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抄録：Down 症候群の矯正治療の内容に関する報告
は少ない。今回Down 症候群１８名を対象に初診時
年齢，合併症の有無，咬合および歯の異常，矯正治
療内容を調査した。心疾患は４４．４％，口唇口蓋裂は
１６．７％に認められた。咬合状態は，反対咬合および
切端咬合が７２．３％と高率で，臼歯部交叉咬合は
５５．６％，上顎前歯の叢生は５０．０％であった。先天性
欠如歯がみられたものは６６．７％と多く，上顎側切歯
の欠如が最も多かった。１８名中１５名が治療を開始
し，外科矯正１名を含むマルチブラケット法が３
名，動的処置が１２名であった。抜歯症例は３名で，
いずれも治療の効率を考慮して前歯部を抜歯してい
た。治療部位は部分的なものが多く，反対咬合でも
被蓋を改善しないものやマルチブラケット法に移行
しないものもいた。Down 症候群の矯正治療は，患
者背景と治療の限界に留意して治療目標が設定され
ていた。

緒 言

Down 症候群は１８６６年に Down１）により発表され
た染色体異常疾患で，５６０～７００人に一人と比較的発
生頻度が高い先天異常２）である。特有の顔貌や身体
症状に加えて先天性欠如歯や埋伏歯，萌出遅延歯な
どの歯科的状況や不正咬合が出現すると報告されて

いる３）～１６）。そのため Down 症候群による不正咬合は
平成１４年より厚生労働大臣の定める歯科矯正治療の
保険適応疾患となっており，矯正歯科を受診する機
会が増加していると考えられる。しかし，Down 症
候群の矯正治療に関する報告は少なく，症例報告に
過ぎない５）～１３）。そこで今回我々は，東京歯科大学水
道橋病院矯正歯科を受診した Down 症候群の矯正
診断用資料を用いて，咬合状態や矯正治療の内容お
よび治療状況について検討を行なったので報告す
る。

対象および方法

２００１年から２００８年までの８年間に，不正咬合を主
訴に水道橋病院矯正歯科に来院した Down 症候群
１８名（男性１１名，女性７名）を対象とし，問診表，口
腔内写真，顔面写真，歯列模型，パノラマエックス
線写真，デンタルエックス線写真の診断用資料を用
いて検討を行なった。調査内容は初診時年齢，合併
症，咬合および歯の異常，矯正治療の状況である。
咬合状態については歯列模型および口腔内写真を用
いて上下歯列の前後的，垂直的，左右的位置の状態
および上顎前歯の叢生の有無，Angle 分類を調べ
た。歯の異常については口腔内写真および模型とパ
ノラマエックス線写真を用いて，先天性欠如歯の有
無について検討した。矯正治療の状況は，治療開始
率，治療内容，治療結果について検討した。

結 果

Down 症候群１８名について，個々の咬合および歯
の状況，矯正治療の内容について表１に示した。
１．初診時年齢

対象となった１８名の初診時年齢は３４歳の成人１名
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（歳）

（名）

以外は６歳から１７歳に分布し，６歳から１０歳までが
８名（４４．０％），１１歳から１５歳までが６名（３３．３％），
１６歳以上が３名（１６．７％）であった（図１）。
２．合併症

対象者１８名のうち，心疾患を有する者は８名（４４．４
％）で，内訳は心室中隔欠損症４名，心房中隔欠損
症１名，動脈管開存症２名，心内膜欠損症１名で
あった。口唇口蓋裂は，両側唇顎口蓋裂，左側唇顎口
蓋裂，右側唇顎口蓋裂，各１名の計３名（１６．７％）に
認められた。その他，てんかん，肝線維症，甲状腺
機能異常，アデノイド肥大が各１名認められた。精
神発達遅滞に関しては程度の差はあるものの，全員
に認められた。

３．咬合状態および歯の異常
資料採取を行なった１８名について咬合状態および

歯の異常について調査した。図２から４に咬合状態

表１ 咬合状態と治療の状況

No 性 初診時
年 齢 合併症 先天性

欠如歯
Angle
左 右

OJ
mm

OB
mm 咬合状態 上顎

叢生 治療の方針 治療状況および今後の予定

１ Ｍ 11y9m なし なし Ⅱ Ⅱ ８．５ １．５ 上顎前突 叢生 マ
ル
チ
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
法

マルチブラケット・ 抜歯
クワドヘリックス・バイヘリックス

治療完了
適正な被蓋が得られた

２ Ｆ 16y0m 右側唇顎口蓋裂 �2 Ⅱ Ⅱ －２ ２ 反対咬合・
臼歯部交叉咬合 叢生 マルチブラケット・�2 抜歯

クワドヘリックス
治療完了
被蓋は改善した

３ Ｆ 34y5m なし ７２｜１４７
６｜６ Ⅱ Ⅰ －１１ ２

反対咬合・
臼歯部交叉咬合
骨格性下顎前突

不明 マルチブラケット・
外科矯正（SSRO）

治療完了
被蓋は改善した

４ Ｍ 6y4m なし ２｜２
５｜ Ⅲ Ⅲ ０ ０ 切端咬合・

臼歯部交叉咬合 正常

動

的

処

置

クワドヘリックス・
セクショナルアーチ

被蓋は改善した
マルチブラケット法へ移行しない

５ Ｍ 9y1m なし なし Ⅲ Ⅲ ０ ０ 切端咬合・
臼歯部交叉咬合 叢生 クワドヘリックス・

セクショナルアーチ
被蓋は改善した
マルチブラケット法へ移行しない

６ Ｍ 13y4m てんかん
甲状腺機能低下症 ２｜２ Ⅱ Ⅰ －０．５ ０ 切端咬合・

臼歯部交叉咬合 空隙 拡大プレート・セクショナルアーチ
チンキャップ

被蓋は改善した
マルチブラケット法へ移行しない

７ Ｍ 7y3m 動脈管開存症 なし Ⅱ Ⅱ －３ ２ 反対咬合 正常 弾線付拡大プレート・
チンキャップ

被蓋は改善した
マルチブラケット法へ移行は未定

８ Ｍ 10y7m 動脈管開存症・喘息
小児性白血病・肝線維症 なし Ⅲ Ⅲ －１．５ １．５ 反対咬合 正常 弾線付プレート・チンキャップ 被蓋は改善した

マルチブラケット法へ移行は未定

９ Ｆ 8y9m 心房中隔欠損症
左側唇顎裂 ５｜５ Ⅲ Ⅰ －５．５ ４．５ 反対咬合

骨格性下顎前突 叢生 弾線付拡大プレート
フェイシャルマスク

被蓋改善のための治療中
将来外科手術で被蓋改善予定

１０ Ｆ 11y0m 心室中隔欠損症 なし Ⅰ Ⅲ －１ ０．５ 反対咬合・
臼歯部交叉咬合 叢生 ハース拡大装置・チンキャップ 被蓋改善のための治療中

将来抜歯にて被蓋改善予定

１１ Ｍ 17y1m なし なし Ⅲ Ⅰ －３ ２ 反対咬合・
臼歯部交叉咬合 叢生 クワドヘリックス・

セクショナルアーチ
被蓋改善のための治療中
将来抜歯にて被蓋改善予定

１２ Ｆ 14y9m 心内膜欠損症・
僧帽弁閉鎖不全 ２｜２ Ⅰ Ⅰ －６ ３

反対咬合・
臼歯部交叉咬合
骨格性下顎前突

叢生 ２｜２抜歯・セクショナルアーチ
叢生改善のための治療中
被蓋はそのままの予定
マルチブラケット法へ移行しない

１３ Ｆ 10y2m 心室中隔欠損
両側唇顎口蓋裂

５３２１｜１２４７
５｜５ Ⅲ Ⅲ －８ ３．５

反対咬合・
臼歯部交叉咬合
骨格性下顎前突

不明 拡大プレート・
フェイシャルマスク

臼歯部交叉咬合は改善した
被蓋はそのままの予定
マルチブラケット法へ移行しない

１４ Ｍ 10y11m 心室中隔欠損症 �３ Ⅱ Ⅰ ３ ３ 叢生 叢生 拡大プレート・
セクショナルアーチ マルチブラケット法へ移行しない

１５ Ｆ 8y5m なし ７｜７ Ⅰ Ⅰ ２．５ １ 叢生・
臼歯部交叉咬合 正常 拡大プレート 叢生改善のための治療中

マルチブラケット法へ移行は未定

１６ Ｍ 15y8m アデノイド肥大 １｜１
｜２ Ⅰ Ⅲ －１０ －３ 反対咬合

骨格性下顎前突 空隙 治療開始せず
（外科矯正症例のため）

１７ Ｍ 13y3m 心室中隔欠損症 ７５４｜４５７
５｜５ Ⅱ Ⅱ ７ ２ 上顎前突 叢生 治療開始せず

（軽度の上顎前突・叢生のため）

１８ Ｍ 9y6m なし ２｜２
２｜２ Ⅱ Ⅱ ８ ３ 上顎前突 空隙 治療開始せず（海外へ転院）

２２
２

図１ 初診時年齢
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の前後的，垂直的，左右的不正の内訳を示す。前後
的には，overjet が－０．５mm 未満の反対咬合が１０名

（５５．６％），－０．５mm から＋０．５mm までの切端咬合
が３名（１６．７％），０．５mm から４mm の正常範囲の
ものは２名（１１．１％），４mm 以上の上顎前突は３名

（１６．７％）であった。垂直的には，overbite が－０．５
mm 未満の開咬が１名（５．６％），－０．５mm から＋
０．５mm までの切端咬合が３名（１６．７％），０．５mm か
ら４mm の正常範囲のものが１３名（７２．２％），４mm
以上の過蓋咬合が１名（５．６％）であった。左右的に
は臼歯部交叉咬合があるものが１０名（５５．６％），ない
ものが８名（４４．４％）であった。上顎前歯の叢生は，

叢生を有するものは９名（５０．０％），叢生のないもの
は４名（２２．２％），空隙歯列は３名（１６．７％）であり，
多数歯欠如により不明なものが２名（１１．１％）であっ
た（図５）。第一大臼歯の咬合関係は左右別に調査し
た結果，Angle ClassⅠが１１部位（３０．６％），ClassⅡ
が１３部位（３６．１％），ClassⅢが１２部位（３３．３％）で
あった。

歯の異常としては，先天性欠如歯が認められたも
のは１２名（６６．７％）であった。表２に示すように，１
歯欠如が２名（１１．１％），２歯欠如が４名（２２．２％），

表 2 先天性欠如の発現歯数

欠如歯数 なし 1 歯 2 歯 3 歯 4 歯 7 歯 8 歯 10 歯 計

人数 6 2 4 2 1 1 1 1 18

% 33.3% 11.1% 22.2% 11.1% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 100.0%

図２ 前後的咬合状態 図３ 垂直的咬合状態

図４ 左右的咬合状態

図５ 上顎前歯部の叢生の有無
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３歯欠如が２名（１１．１％），４歯，７歯，８歯，１０歯
欠如は各１名（５．５％）で，合計４５歯，一人平均２．５歯
であった。表３は歯種別の先天性欠如歯数を示す。
欠如頻度の多い部位順に，上顎側切歯が１０歯（２２．２
％），上顎第二大臼歯が７歯（１５．６％），上顎中切歯，
上顎第二小臼歯，下顎側切歯，下顎第二小臼歯が５
歯（１１．１％），上顎第一小臼歯は４歯（８．９％），上顎
犬歯，下顎第一大臼歯は２歯（４．４％）であった。ま
た，上顎の欠如歯数は３３歯（７３．３％），下顎は１２歯

（２６．７％）で，上顎は下顎の２．８倍欠如歯数が多かっ
た。
４．治療の状況

矯正診断用資料を採取した１８名中，１５名（８３．３％）
は矯正治療を開始した。開始しなかったものの理由
は，外科矯正症例であること，上顎前突，叢生症例
で軽度の不正咬合であること，転居などであった。

保険診療では，永久歯列に適用する本格矯正治療
と，それ以前の乳歯列や混合歯列に適用する限局矯
正治療とに歯科矯正治療を大きく二分している。前
者をマルチブラケット法，後者を動的処置と表記し
ているが，今回の調査では矯正治療の状況を把握す
る上で，この分類を用いた。治療を開始した１５名で
は，マルチブラケット法は３名（２０．０％），動的処置
は１２名（７３．３％）であった。また，便宜抜歯を行なっ
た症例は３名（２０．０％）であった。

マルチブラケット法３名の内訳は，反対咬合が２
名，上顎前突が１名で，外科的矯正治療（下顎枝矢
状分割法）症例と上顎右側側切歯抜歯症例，及び上
顎両側側切歯と下顎右側側切歯の抜歯症例であっ
た。３名ともほぼ良好な咬合を獲得していた。

動的処置１２名のうち，反対咬合および切端咬合は
１０名で，多くが臼歯部交叉咬合や叢生を伴ってお
り，上顎の拡大には拡大プレートやハースの拡大装
置およびクワドヘリックスを，被蓋の改善には，弾
線付プレート，フェイシャルマスク，チンキャッ
プ，セクショナルアーチを使用していた。治療によ
り被蓋が改善したものは半数の５名であり，このう
ち３名はマルチブラケット法へは移行しない予定
で，２名は未定であった。被蓋の改善していない５
名のうち２名は外科矯正により被蓋が改善する症例
であるが，合併症や精神的負担から外科手術の適応
ではないと判断し，叢生と臼歯部交叉咬合の改善の
みを行ない，マルチブラケット法へは移行しない予
定である。３名は動的処置からマルチブラケット法
に移行する予定で，このうち１名は外科矯正を計画
していた。叢生の２名は，拡大プレートとセクショ
ナルアーチを使用し，１名は叢生の改善のみでマル
チブラケット法は行なわず，１名は治療中でマルチ
ブラケット法への移行は未定であった。したがって
マルチブラケット法は，動的処置からマルチブラ
ケット法へ移行する予定のものも含めて６名（４０．０
％）であり，マルチブラケット法へは移行しない，
または未定の方針のものは９名（６０．０％）であった。
また，開始患者１５名の８割を占めた反対咬合および
切端咬合者１２名中，被蓋の改善したものは７名

（５８．３％），改善のための治療中のものが３名（２５．０
％），初めから被蓋改善を行なわないものは２名

（１６．７％）であった。

考 察

初診時年齢は，今回の調査では小学生から成人ま
で広く分布し，Down 症候群の矯正治療に対する需
要が潜在的に多いことが予測された。

Down 症候群の合併症としては精神発達遅滞，先
天性心疾患，てんかん，環軸椎不安定症，白内障，
目の屈折異常，難聴，白血病，甲状腺機能異常等が
報告されている１０）。このうち先天性心疾患の発現は
３０～５０％とされている１１）が，今回も４２．１％と，これ
と近い値であった。また，口唇口蓋裂の発現は，久
保田ら１３）の３．３％に対し１５．８％と高かった。これは
不正咬合を主訴に矯正歯科を受診した Down 症候
群を対象としているため，頻度が高かったと考えら

表３ 先天性欠如歯の歯種別発現状況

上顎 下顎

欠如歯数 ％ 欠如歯数 ％

中切歯 5 11.1 0 0.0
側切歯 10 22.2 5 11.1
犬 歯 2 4.4 0 0.0

第一小臼歯 4 8.9 0 0.0
第二小臼歯 5 11.1 5 11.1
第一大臼歯 0 0.0 2 4.4
第二大臼歯 7 15.6 0 0.0

計 33 73.3 12 26.7
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れる。
Down 症候群の不正咬合については，反対咬合，

上顎前歯の叢生，臼歯部交叉咬合，前歯部開咬，空
隙歯列が報告されている３）～１０），１２）が，発現頻度に関す
る国内の報告は見当たらない。海外では，Jensen３）

は Down 症候群１２６名について調査し，反対咬合は
１６％，臼歯部交叉咬合は５４％，開咬は５６％に認めら
れ，Angle Class Ⅲは５９％であったと報告してい
る。Cohen４）は Down 症候群５０名について，反対咬
合および切端咬合が４８．０％であり，Angle 分類では
ClassＩが４６．０％ ， ClassⅡが３２．０％ ， ClassⅢが
２２．０％と報告している。今回の調査では反対咬合は
５５．６％，切端咬合が１６．７％で，合計すると７２．３％で
従来の報告よりやや発現率が高く，垂直的不正咬合
では，開咬は５．６％，切端咬合が１６．７％で，これま
での報告より低かった。人種の差もあるため単純な
比較はできないが，切端咬合を含む反対咬合の発現
率が極めて高いことが分かった。また臼歯部交叉咬
合も，これまでの報告と同様に約半数に発現し，上
顎前歯における叢生についても半数と高率に認めら
れた。Angle 分類については，ClassⅢが３３．３％で
あった。以上の結果を総合すると，日本人 Down
症候群は反対咬合および切端咬合，臼歯部交叉咬
合，上顎前歯の叢生の発現頻度が高かった。

永久歯の先天性欠如があるものは，本調査では
６６．７％であったが，伴場ら１４）も７１．９％ときわめて頻
度が高いと報告している。欠如部位については，上
顎側切歯が２２．２％と最も高く，Barkla１５）の報告と同
じであった。したがって，Down 症候群は上顎側切
歯をはじめとする永久歯先天性欠如率が極めて高い
という特徴があるため，矯正診断の上で留意するこ
とが重要であると考えられた。

当科を受診した Down 症候群の矯正治療開始率
は，８３．３％と高率であったが，この要因として，平
成１４年に Down 症候群が歯科矯正治療の保険適応
疾患に指定されたことや，平均寿命が約５０歳程度と
延び１１），QOL の向上のため治療を希望するように
なったと考えられる。治療を開始しなかったものの
理由も，転居や軽度の不正咬合であるためなどで，
Down 症候群が原因ではなかった。治療に関して
は，動的処置では，反対咬合，叢生，臼歯部交叉咬
合の改善のため，床装置，拡大装置，顎外装置，セ

クショナルアーチといった一般的な装置が用いられ
ていた。また少数ながらマルチブラケット法や外科
矯正も適用が可能であった。便宜抜歯も行なわれて
いたが，叢生や上顎前突の改善を目的に前歯が抜歯
部位に選択されており，治療の効率が考慮されてい
た。動的処置からマルチブラケット法に移行しな
い，あるいは移行しないと予測されるものが全体の
３分の２を占め，多数を占めた反対咬合と切端咬合
のうち約半数の５８．３％が被蓋を改善した一方で，初
めから被蓋改善を予定しないものも１６．８％認められ
たことを総合すると，局所的な咬合改善を治療目標
とする傾向が見られた。

Down 症候群は精神発達遅滞を示すため，矯正治
療の効果について患者自身が理解することは困難で
あるが，保護者の希望や熱意によって治療が成立し
ているといえる。また，心疾患等の合併症があり，
治療には制限があることが多い。

今回の調査により，Down 症候群の咬合状態や歯
の異常と，治療の限界を踏まえたうえで可能な範囲
での治療目標を定め，患者の適応をみながら治療を
進めるという歯科矯正治療の実態が明らかになっ
た。

結 論

Down 症候群１８名について歯科矯正学的検討を行
い，以下の結論を得た。
１．初診時年齢は１名を除き，６～１７歳であった。
２．合併症は，先天性心疾患が８名（４４．４％），口唇

口蓋裂３名（１６．７％）であった。
３．咬合状態は，反対咬合および切端咬合が１３名
（７２．３％）と多かった。また，臼歯部交叉咬合は１０
名（５５．６％），上顎前歯の叢生は９名（５０．０％）とそ
れぞれ約半数に認められた。Angle ClassⅢは
３３．３％であった。歯の異常は，永久歯先天性欠如
が１２名（６６．７％）に認められ，上顎側切歯の欠如頻
度１０歯（２２．２％）が最も高かった。

４．歯科矯正治療を開始した者は１５名（８３．３％）と高
率であった。

５．治療は，外科矯正１名を含むマルチブラケット
法が３名（２０．０％），動的処置が１０名（６６．７％），抜
歯矯正は３名（２０．０％）であった。患者の全身状態
や治療への理解度，協力度，保護者の希望等か
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ら，動的処置のみでマルチブラケット法に移行し
ないものや，反対咬合の改善を目的とせず，臼歯
部交叉咬合や叢生の改善にとどめる場合もあり，
患者の状況に応じた矯正治療がなされていた。

本論文の要旨は，第１９回日本顎変形症学会総会（２００９年６
月４～５日，仙台市）において発表した。

文 献
１）Down, L. H. : Observations on an ethnic classification of
idiots. London Hospital Reports, ３：２５９～２６２，１８６６．

２）Kajii, T. : Predicted prevalence of Down syndrome live
births in Japan, 1970-2006. Am J Med Genet A, １４６A：
１３８７～１３８８，２００８．

３）Jensen, G. M., Cleall, J. F., Yip, A. S. G. : Dentoalveolar
morphology and developmental changes in Down’s syn-
drome（trisomy 21）. Am. J. Orthod,６４：６０７～６１８，１９７３．

４）Cohen, M. M., Arvystas, M. G., Baum, B. J. : Occlusal dis-
harmonies in trisomy G（Down’s syndrome, Mongolism）.
Am. J. Orthod,５８：３６７～３７２，１９７０．

５）森下 格：障害者の矯正歯科治療－２ ダウン症候群患
者の場合，矯臨ジャーナル，７：１１～３１，２００７．

６）金野吉晃，三條敏也，若林香枝，八木 寶，清野幸男，
三浦廣行：Down 症を伴う唇顎口蓋裂の長期咬合管理を行
なった一症例，東北矯歯会誌，１５：３～１６，２００７．

７）石井信行，大東道治：Down 症候群児に対する歯列矯正
治療，障害者歯，２６：５７０，２００５．

８）福田純一，高木律男，小野和宏，飯田明彦，星 隆夫：
精神発達遅滞を有する患者に対する外科的矯正治療の経
験，日顎変形会誌，１３：１８８～１８９，２００３．

９）小松知子，田邉千晶，林 清信，宮城 敦，井上吉登，
進士久明，内村 登：ダイレクトボンディング法にて矯正
治療したダウン症候群患児の一例，神奈川歯学，３３：
５７，１９９８．

１０）池田正一，小松知子：Down 症候群患者の歯科医療，障
害者歯，２７：１０５～１１３，２００６．

１１）塩野 寛：Down 症候群，ヒト先天異常アトラス１版
（塩野 寛，梅津征夫編著），１２１～１２４，南江堂，東京，
１９８９．

１２）渡辺達夫，小笠原正：Ⅱ編障害者歯科各論，４章精神遅
滞，障害者歯科ガイドブック（森崎市治郎，緒方克也，向
井美恵編），６８～７０，医歯薬出版，東京，１９９９．

１３）久保田孝文：Down 症候群患者の歯科学的研究，九州歯
会誌，２６：９４～１１２，１９７２．

１４）伴場せつゑ，眞木吉信，池田正一：ダウン症候群の歯科
的所見２ 永久歯先天性欠如歯の発現状況．障害者歯，１５：
２３０～２３７，１９９４．

１５）Barkla, D. H. : Congenital Absence of Permanent Teeth
in Mongols. J ment Defic Res,１０：１９８～２０３，１９６６．

１６）高野知子，小松知子，宮城 敦，久保寺友子，井上吉登，
池田正一：ダウン症候群における永久歯の萌出時期と身
長・体重との関連性について．障害者歯，２７：５７５～５８０，
２００６．

堀江，他：Down 症候群の歯科矯正治療の臨床調査３８６

― ４２ ―



Clinical survey of Orthodontic treatment in Down’s syndrome patients
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Few reports have investigated occlusal and dental conditions and orthodontic treatment for Down’s
syndrome patients． Therefore，we orthodontically evaluated 18 patients with Down’s syndrome．
Items investigated were : age at first examination，presence of associated disease，occlusal and dental
conditions，and orthodontic treatment given． Cardiac disease was noted in 44.4% of patients，and cleft
lip and palate was observed in 16.7%． Reversed occlusion and edge-to-edge bite were noted in 72.3% of
patients，a high percentage，with molar cross-bite in 55.6%，and crowding in 50.0%． Congenital ab-
sence of teeth was observed in 66.7% of patients，in whom the maxillary lateral incisor was the most fre-
quently absent． Orthodontic treatment had been initiated in 15 of the 18 patients，in whom multi-
bracket treatment had been performed in 3． including surgical orthodontic treatment in one patient and
limited orthodontic treatment in 12． Tooth extraction was noted in 3 patients，with the anterior teeth
being extracted in all 3 cases． Treatment goals were limited，in that improvement in overjet could not
be achieved in some patients with reversed occlusion，and progress to multi-bracket treatment could not
be performed in some patients． For orthodontic treatment of patients with Down’s syndrome，orthodon-
tists selected appropriate treatment goals，considering each patient’s background and limitation of ortho-
dontic treatment. （The Shikwa Gakuho，１０９：３８１～３８７，２００９）
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