けることは少ない。また，中国の幼
児園は，一般的に３歳以上の幼児を受け入れてい
る。２歳児を受け入れている幼児園はわずかである
が，本幼児園では２歳児を受け入れており，２歳児
から何らかの集団的な齲蝕予防活動が可能であると
考えられる。わが国の２００５年の歯科疾患実態調査８）

では，２歳児の dft は０．３８で，本調査の０．２４より多
いが，３歳児では０．８９となり本調査の１．８９に比べる
とその増加量はかなり少ない。これはわが国におけ
る公共機関（保健所など）でのフッ化物塗布等の口腔
保健活動の成果によるものと考えられ，全国的な口
腔保健活動がほとんど行われていない中国では，同
様の活動をまずは本幼児園から開始していくべきで
あると考える。
ところで，中国国家統計局が実施した全国規模の

抽出調査報告によれば，２００６年時点での１４歳以下の
小児人口は，２億２千２８万余で総人口の１８．４７％を
占めている１１）。我が国の総人口より約２倍多い小児

人口を持つ中国において，幼児期の早期発症乳歯齲
蝕の予防は，国民の健康の維持・増進を図る上で非
常に重要な課題である。中国は口腔保健規制目標に
ついて，５歳児では２０１０年における都市部に在住す
る者の４０％が乳歯齲蝕を有しないことと規定してい
る１２）ものの，現状を鑑みると実現は非常に困難であ
ると考えざるを得ない。
幼児期の乳歯齲蝕の予防と治療の担当者として，

小児歯科を専門とする歯科医が最適である。しかし
ながら現在，中国における小児歯科医の数は不足し
ており，今後，小児歯科を担当する歯科医の養成，
家庭における個人口腔保健，幼児園における口腔保
健活動などの手段を講じて幼児期の早期発症乳歯齲
蝕の減少を図る必要があると考えられる。

結 論

２００５年から２００７年の４年間にわたり上海市の復旦
大学上海医学院附属幼児園に就園している２～５歳
の幼児，のべ１，０２２名を対象に乳歯齲蝕の罹患状況
についての調査を行った。さらに，調査期間中で３
年間連続して口腔健診を受けた同一幼児１４０名を対
象に３年間の縦断的分析を実施した結果，以下の結
論を得た。
１．被検園児全体の４年間の齲蝕罹患者率，一人平
均齲蝕歯数（dft）および齲蝕重症度指数（CSI）には
顕著な差はみられなかった。

２．２歳児群では調査年次間で齲蝕罹患者率におい
て統計学的に有意な差がみられたが，dft，CSI
には有意な差は無かった。また，他の年齢群では
調査年次間で齲蝕罹患者率，dft および CSI に有
意な差は認められなかった。

３．３年間の追跡調査が可能であった２歳児群５４
名，３歳児群８６名の累年的変化をみると，齲蝕罹
患者率，dft および CSI のいずれについても累年
的に増加と悪化がみられ，とくに２歳児群におい
ては，この傾向が顕著であった。
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Dental Caries Status of Deciduous Teeth
in 2-5 Year-old Children in Shanghai

― 4 year follow-up survey in same kindergarten ―
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Dental caries status of deciduous teeth was investigated in 2-5 year-old Shanghai kindergarten chil-
dren． Caries status of 1,022 children aged 2 to 5 years in the same kindergarten in Shanghai was investi-
gated longitudinally over a 4-year period． Prevalence of dental caries，dft and Caries Severity Index
（CSI）were determined． Furthermore，140 of the children（54 children aged 2 years and 86 children aged
3 years）were tracked for 3 years． Prevalence of dental caries，dft and CSI showed no significant change
over 4 years． However，indices increased by age bracket every year． The follow-up investigations
over 3 years in 140 children revealed that caries status worsened year by year，and no difference in incre-
ment of caries status was observed among two years as a whole，as well as each age group． Increment
of prevalence of dental caries in the 2-year old group was much higher than that in the 3-year old group in
the first year，while there was no difference in increment of dft or CSI between the two age groups．
Caries status in this kindergarten showed no significant change over the four years． Prevalence of dental
caries increased remarkably from 2 to 3 years old． It is indicated that the prevention and treatment for
dental caries of deciduous teeth should be enhanced in the kindergarten of China．

（The Shikwa Gakuho，１０９：２８８～２９２，2009）
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