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抄録：従来，幼児の顎顔面骨骨折は比較的まれとさ

れてきた。しかし，最近では，住環境，生活習慣の

変化，親の育児に対する意識の変化などにより，

年々増加傾向にある。著者らは本学口腔外科にて，

最近１年間に３例の幼児下顎骨骨折を経験した。そ

の受傷原因は児童虐待や家庭での危機管理に対する

意識不足など現代の問題点が背景と推察された。

我々歯科医師には地域保健医療，育児支援を通じ，

事故発見，防止に努力することが新しい任務として

課せられている。

緒 言

幼児は小児に比べて皮下脂肪が厚く，また身体の

活動性が低いことなどから顎顔面骨骨折はまれとさ

れてきた１～３）。しかし最近では，住環境，生活習慣

の変化，親の育児に対する意識の変化などにより，

それらは年々増加傾向にあるように感じられる。実

際当院口腔外科では過去１０年では幼児の骨折がわず

か１件であったにもかかわらず，著者らは最近１年

間に３例の幼児下顎骨骨折を経験した。その受傷原

因には児童虐待や家での危機管理に対する意識不足

など現代の問題点が背景にあると思われた。

本稿では，幼児下顎骨骨折の事例と，それに関連

した児童虐待発見に関する歯科医師の役割，幼児の

事故防止指導について考察を加えて報告する。

症例１

注：以下３症例とも主訴，現病歴，既往歴は保護者

からの申告に基づいた記載である。

年 齢：２歳６ヶ月

主 訴：開口障害

現病歴：平成１５年フローリングの部屋で転倒して，

オトガイ部を強打し受傷した。同日オトガイ部と左

側下顎の腫脹，開口障害出現を父親が気づき近医を

受診した。近医にて下顎正中部骨折を認め，翌日紹

介され当科来院した。

現 症：オトガイ部の皮下出血が著明であった。左

側頬部腫脹と開口障害のため受傷後は流動食を摂取

していた。口腔内の裂傷，出血は認めなかった。

診断名：下顎正中部骨折，左側関節突起部骨折（図

１，２）。

家族構成：父，養母（外国籍）双子の兄。

既往歴：外傷歴を含め特記事項なし。

処置および経過：即日入院とし，受傷３日後，全身

麻酔下において下顎正中部骨折は徒手的整復，囲繞

結紮による床副子固定を行い，左側関節突起部骨折

は保存療法とした（図３）。術後経過は良好であっ

た。床副子除去まで入院を勧めたが家族の強い希望

により床副子除去前の入院８日目（術後３日）に一時

退院を許可した。自宅で療養中階段より転落し，脳

挫傷のため紹介医入院。意識不明となり死亡した。

死亡日時の詳細は不明である。

症例２

年 齢：１歳３ヶ月

主 訴：開口障害，摂食不良
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現病歴：平成１５年ベビーカーから転落しコンクリー

トに顔面を強打し受傷した。以降開口障害と摂食不

良が出現したため，受傷２日後に当科に初診となっ

た。

現 症：開口障害による摂食不良が著しく，軽度脱

水状態を呈し，体温は３９．０℃であった。口腔内の裂

傷・出血は認めなかった。

診断名：下顎左側乳中切歯，乳側切歯間部骨折，右

側関節突起骨折（図４，５）。

家族構成：父，兄，弟，母（外国籍），父方の祖父。

既往歴：外傷歴を含め特記事項なし。

処置および経過：即日入院とし，摂食不良に対し，

補液を行い脱水状態の改善を行った。受傷３日後，

全身麻酔下において下顎左側乳中切歯，乳側切歯間

部骨折は徒手的整復，囲繞結紮による床副子固定を

行い，右側関節突起部骨折は保存療法とした。術後

図１ 症例１ 初診時

図２ 症例１ 初診時

図４ 症例２ 初診時

図３ 症例１ 手術直後

図５ 症例２ 初診時
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経過は良好で術後１３日で全身麻酔下にワイヤー除去

と床副子除去を行い，手術１５日後に退院した（図

６）。現在骨折部の異常や開口障害は認められてお

らず，外来にて顎骨の成長発育の経過を観察してい

る。

症例３

年 齢：１歳３ヶ月

主 訴：開口障害，口腔内出血

現病歴：平成１５年自転車が倒れ，補助椅子に座って

いた患児は手すりとコンクリートに顔面を打ちつけ

受傷した。口腔内より出血を認めたため，同日救急

車にて当院へ搬送され受診した。

現 症：下顎正中部の乳歯列の不連続性，左右骨片

の偏位が著明であった。口腔内裂傷による出血，開

口障害，上顎右側乳側切歯の陥入が認められた。

診断名：下顎正中部骨折，右側関節突起部骨折（図

７，８）

家族構成：父，母。

既往歴：外傷歴を含め特記事項なし

処置および経過：初診時出血に対しては徒手的整復

を行い，両側下顎乳中切歯部ワイヤー歯牙結紮を用

いた暫間固定による止血処置を施行した。即日入院

とし，受傷２日後，全身麻酔下において暫間固定除

去後，下顎正中部骨折は囲繞結紮による床副子固定

を行い，右側関節突起部骨折は保存療法とした。術

後経過は良好で手術１２日後に全身麻酔下でワイヤー

除去と床副子除去を行い，手術１４日後に退院とした

（図９）。現在骨折部の異常や開口障害は認められ

ず，顎骨の成長発育の経過を観察している。

図７ 症例３ 初診時

図６ 症例２ 術後１ヶ月

図９ 症例３ 術後１ヶ月

図８ 症例３ 初診時
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考 察

１．児童虐待が疑われた例について

不幸にも症例１は一時退院後に再度外傷により死

亡した症例である。

保護者申告の受傷原因のフローリングの床での転

倒では，幼児の場合，転倒しても頭部が重く，手の

運動能力が未熟なために，上顎骨や顔面，頭部，上

顎前歯部を打つのが自然であり，オトガイ部を打つ

ことは少ないと想像される。２歳児の平均身長は約

９０センチで，活動性の低い乳児が身長に相当する低

い位置から倒れても下顎を完全骨折に至らしめる力

が加わるとは考えにくく，また受傷の瞬間が目撃さ

れていない。

我々は症例１の初診時の問診の際，１）骨折の原

因が明確ではなかった。２）子供の受傷の瞬間を見

ている家族がいない。３）身体に数ヶ所の痣の痕跡

とも考えられるものがあった。以上３点に疑問を感

じた。家族関係では，養育者として一番長く接して

いるのが養母であり，虐待のハイリスク因子（表

１）４）から，養母による児童虐待の可能性が考えられ

た。症例１は多胎児で双子児間の差が大きい，出生

時に未熟児（出生児体重は７２０g），孤立した家庭（外

国籍，片親）などが該当していた。またCA診断ス

コア（表２）５）ではＡ（保護者の態度）話の内容があい

まいの一項目，Ｂ（児の発育・発達・情緒）ではおび

えの一項目，Ｃ（児の身体所見・検査所見）では骨折

の一項目の計３項目が相当していた。

入院後に全身麻酔前の精査も兼ね，近総合病院小

児科にて，児童虐待も視野にいれて診察をしていた

だいた。陳旧性の骨折はなく，痣の痕跡らしきもの

表１ 虐待のハイリスク因子

表２ CA判断スコア５）
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は，皮下出血と断定はできず他部位の外傷は認めら

れなかったとの報告であった。

当院では母子同室にて入院管理を行っており，入

院中の養母の養育態度を観察したが，特に問題があ

る行動はなかった。

床副子除去，および摂食状態が改善するまでの入

院を勧めたが，患児と双生児の兄がおり，日中養育

するものがいないとの理由で，家族が一時退院を強

く希望したため一時退院を許可し，数日後再度入院

することとしていた。一時退院中当院宛に，紹介元

の病院および警察より，患児が階段より転落し，脳

挫傷のため重体となり死亡したとの報告があった。

紹介医での所見では幼児虐待による死亡が強く疑わ

れ，警察の要請によりカルテ，レントゲン写真など

を提出した。本件に対する捜査の結果についての情

報公開は当院にはなされておらず，児童虐待死との

確証が得られてはいない。

リスクを鑑み当院で保護することが出来ればよ

かったと我々も残念に思っており，もう少し密な管

理を継続していればと反省させられる症例である。

症例２に関しても１）車高が低いベビーカーから

転落したにも関わらず上顎や頭部でなくオトガイ部

を打っている。２）落下距離が５０cm程度であるの

にも関わらず下顎が完全離断していた。の２点から

受傷原因が不自然な印象を受けた。虐待のハイリス

ク要因の中では外国籍の親が相当しており，CA診

断スコアではＡ（保護者の態度）話の内容があいまい

の一項目，Ｂ（児の発育・発達・情緒）では汚いの一

項目Ｃ，（児の身体所見・検査所見）では骨折の一項

目合計３項目が相当していた。そのため養育者の行

動に関して注意が必要と考えられた。

この症例も近総合病院小児科にて，術前検査を含

め精査をしていただいたが特に目立った症状はな

かった。母子同室入院下に管理し，入院中の母の養

育態度を観察し，今回は床副子除去まで入院下に経

過を観察した。その後外来にて治癒経過を確認する

とともに母子関係の観察も引き続き行った。現在に

至るまで問題なく経過している。

症例３に関して，虐待のハイリスク因子の該当箇

所はなく，CA診断スコアはＣ（児の身体所見・検

査所見）での骨折の一項目だけで，事故による受傷

の可能性が高いと考えられた。

２．児童虐待発見，防止に対する我々の義務

平成１２年５月法律第８２号制定の児童虐待の防止等

に関する法律が制定された。我々歯科医師は児童虐

待を発見しやすい立場にあることを自覚し，児童虐

待の早期発見に努めなければならないと定められて

いることから，その責務を深く自覚する必要がある

とされている。つまり虐待の疑い，恐れでも通報が

義務付けられているのである。

しかし我々は症例１および２に関しては問診の段

階で虐待を疑わせる所見があったが，通報を躊躇

し，経過を観察するに留まった。Kempe らは医師

が虐待通告を躊躇する理由１０項目を挙げている（表

３）６）。

症例１，２ともに小児科医では身体他部における

虐待の可能性は否定されたため，虐待を誤認してい

るように感じられた。更に症例１，２とも外国籍の

母と我々とのコミニケーションも完全ではなく入院

後，養育者の態度を観察したほうがよいと判断した

ため通報を見送ることとなった。また症例１に関し

ては，虐待の重大さに対する知識の不足が理由とし

て大きかった。虐待が繰り返し起こり，死に至るこ

とがあるとは聞いたことがあっても実際の症例に遭

遇するまで，その重大さを本当に理解していなかっ

たと反省をした症例である。

虐待における歯科医の認識として豪州の調査

（１９９９）では７５％の歯科医師が虐待と思われる傷害を

経験しているにも関わらず通報の義務を認識してい

たのは４５％，通報先を知っていたのは２８％と認識の

欠如が明らかになったため，歯科医師の対応を見直

している７）。

日本では平成１６年度の調査８）によると卒前教育で

虐待に関する講義を行っていると答えた歯科大学は

表３ 医師が通告を躊躇する理由６）
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１２校，歯科臨床研修医対象に講義を行っているのは

２校，大学や付属病院として虐待防止への取り組み

を行っている大学は１校のみと報告されている。

著者らは，昨年口腔外科公開症例検討会で“注意

しよう�こんな小児の外傷には”と題し，本稿の概
要に関して反省を含め報告をさせて頂いた。その際

参加された先生方から，貴重なご意見，情報を頂く

ことができた。今後の卒前，卒後の虐待に関する教

育の充実を願うとともに，我々は日本でも被虐待児

に遭遇する可能性が増加したことを自覚し，診断や

通報の手段について活発な情報交換の場が必要であ

ろう。また，必要な資料のまとめ方や現在の司法の

限界なども，法律の専門家から学ぶ必要があるだろ

う。

児童虐待発見の最終目標の一つは虐待者（養育者）

を罰することではなく，養育者が子供にとって適切

な養育を行えるようによい方法を見つけることと考

える。

児童虐待が強く疑われる場合，福祉事務所もしく

は児童相談所への通報を行うが，歯科医師がすべき

ことは，子供の口腔内の症状が養育者らの説明と

合っていない事実を明らかにするのみでよいとされ

ている９）。また職務上の守秘義務があるが，児童虐

待から子どもの生命などを守るため，児童虐待防止

法第６条により守秘義務違反に問われない。

児童虐待か否かの決定は関係機関が行うことであ

り，尋問など僭越な行為は刑事事件などに巻き込ま

れるリスクや，その後の治療，対応に悪影響を及ぼ

しかねない。ときには，子供と養育者を支援するた

めに児童相談所に相談したと説明したほうが納得を

得られることもあると報告されている９）。

前述の口腔外科公開症例検討会の際，千葉県歯科

医師会の先生に通報を円滑に行うために，表のごと

く歯科医師会を介在した児童虐待ネットワークが作

られているとご教授頂いた（表４）。

今後は通報を躊躇せずこういったネットワークを

利用し，疑い症例に関しても積極的に対応していき

たいと考えている。

３．児童虐待の歯科的特徴

アメリカ歯科医師会とコルゲート・オーラル製薬

会社による共同調査では歯科医師が児童虐待の３３％

を発見していると報告している１０）。米国では医師は

口腔内を観察する訓練を受けていないため，歯科医

師が虐待時の特徴を観察する上で重要な立場にあ

る。また咬傷の鑑定にも歯科的，法歯学的知識が重

要であるとされ，歯科医師の虐待発見に対する役割

は大きいとされている１０）。また虐待を行っている親

は一般医科の同じ医院には繰り返し通院することを

避けるのに対して，歯科医院には比較的警戒心なく

繰り返し来院すること，歯科では歯科医以外にアシ

スタントが被虐待児にコンタクトをとりやすいとい

う事も虐待発見に有利な条件とされる。

児童虐待の定義は保護者によりその監護する児童

（１８歳未満の者）に対し以下の４つの行為を行うこと

１．身体的虐待 ２．性的虐待 ３．ネグレクト（放

置） ４．心理的虐待とされている。

千葉県児童相談所の平成１１年度の調査では，身体

的虐待が５９％，ネグレクトが２８％，性的虐待が

６％，心理的虐待が７％との報告であった１１）。

これらの発見に関して歯科医として注意すべき項

目を以下にまとめた。

１）身体的虐待（表５）

身体的被虐待者の多くは頭部，顔面部，頚部に傷

害があると報告されている１０）。口腔の外傷が多い理

表４ 千葉県歯科医師会のネットワーク

表５ 身体的虐待の歯科的特徴
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由は子供が泣きやまなかったり，騒いだり，食事を

上手にとれないことに腹を立てた養育者の暴力が口

に向かうからだとされている１２）。歯科的知識が重要

な所見として以前の外傷により生じた歯髄壊死によ

る歯の変色，根端病巣，歯根嚢胞がある１３）。皮膚の

陳旧性の皮下出血とともに齲�や原因のはっきりし
た外傷以外でこのような所見がある場合は，養育者

の態度を観察する必要があるだろう。保護者からの

報告が虚偽と疑われる場合は，法医学専門医，法歯

学専門医との連携も必要であろう１４）。

２）性的虐待（表６）

現在日本では最も頻度が少ない虐待とされてお

り，歯科医としては関係が薄いと思われがちであ

る。しかし体が小さく，通常の性行為が不可能な若

年者ではオーラルセックスが原因と思われる口腔内

の変化に注意が必要と考える。他の理由では説明の

付かない口腔内病変，若年者の性感染症（STD：

Sexually Transmitted Disease）の口腔内症状はこの

虐待を受けている可能性を視野に入れるべきであろ

う１５）。またオーラルセックスを強要されていた子供

が嚥下障害，開口障害の形で転換性障害を呈するこ

ともある１５）。性的虐待の多くは，日常的習慣的に繰

り返されることが多いとされ１１），診察の際に見逃す

ことがないように気をつけたい。

性的虐待を受けた子供は，他人に受け入れて欲し

い場合に性的な行動で表現することが多いとさ

れ１５），年齢にそぐわない大人びた誘惑的な仕草があ

るかということも診断の一助になるだろう。

３）ネグレクト（表７）

ネグレクトは発育に適当な刺激が与えられない虐

待と定義される。最近話題となった映画「誰もしら

ない」は実在のネグレクトによる事件「西巣鴨幼児

置き去り事件」をモチーフとした話としてご存じの

方も多いだろう。東京都歯科医師会と東京都による

平成１４年度の児童虐待と口腔内状況の関連について

の調査１６）は，被虐待児では dmf 者率は対照群の２

倍以上，一人平均 dmf 歯数は対照群の３倍以上，

未処置歯数は対照群の６倍以上，２歳一人平均 dmf

歯数は，対照群の７倍以上という報告があり被虐待

児は齲�も未処置歯も多いことが分かった。
虐待というと歯牙の脱臼破折や骨折など外傷に目

が向きがちであるが，歯科医は検診や診察を通じて

ネグレクトの初期を発見できる可能性が高いことを

認識する必要があるだろう。

また歯科の診療診査の特色として，患児とかなり

近距離で接する機会が多く，身だしなみや体の清潔

度に関してチェックしやすい環境にあると言えるで

あろう。

４）心理的虐待（表８）

診療に対する応対が年齢にそぐわない。自傷癖に

より口唇の裂傷，噛爪癖による歯牙の咬耗などが歯

科医として所見をとりやすいと考えられる。成人に

表７ ネグレクトの歯科的特徴

表６ 性的虐待の歯科的特徴

表８ 心理的虐待 表９ 早期発見に役立つチェックポイント１８）
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なってから上顎義歯装着時に嘔吐反射が起こるため

義歯を装着できない義歯不適応症の患者で，その発

症原因の１つに小児期に体験した継母からのいじめ

による心的外傷が考えられた報告もある１７）。また他

の虐待が重複することも考慮しなければならないと

考える。

表９に虐待全体に関して早期発見に役立つチェッ

クポイントを示す（表９）１８）。

３．口腔顎顔面外傷防止に対する安全指導

虐待のリスク因子，CA診断スコアにより症例２

に関しては疑問が残るが，症例３は不慮の事故によ

る受傷と考えられた。

症例３では事故を母親が目撃しており，すぐに救

急車にて当院に搬送されている。受傷原因と重症度

も矛盾するものはなかった。また事故現場はマン

ションの中層階の外廊下の手すり付近であり，手す

りを越えて落下した場合には死に至る可能性もあっ

た。

０歳児を除いた小児の死因の第一位は不慮の事故

と報告されている。不慮の事故は氷山図にたとえら

れ，小児では死亡１件に対しその影に入院２０－１３０

件，外来受診は９００－８３００件，家庭での処置が１０万

件，無処置は１９万件とされている１９）。

不慮の事故に対して“親の責任”“親の不注意”

と指摘してもなに一つ解決しない。われわれの病院

に来院した患者に対して事故防止教育をするのも現

代の歯科医師の仕事の一つであると思われる。

厚生労働省では検診の際に年齢にあわせた安全

チェックシートを使用した指導を推奨している２０）

（表１０）。乳幼児の事故のほとんどは家庭内で起こる

とされ，起こりやすい年齢・事故原因はほぼ決まっ

ている。チェックシートは全国での乳幼児の事故調

査結果に基づいて作成されている。チェックシート

には両親学級・母親教室用，１か月健診，３か月健

診，６か月健診，９か月健診，１歳児健診，１歳６

か月児健診，３歳児健診の８つの種類がある。また

これに完全対応したパンフレットが作成されてい

る。選択枝の右端欄に○印がついた項目は危険度が

高い項目で，このチェックシートでは回答する時点

で保護者は子供のおかれている環境を鑑みることが

でき，すでに安全教育の一部である。また危険が高

い項目がすぐにわかり，具体的な事故の例をあげつ

つ指導できる。

これらの口腔外傷に関係する項目を，待合室に掲

示するのも手軽な安全指導の一つといえよう。

最後に

少子化，核家族化，離婚の増加，人に関する無関

心，国際結婚など家族関係は多様化し社会より孤立

して子育てを行っている親は増えていると予想され

る。最近では老人などの要介護者に対する虐待も社

会問題となってきた。虐待をしてしまう，事故を起

こしてしまう者も現代社会の歪みの被害者，弱者の

一員であるともいえる。またいつ誰が当事者になっ

てもおかしくない危うい時代である。

これからの歯科医師の義務として地域保健医療，

表１０ 安全チェックシート
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育児支援などを通じ少しでも彼等を救う手助けをし

なければならないと感じている。

本論文の症例の要旨に関しては題１７６回日本口腔外科学会
関東地方会（２００３年１２月６日，東京）において発表した。
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Three cases of accidental mandibular fracture in infants
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Mandibular fracture in infants was thought to be comparatively rare． However，the number of cases

has been increased over recently year as a result of changes in lifestyle habits and public consciousness re-

garding childrearing． Recently，we treated three cases of infant mandibular fracture every year at the

maxillofacial oral surgery unit of this hospital． We believe that these injuries may be due to child abuse or

lack of crisis preparedness in the home． As such，this may be viewed as a modern problem． How-

ever，as regional healthcare providers，this put a new duty on us to support childrearing in order to re-

duce the number of such cases． （The Shikwa Gakuho，１０５：４２１～４２９，２００５）
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