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原　　　　著一

ダウン症候群児の永久歯而蝕魔患性に関するコホ-ト分析

伴　場　せつゑ

東京歯科大学衛4二学講座

(指導:高江洲義矩教授)

年9月28日受付)

年11月30日受理)

抄　録:ダウン症児の歯離虫確患の特徴を検討するために, 6歳から11歳までの6年間に,少なくと

も年1回の定期検診が可能であった標準型ダウン症児40名について,永久歯舶蝕のコポート調査を

行い,歯種･歯群別ならびに菌面別分析を行ったo比較として,同　-地域における同じ年齢の健常

児124名を対象とした｡

ダウン症児の口腔内全体の離蝕確患状況は　　　　者率および　　　指数で比較すると,明らかに

離蝕有病状態が低く示されるが　　　　指数　　　　歯率　　　　歯面率で評価すると,健常児とほ

ぼ同じ傾向を示したO　これはダウン症児の被検歯数の違いと多歯面にわたる歯齢虫を有する者の存在を表

していると考えられた｡歯種･歯群別ならびに歯血別分析では,ダウン症児且ヒ下顎第-一大臼歯部では

顧蝕が少なく,特に唆合面ではP,貢著であったo上顎駒歯部では,離蝕発病の時期に差はあったが,離蝕

の頻度には著しい違いは認められなかった｡下顎切歯部では,離蝕発病の時期が早く,商蝕魔患性が高

い傾向を認めた｡

キーワード:ダウン症児,永久歯離蝕,コホート分析

緒　　　　　旨

染色体異常による知的発達障害を皇すダウン症

候群児の歯離虫確患状態については,過去長期にわ

たり多くの報吾がなされているにもかかわらず,

その実態は未だ明らかでないところが多い｡

ら

Winer3', creighton and Wells4', wolf5',

ら　　　　　　ら7)は,同　施設内のダ

ウン症と知的障害の雨強健患状態を比較した結果,

ダウン症候群児(以下ダウン症児とする)の斬蝕惟

患が低かったと報害している｡また

別刷請求先: 〒　　　　　千葉市美浜区真砂
東京歯科大学衛生学講座　伴場せっゑ

は,施設内のダウン症児以外

の障害児に比較して,ダウン症児は離蝕が少ない

ことを認め　　　　　　　　　　　　　　　　　も,

ニュージーランドの施設におけるダウン症児は健

常児に比較して窮地が少ないと述べている｡武田

らlo)は,北九州療育センター歯科外来に受診した

ダウン症児と健常児の乳歯歯離虫を比較し,ダウン

症児で少なかったと報害している｡また,穂坂ら11)

は,大学病院特殊診疲科受診のダウン症児と知的

障害児の永久歯顧蝕を比較して, 10歳代ではダウ

ン症児の方が統計学的に有意に少なかったと報

害している｡一方　　　　　　　　　　　ら

ら

ら18)は,ダウン症児の繭蝕を知的障害児
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と比較しても大きな差は認められなかったと述べ

ている｡久保寺ら19)は,ダウン症児の一人平均df

歯数は2歳から4歳まで増加し4歳で　　歯と最

も高い値を示し,以後減少傾向を認めたと報害し

ている｡この値は歯科疾患実態調査20)と比較して

も明らかに高い値であった｡

このようにダウン症一児の雨蝕魔意については,

一致した見解は得られていないのが実状である

が,その要因として,施設か在宅か,育児様式お

よび環境要因を考慮した調査対象や対照群の設

症,視診･触診による口腔診蚕, Ⅹ線写真による

歯離虫診断法　　　　指数の採用　　　　　　　の

割合に基づく評価など調査方法やそれらの評価方

法に違いがあることによると思われる｡しかし,

最も重要なことは,これら研究の多くは, 1回

の口腔診査による断面調査

に蓋づき評価されていることである｡経

年的にダウン症児の永久歯離蝕を追跡した研究は

による施設入所

時と,その3年後の　　　を比較したものだけで

ある｡しかし,この研究でも完全な同一集団の追

跡調査ではない｡また,乱歯列,永久歯列ごとの

調査あるいは年代別調査成績はあるが,歯種別に

分析した報箆は見当たらない｡

ダウン症児には,歯の萌出遅延22)や歯の先天性

欠如23)の強度が高いことなどが報害されている

が,而蝕の疫学的な分析に際しては,この特徴を

fづ与に考慮に入れて検討しなければならない｡そ

こで著者は,清水24)が述べているように,離蝕発

病を疫学的に観察する場合には,歯種･歯面別に

行なうことが適当であると考え,これまで歯種別

に6歳から11歳のダウン症児の永久歯雨蝕魔患に

ついて数次にわたり報害してきた　｡

本研究の目的は,神黍川県立こども医療セン

ターに来院したダウン症児を被検者として同　-地

域の健常な小学校児童を対照とし,この二集団に

おける雨蝕コホート分析からダウン症児の歯種･

歯面別離蝕魔患の特徴を検討することである｡

対象および方法

1.調査対象と期間

著者は,神泰川県立こども医疲センターの歯科

に勤務し,多くのダウン症児の歯科診療に携わ

り,これらの症例について継続調査してきた0本

研究における被調査者は医療センターに通院して

いるダウン症児を中心に,その他紹介されて来院

する者を含めて調査対象者とした｡

ダウン症候群の染色体の型は,一般的に

%は標準型21トリソミーで占めているが

%に転座型　　　　　にモザイク型を認め,臨床

症状に一部差があるとする報吾28)があることか

ら,本研究では調査対象者を,染色体の型を標準

型21トリソミーのみとした｡

本調査は　　　年から　　年までの138名の口

腔診査記録をもとに,その中から永久歯の萌出が

始まる6歳から永久歯列がほぼ完成する11歳まで

の6年間で,少なくとも年1回の定期検診が可能

であった40名(男児20名,女児20名)を選択し実

施した｡図1は40名について6歳から11歳までの

調査期間を示したものである｡

調査対照群の設定について,本症候群のような

歯科的特殊治療を要する症例の疫学的解析では,

同じ診療機関に来院したダウン症児以外の生理的

知的障害児の歯離虫惟患状況について調査するか,

あるいは同　-居住地域の同じ年齢群の健常者を対

照群とすることが望ましいが,一定人数の特定集

団を長期間コポート調査の対象とするのは極めて

困兼であったO

そこで,今回は比較の対象集団として,当セン

ターの通院圏内に位置する神泰川県川崎市の某小

学校児童124名(男児63名,女児61名)の口腔診査

の成績を用いた｡この口腔診査は　　　年から

年まで,小学校1年生から6年生になるまで

の6年間,同一集団について行なわれたコホ-ト

調査である｡表1は上記のダウン症児と健常児の

被検者数をそれぞれ性別に表したものである｡

2.調査方法

神泰川県立こども医療センターにおいては, 3
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註1) -:6慮-11歳までの調査期間を示す
2) M:　男性､　　　　　女性

図1調査対象者の性別と調査期間(6歳～11歳)

表1　ダウン症児および健常児の性別被検者数(人)

ダウン症児 健常児

男児 20 63

女児 2 0 61

計 4 0 124

名の常勤歯科医師が,また,比較集団とした小学

校児童については大学に勤務する歯科医師3名

が　　　　　　　を行った後　　　　の基準に蓋

づいた雨蝕の検診を行なった｡

これらの調査より2つの集団の,永久歯耐蝕の

分析を行ない,年齢別にDMF者率　　　　歯

率　　　　指数　　　　歯面率　　　　指数

をもとめ,歯種･歯群別ならびに歯面別の集計を

行なった｡また,ダウン症侯群は歯の先天性欠如

の頻度が高く　　萌出遅延も報吾22)されているこ

iFl妄

とから,年酪別の被検歯数についても調査した｡

歯離虫による喪失歯の調査では,先天性欠如や萌出

遅延,歯列不正による便宜抜去は,問診で保護者

に確認し除外した｡その他は診療時のⅩ線診査を

参考として確認した｡

歯種･歯群別分析の対象については,特に歯離虫

感受性の高い上顎切歯群　　　　　　　　と上下

顎第-大臼歯群　　　　　　　　とした｡さら

に,健常児においては顧蝕感受性が低いことが認

められている下顎切歯群　　　　　　　　につい

て,ダウン症候群でも同様な雨蝕感受性が認めら

れるか否かについて分析を行なった｡

神泰川県立こども医療センターの歯科では6ヵ

月ごとの定期検診を行なっており,患者は少なく

とも年に2回は来院している｡また,歯科治療な

どのために年に複数回来院していることも多いの

で,この場合には誕4月に近い来院時の　　　を

用いた｡

健常児群についても年1回の口腔診査記録を蓋

に　　　　による雨蝕の魔患状態を調査した｡そし

て6歳から11歳までの値を両群で比較検討した｡

3.調査資料の集計と統計的解析

口腔診査票の耐蝕に関する　　　の入力は,

データベースシステム桐(管理工学研究所

を使用した｡この　　　の集計および統計解

析には

を使用した　　ダウン症児群と健常児群の比較を

目的とした統計学的な検定法としては,被検歯

数　　　　指数　　　　指数には　　　　　一

を,また　　　　者率　　　　歯率

歯面率の検定にはx 2検定を用いた｡

結　　　　　果

1.歯離虫魔患状況(全顎)

ダウン症児40名と健常児124名の口腔内全体の

歯離虫確患状態についてまとめたものが表2であ

る｡上段はダウン症児群,下段は健常児群の値を

示している｡

DMF者率は両♯ともに年麻に応じて増加して

23　一
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表2　ダウン症児と健常児の年斬別離蝕魔患状況の比較(全体)

年斬(慮)　　　被検菌数(歯　　　　　　　　指数　　　　DMF者率　　　　　　　　　　指数
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いくが,ダウン症児群では全ての年麻で低い値を

示し, 7歳以降は健常児群の値の約　　　　　程

度と少なかった　　　　　　　　　　｡健常児

群では7歳で　　　　歳で86%の者に舶蝕を認め

たが,ダウン症児群では10歳で60%に達し, 11歳

でも70%にとどまっていた｡

被検歯数は全ての年齢においてダウン症児群の

方が健常児群より少なく,有意な差が認められた

(pく　　｡

指数は,どの年麻においてもダウン症

児群の方が明らかに少ない傾向にあり,特に7

歳, 8歳, 9歳, 11歳では有意差を認めた(p<

｡　　　指数については, 6歳

を除いて,数値的にはダウン症児群の方が僅かに

少なかったが　　　　者率や　　　指数のよう

には顕著ではなかった｡

これに対して図2のDMF歯率についてみる

と,ダウン症児群の値はいずれの年麻でも健常児

群に比べて低い値であるが, 7歳を除いて有意差

は認められず健常児群と同じような傾向を示して

いた｡さらに,図3はダウン症児群と健常児群の

DMF歯面率を年齢ごとに比較したものである｡

DMF歯面率は, 7歳, 8歳, 9歳ではダウン症

24
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図2　ダウン症児と健常児のDMF歯率の比較(全体)
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児群と健常児群に違いは認められないが, 6歳お

よび10歳, 11歳ではダウン症児群のDMF歯蘭率

は健常児群に比較して明らかに高く

者率およびDMF歯率

指数　　　　指数の年麻的推移とは異なるもの

であった｡

2.歯種･歯群別歯離虫魔患状況

1)上顎切歯部

上顎tJJ歯部の歯離虫惟患状況を表わしたものが表

3である｡上段はダウン症児群,下段は健常児群

の値を示している｡被検歯数は,全ての年麻でダ

ウン症児群の方が少なく有意差が認められた(p

｡この部位の雨蝕惟患の特徴は,敵地発

病の時期にあり,ダウン症児群は7歳から認めら

れるが,一方,健常児群では8歳まで雨蝕は認め

られず, 9歳から発病しており,ダウン症児群の

発病時期の早さを示している｡特に, 7歳から9

歳までの歯離虫確患状況は　　　　指数

指数,者率,歯率,歯面率などの指標で比較して

もダウン症児群に高い傾向を認めたが, 10歳以降

は数値的には運転していた｡しかしながら,いず

れの年麻においても統計学的な有意差は認められ

121

なかった｡

2)下顎切歯部

表4は下顎切歯部における被検歯数および酎蝕

魔患状況を示したものである｡被検歯数は上顎切

歯部と同様ダウン症児群では全ての年齢で少な

かった｡健常児群では10歳までは師蝕は認められ

ず, 11歳になって初めて124名中3名　　　に離

蝕発病を認めた｡これに対して,ダウン症児群で

は, 6歳から歯離虫発生を認め, 9歳で39名車3

名　　　　　歳, 11歳で39名中4名　　　　に

雨蝕魔患を認めた｡ 11歳のDMF者率および

指数は健常児群に比べてダウン症児群にお

いて明らかに高いことを示している

o

3 )上顎第-人臼歯部

上顎第一大臼歯部の耐蝕惟患状況を示したもの

が表5である｡この部位の被検歯数は8歳を除い

ては両群問に大きな違いは認められなかった｡

指数はどの年麻群でもダウン症児群の方

が少なく, 6歳を除いて全ての年齢で統計学的に

有意な差を認めた　　　　　　　　　　　｡DMF

表3　ダウン症児と健常児の年麻別離蝕確患状況の比較(上顎切歯部)
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表4　ダウン症児と健常児の年麻別歯離虫確患状況の比較(下顎切歯部)

年齢(歳)　被検歯数(歯　　　　　　指数　　DMF者率　　　　　　歯率　　　　　　　指数　　DMF歯面率(%)
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表5　ダウン症児と健常児の年齢別離蝕惟患状況の比較(上顎第一人臼歯)

年齢(歳)　被検歯数(歯　　　　　　指数　　DMF者率　　　　　　歯率　　　　　　　指数　　DMF歯商率(%)
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⊥

7　　　上913±

±

lニ　∴l∴
二

十

±

:: -∴｢

∴I∴〕ll -

;Z霊]-
±

±　　　　　　　　　　　±

11　　上949二

±

]

7. 1　　　　　　8.000

14. 1　　　　　12. 766

∴･ ∴言｣-

｢:王　立∴｢∵･

〔l-　　∴腎

二言十　∴∴-

l〕∴　-　　　　∴｢-

｢

±

±

0.688=1.091

私窯は箭乞購墾

±

±

±

1. 342=2. 453

上

28霊昔来
5. 454

7. 000

8.813

ll. 592

::.: ..

:S霊: ]*

〕∴∴　言㍉
上段:ダウン症児群,下段:健常児群
･:p<0,05, **:p<0.01, ･**:p<0.001

者率についても健常児群では6歳ですでに

8歳では約53%に歯離虫魔患を認めたが,ダウン症

児群では6歳で　　　　歳では約19%であり, ll

歳でも49%と半数に至っていない

く　　　　　　　　｡ DMF歯率についても,健

常児群ではすでに, 9歳で半数以上に雨蝕を認め

26

ているが,ダウン症児群では11歳でようやく38%

に達し, 6歳を除くいずれの年麻でもダウン症児

群と健常児群の差は歴然としていた

｡　　　指数とDMF歯薗率につい

ては,前記の分析結果とは翼なり, 6歳では健常児

群に比べてダウン症児群の値が高く,特にDMF
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表6　ダウン症児と健常児の年麻別離蝕魔患状況の比較(ド顎第-人臼歯)
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年齢(歳)　被検歯数(歯　　　　　指数　　DMF者率　　　　　歯率　　　　　　　指数　　DMF歯面率(%)

6　　　　　上857土

工909±　　　　　　　　±

7　　　　1. 848+0. 364

1.LtlT5 ･0.15T ｢∵∴!

二
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10　Z霊　　霊崇莞
±

2. 000+0. 000 ∴: ∴∴=
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:　　　　　　　　　く　　　　　: pく

二

±
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-　SZ書
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H n琵

つ

i.483-i.665

8. 717

5. 079
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::;霊‡霊]*　崇霊;]-
±

±

±

±

2.550+3. 055

±

]-　　　　来

∴:･

票霊]*

歯而率では両群問に有意差を認める　　　　　程

であるが, 7歳以降は両群の値が明らかに運転し

た推移を示し, 9歳から11歳にかけてのDMF歯

面率は統計学的にも意味のある違いであった(p

o

4)下顎第　一大臼歯部

下顎第I--大臼歯の酎蝕魔患状況を示したものが

表6である｡被検歯数については両群問に大きな違

いは認められず, 9歳で被検者すべてに萌出が認め

られた｡　　　指数については7歳以降の年麻で

ダウン症児群の方が有意に少なく

この傾向はDMF者率　　　　歯率につ

いても同様であった

｡特に　　　　者率でもDMF歯率におい

ても,健常児群では7歳で50%を越える早い時期

の高い離蝕魔患傾向を示したが,ダウン症児群で

は10歳と11歳でそれぞれの値が50%を越える結果

であった｡歯面単位の分析についても, 7歳以降

の両群問の雨蝕健患傾向は歯単位の分析結果とほ

ぼ同様の傾向を認めたが　　　　指数において

は, 10歳, 11歳の両群問で有意差は認められな

27

かった｡

3.歯面別離蝕魔患状況

歯面別調査では上･下顎第一大臼歯部および上

･卜顎切歯郭における各歯面ごとの離蝕魔患状態

について　　　　歯面率と　　　　指数の算出を

蓋に分析した｡

1)上顎切歯部

上顎切歯郡各歯面(遠心面,近心面,唇面,舌

面)のDMF歯面率を表7に　　　　指数を表8

に示した｡健常児群では8歳まで歯離虫は認められ

なかったが,ダウン症児群では7歳からすでに唇

面に歯離虫を認め, 8歳ではさらに舌面にも酎蝕が

検出された｡ DMF歯面率では唇商,舌面ともに

各年麻ともダウン症児群の方が高く,逆に,近,

遠心面では健常児群に高い傾向を示した｡ 11歳時

の舌面を除いては,統計学的な有意差は認められ

なかった　　　　指数についても,健常児群と

比較し,近心面,遠心､面で少なく,唇面,舌面は

比較的多く舶蝕が認められた｡この魔患傾向は

DMF歯面率による分析と歎似していたo
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表7　ダウン症児と健常児の年弁別DMF歯面率(%)の比較(上顎切歯部)

年齢(歳)　　　被検歯画数　　　　遠心面　　　　　近心面

6

7

8

9

10

ill

13

9｣

53

274

100

420

0　0

0　0　　0　0

128　　　　　　　　　0

479　　　　　　　　1. 25

138　　　　　　　　　0

491　　　　　　　　2. 65

141　　　　　　　1. 42

494　　　　　　　　4. 86

0　0

0　0　　　0　0

1
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0
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n

U

002　0

1.56

0. 63

2.17

1.63

2. 84　　　　　　　　3. 55

9. 51　　　　　　　　2. 63

上段:ダウン症児群,下段:健常児群
a:p<0.05, ･*:p<0.01, -*:p<0.001

表8　ダウン症児と健常児の年斬別　　　指数の比較(上顎切歯部)

年齢(歳)　　　被検歯面数　　　　　遠JL､面　　　　　近心画　　　　　　唇面

6

7

8

9

10

ll

13　　　　　　　　0

9･1　　　　　　　0

53

2T.I

100

420

128

0　0　　　0　0　　　0

±

138　　　　　　　　0

±

0

　

　

0

　

　

､

日
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日

日

±

±

Z霊;‡Z霊] -

-　二　　　一　∴

±

0　　　　　　　　　0
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±　　　　　　　　　　±

±　　　　　　　　　　±

±　　　　　　　　　　±

0. 065jI0. 331　　0. ]37jI0. 448

±

±

上段:ダウン症児群,下段:健常児群
･:p<0.05,出p<0,01, *-:p<0.001

2)下顎切歯郭 た｡ 11歳で初めて遠心商および近心面に発病した健

表　　は下顎切歯部のDMF歯画率と　　　　　　常児群の離虫を,ダウン症児群と比較すると, DM

指数を示したものである｡ダウン症児群は6歳より　　　F歯面率においても　　　指数においても有意に

すでに舌商を除き舶蝕を認めたが,健常児群では10　　　低い値であった　　　　　　　く

歳まではいずれの歯面にも離蝕は検出されなかっ

-　28　-
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表9　ダウン症児と健常児の年献別DMF歯面率(%)の比較(下顎切歯部)

年献(歳)　　　被検歯面数　　　　　遠心面　　　　　　近心面　　　　　　唇面

6

7

8

9

10

ll

50

268

91

432

115

490

119

495

121

495

121

495

2.00　　　　　　　　2.00

0　　　　　　　　　　　0

1. 10　　　　　　　　2.20

0　　　　　　　　　　　0

0.87　　　　　　　　1.74

0　　　　　　　　　　　0

2. 52　　　　　　　　5. 04
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4.96　　　　　　　　6.61

0　　　　　0

-　;霊]**

2. 00

0

1.10

0

0.87

0

4. 20

0

6.61

0

7.44

0

上段:ダウン症児群,下段:健常児群
** :

表10　ダウン症児と健常児の年麻別　　　指数の比較(下顎切歯部)

年麻(歳)　　　被検歯画数　　　　　遠JL､商　　　　　　近心面　　　　　　　唇面

6

7

8

9

10

ll

50

2GLq

91

LI32

115

490

119

495

"q"

495

121

495

±　　　　　　　　　　　　±

0　　　　　　　　　　　0

±

0　　　　　　　　　　　0
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⊥　　　　　　　　　　　　±

0　　　　　　　　　　　0
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工　::　呈1.

±

0

±

0

±

0
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0　　　　　　　　　　　0

上段:ダウン症児群,下段:健常児群
･:p<0.05

3 )上顎第一大臼歯部

上顎第-大臼歯部のDMF歯面率と　　　　指

数を示したものが表　　　である｡両群問の嚇蝕

発病の様相は,唆合面および舌面と近遠心面およ

び頑面とでは明らかに異なることを示している｡

ダウン症児群は,近遠JL､面および額面に歯離虫が比

29

較的多く見られ,舌面および唆合面の歯離虫は健常

児群に比べて少ない｡特に唆合面耐蝕は明らかに

少なく　　　　歯面率ならびに　　　　指数と

もに低値を示していた

○
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表11ダウン症児と健常児の年齢別DMF歯面率(%)の比較(上顎第I--･大臼歯)

年麻(歳)　　被検歯面数　　　遠心面　　　　近心面　　　　額面　　　　　舌面　　　　唆合面

6

7

8

9

25

141

44

220

59

245

70

247
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248

11　　　　　　　　76

248

8. 00　　　　　　　8. 00
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･: pく

表12　ダウン症児と健常児の年麻別　　　指数の比較(上顎第一大臼歯)

年齢(歳)　　被検歯函数　　　　遠心面　　　　　近心面　　　　　　額面　　　　　　舌面　　　　　　唆合面

6　　　　　　　115

141

7　　　　　　　　4.i

220
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2.15
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11T

ILI　　　　　　　71

2｣8

11　　　　　　　76
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土
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上段:ダウン症児群,下段:健常児群
･:p<0.05, *･:p<0.01, ･**:p<0.001

4)下顎第一大臼歯部

下顎第一大臼歯部のDM F歯面率および

指数を表　　　に示す｡唆舎面歯離虫は上顎第-大臼

歯と同様に　　　　歯面率でも　　　指数におい

ても6歳を除きダウン症児群の方が健常児群に比較

して有意に斬蝕が少なく　　　　　　また,額面

30

についても6歳を除き明らかに少ない傾向を示して

いた　　　　　　　　　　　　　　　　　｡これに

対して,近心面,遠心面,舌面については数値的に

はダウン症児群の値が高い様相を皇していたが,

指数における11歳の近心面を除き両群問に

統計学的な違いは認められなかった｡
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表13　ダウン症児と健常児の年麻別DMF歯面率(%)の比較(下顎第-大臼歯)

127

年齢(歳)　　被検菌面数　　　遠JL､商　　　　近心面　　　　額面　　　　　舌面　　　　唆合面

6

7

8

9

39　　　　　　　5. 13

189　　　　　　　0

61　　　　　　　3. 28

237　　　　　　　0. 84

76　　　　　　　5. 26

245　　　　　　　2. 45

78　　　　　　　5. 13

248　　　　　　　4. 44
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248　　　　　　　7. 26
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･:p<0.05,出*:p<0.001

表14　ダウン症児と健常児の年齢別　　　指数の比較(下顎第一大臼歯)

年麻(読)　被検歯面数　　　　遠心面　　　　　近心面　　　　　額面
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±

0.061=0.348

±

⊥

0. 073=0.343

±

二

±

ニ
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上段:ダウン症児群,下段:健常児群
･:p<0.05, **:p<0.01, ***:p<0.001

考　　　　　察

I.ダウン症候群のI-･般的および歯科的な特徴

について

ダウン症候群は　　年　　　　　　　　　が先

天性知的発達障害を人種的に分楽し,蒙古人様知的

障害が10%以上いることを報吾した｡それ以後,

この先天性知的発達障害の一群を

と呼ぶようになった｡　　年,フラ

ンスの　　　　　ら31)は, 3人のダウン症児の染

色体分析を行って, 47の染色体数を報害し,本症

候群が染色体異常であることを証明した｡その

後　　　年　　　　ら　　　　　　　ら33)により

-31 -
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転座型　　　年に　　　　ら

によりモザイク型が報害され,種々の

症例が報害されるようになった｡

によって与えられた

あるいは　　　　　　　などの名称

は,その顔の特徴が蒙古人種に似ているところか

らつけられたとされているが,発症原因が明らか

にされることによって,外観上の類似による名称

は好ましくないことから,今日では発見者の名前

に因んでダウン症候群　　　　　　　　　と呼ば

れるようになった｡

わがEgにおけるダウン症児の出生率は約1/

と報吾されており,先天異常症候群の中

でも歯科領域で遭遇する機会の多い症候群の一つ

である｡

ダウン症児の臨床症状は,顔面･頭蓋,体幹,

四肢,皮膚紋などに認められ,また種々の程度の

知的発達障害や内臓奇形およびある種の合併症を

引き起こし易い38)｡口腔内症状に関しては舌,口

檀,口蓋形態,歯の形態の異常,歯数の異常,萌

出の遅延,唆合異常などについて従来より多くの

報吾がなされている39)｡

歯についてみると,萌出時期はばらつきが多い

が,萌出遅延の傾向にある｡

は, 9ヵ月以前に乳歯萌出を認めるのは稀で,多

くは12ヵ月から20ヵ月の頃に認めると述べてい

る｡また　　　　　　も永久歯の萌出時期につい

て調査し,健常児よりもかなりの遅れを報吾して

いる｡歯根の形成状態について,下顎第-大臼歯

歯板を調査した著者の研究40)でも歯板の石灰化が

遅れていた｡歯の形態は乳歯,永久歯ともに小さ

く丸みを帯びている　｡また癒合歯も一般集団

と比べて多い3)｡歯の先天性欠如は高強度に出現

し　　　　　　　　　　　は,一般集団の4-5

倍認めると述べている｡著者の調査23)では

に1歯以上の先天性欠如を認め, 1歯から最高11

歯という多数歯欠如を示す症例も存在した｡

Ⅱ.ダウン症児の雨蝕健患性についての従来の

研究報吾

ダウン症児の離散魔患状態については過去長期

にわたり多くの報吾　･　がなされているに

もかかわらず,その実態は十分に解明されている

とはいえない｡

ダウン症児の雨蝕魔患状態については

著"　　　　　　　　　　　　　　の中で,

の研究が引用され,ダウン症児の歯離虫は少な

いと記述されている｡早い時期の研究は

son　ら

の研究のように施設入所者のダウ

ン症児とダウン症以外の知的障害との舶触魔患状

態の比較がなされている

ら9)

は,施設におけるダウン症児の離散の魔患率を調

査し,施設居住のダウン症児は斬蝕魔患率が低い

と報吾している｡その後　　　　　　は, 3つ

の翼なった環境(施設

特殊学校)におけるダウン症児と知的障害児の耐

蝕魔患状態を比較調査し,永久歯歯離虫の魔患状態

はそれぞれ歎似していると報害した｡相違点はダ

ウン症児には末萌出の永久歯が多く,現在歯数が

少ないことを指摘して,ダウン症児の低耐蝕魔患

に対し疑問を投げかけた｡　　　ら13)も, 3ヵ所

(施設,大学病院の小児科,個人開業医)の調査に

よって,ダウン症児群とそれ以外のグループとを

比較し, 18歳以下では統計学的な有意差は認めら

れず,ダウン症児の敵地は少ないという仮説はも

はや成り立たないと結論づけた｡このように,調

査対象者の生活環境を施設だけに限定せず広い観

点からダウン症児の離蝕をとらえるようになって

いった｡

は,ダウン症児の窮地に対する先天

的な抵抗性の有無を分析するため,萌出遅延や歯

数の問題,環境要因を加味した国家レベルの調査

をニュージーランドで実施した｡この調査の対象

者は,在宅のダウン症児と知的障害児,施設にお

ける両群,そして健常児の5群であった｡施設に

おける両群は在宅群よりDMF者率は低く,ま
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た,ダウン症児群は他のグル-プよりDMF歯数

が低かった｡しかし,ダウン症児に多く認められ

る歯の萌出遅延を考慮すると他のグループと有意

の差は認められなかった｡つまり,ダウン症児は

廟蝕は少ないが萌出している永久歯も少なく,ま

た,萌出時期も遅延するので,これらの要因を調

整すれば同一環境下のグループの雨触魔患状態は

大差がなかったと報吾した　　　　　も施設居

住者と在宅者のダウン症児の歯離虫魔患状態を調査

するためダウン症以外の知的障害児を対照群とし

て比較して　　　　　と同様の知見を得ている｡

さらにダウン症児の身体的発育特徴の補正として

1歳年下の知的障害児群の値と比較したところ,

年少群　　　歳)では同じ痢蝕魔患率

を示し,年長群　　　歳)では低い離蝕惟患率

であったが,この結果を萌出歯数を基

準として分析すると,年齢補正を行なわなくて

も,実質的に有意の差は認められなかったと報害

している｡鼻近では　　　　　ら18)も施設におけ

るダウン症　　　歳)と知的障害者の離蝕惟患状

態を比較し,この比較検討においても有意の差は

認められなかったと報害している｡

ところが　　　　　は,ダウン症児とその健常

な兄弟姉妹の歯離虫健患状態を調査し,ダウン症児

の雨蝕は　　　　　程度少なかったと報害し,萌

出後歯牙年麻を蓋にした　　　　は歴年麻を蓋に

した　　　　と似ており　　　　　の述べた萌出

遅延と低舶蝕確患率との関係を否定した｡さら

に　　　　　　ら6)は施設におけるダウン症児(8

-13歳),知的障害児,健常児の3群を比較し,ダ

ウン症児では雨蝕が少なかったと報害した｡

このようにダウン症児における癖蝕魔患状態に

ついての研究報吾は数多く見られるが,これまで

の報吾を検討すると,ダウン症児は　r低舶蝕健

患｣あるいは｢低離蝕感受性｣と明確に結論する

ことはできない現状を示している｡

Ⅲ.本研究成績からみたダウン症児の舶蝕魔

患性

ダウン症児の永久歯の雨蝕惟意を経年的に調査
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したものでは　　　　　　　　　　　　　　　　の

報吾21)がある｡施設入所時と3年後の口腔内調査

の結果を比較し,歯離虫の増減を分析したものであ

る｡しかしながら,この研究の対象者は入所時と

3年後とで多少の変動があり,厳密な同I--集団の

ものではなかった｡

これに対して,本研究は40名のダウン症児を年

に2回の定期的な口腔診査を蓋に, 6歳から11歳

まで追跡調査したものである｡正確な萌出時期を

とらえることは困難であるため,萌出後歯牙年麻

によって集計したものではないが,竹内44)の歯離虫

発病理論を蓋に歯種･歯群別に歴年齢を基準にし

てそれぞれ集計を行った｡この場合,萌出後歯牙

年麻を用いたものより雨蝕発病歯数曲線は明瞭で

はないかもしれないが,ダウン症児の離蝕魔患の

推移傾向は従来の報吾より明らかになった｡

ダウン症児の離蝕魔患状態を評価するときに

は　　　　　　や　　　　　が考察しているよう

に,ダウン症の特徴である萌出遅延や歯の先天性

欠如などを考慮する必要がある｡さらに萌出後の

歯牙年商令の観点から,竹内44)が指摘するように,

口腔環境の初期暴露期間が雨触発病の主要な決定

因子となることが考えられる｡本研究による検討

においても,口腔内全体でみると,ダウン症児群

の被検歯数は健常児群よりも明らかに少なく,

指数も有意に少なかった　　　　｡し

かしながら　　　　歯率を指標としてみると,両

群の差は認められなかった｡ DMF歯率における

7歳時の健常児の顧蝕健患が高かったのは,大臼

歯部の硫蝕の好発時期であったと考えられる｡

雨蝕の程度について　　　　　　は15)在宅のダ

ウン症児と知的障害児の歯離虫魔患を

者率で比較している｡歯離虫を有していない者の割

合,つまり　　　　　　者率は有意にダウン症児

の方が高かったが, -方　　　　指数と　　指数

についてみると有意の差は認められなかったと

し,ダウン症児では雨蝕のない者に対して,離蝕

のある者は数歯または十数歯にわたる多数歯歯離虫

の保有者が多いことを示唆している｡

者率について　　　　　　　ら47)も健常児との比



130 伴場･.ダウン症児の爾独確患性

較では,ダウン症児は永久歯についての

者率は高かったが　　方

指数でみると有意差はなく,多数歯雨蝕保有者が

多いことによると報害している｡

本研究成績でみると,ダウン症児群の

者率は健常児群に比較して,高い値を示し

ていた｡特に, 7歳以降は統計学的な有意差が認

められた｡一方　　　　歯率では7歳児を除いて

両群とも有意の差は認められなかった｡このこと

より,ダウン症児は,多数歯舶蝕を有する群と全

く離蝕のない　　　　　　群の二群に大別する

ことができるといえる｡換言すると, ｢歯離虫にな

り易い群｣と｢なり歎い群1とが存在することを

示唆している｡

歯離虫について歯面単位の広がり方について調査

している研究報吾は少ない｡　　　によれば,ダ

ウン症児では唆合面酎蝕が多く,隣接海商蝕は少

ないとしている｡　　　　ら48)は, 15歳以上のダ

ウン症児と知的障害児のパノラマⅩ線写真と口腔

診査の結果から,ダウン症児ではかなり低い窮地

確患率を認め,特に隣接面に関しては著しく低

かったとしている

は, 3年間の舶蝕の増加を調査し,ダウ

ン症児の　　　　指数は他の知的障害児と同じよ

うであったが　　　　指数をみると有意に低い

値　　　　　を示していたことを報害している｡

さらに,この雨蝕を歯面別および部位別で分析す

ると臼歯の唆合面に限局していたと述べている｡

方　　　　　は,唇面,隣接面,唆合面の舶

蝕には存意な差がみられなかったと報害してい

るo　また　　　　　は　　　　　指数でみるとそ

の差異はほとんど認められなかったが,隣接面離

散確患については,ダウン症児群で低いことを報

吾している｡

本研究成績でみると, 1一般に舶蝕感受性が高

い　　とされている上下顎第-大臼歯の唆合由

斬蝕についてはダウン症児に明らかに少なく,健

常児群の　　　　　で統計学的にも有意な差が認

められた　　　　　｡近遠JL､面歯離虫では有意差

は認められなかったが,ダウン症児の方がやや高

い数値を示していた｡また,上顎の額面および舌

面では両群ともほぼ同じ値であったが,下顎の額面

ではダウン症児の方が低い値であった

これらの所見は　　　　や　　　　　が指摘して

いるような,唆合面や隣接商の離蝕惟患状況とは

相反した結果であった｡上顎切歯郭では,檀,舌

面に緬蝕が多く認められ,近,遠心面では少な

かった｡歯離虫健患が低いとされている49主50)下顎

切歯部では強度はわずかであるが, 6歳からすで

に舌面を除く全歯由に離蝕の発生が認められ, 9

歳では全歯由におよんでいた｡これに対して健常

児群では, 10歳まで離蝕発病は認められなかっ

た｡穂坂ら51'は部位別の癖蝕感受性は健常者と同

じ傾向であると報吾しているが,今回の歯種･歯

由別調査で明らかになったことは,歯種･歯面に

より健常児群とは離蝕感受性が異なり,特徴的な

発病状況と発病部位を認めたことであった｡ま

た,ダウン症児には｢多歯面う蝕｣の傾向を認め

た者があった｡

ただし,全体の　　　　指数については,これ

らの報哲と比較して,本研究の値は2-3倍の高

い値であった｡これは,本研究の対象者がこども

病院歯科に通院している患者であり,舶蝕治療を

目的に紹介された症例が31例あったために高く

なったのではないかと考えられる｡

健常児群については,生活環境や属住環境が出

来る限り被検対象群と同一1-条件トにあるグループ

を選択することが望ましい｡ところが,本症候群

のような障害を持った歯科的特殊治療を要する症

例の疫学的解析では,対照群を設定することには

国難をともなう｡本研究の場合,こども医療セン

ター･歯科に来院したダウン症児以外の知的障害

児群の斬蝕魔患状態をコポート調査し比較するこ

とも考えられたが,このような集団を対照とする

には種々の制約があり,本研究では同じ属住圏内

の当該年酪集団の健常児の資料を用いて比較し

た｡本研究の健常児群の　　は,厚生省の歯科

疾患実態調査20)の　　　とほぼ同様の傾向にあっ

た｡
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TV.ダウン症児の雨蝕確患性に関わる因子につ

いて

このように健常児とは異なる歯離虫魔患状況を呈

する要因については,多くの研究者により見解が

異なっているのが塊状である｡環境園子として,

施設か在宅かという住環境をとらえた場合,施設

属住のダウン症児やダウン症児以外の知的障害児

は,在宅のそれらと比較し,而蝕健意は低いとい

う報吾　　や生活環境による差は認められなかっ

たとするもの　　施設に入所してダウン症児の耐

蝕魔患状態はさらに低下したが,ダウン症児以外

の知的障害者は逆に増加したという報吾｡なども

あり,住環境の影響は多様である｡また,食習慣

や歯磨き等の生活習慣との関係を調査し,低窮地

魔患と生活習慣との関係は認められなかったとい

う報吾10)や　　　　　　　　　了は多量の食物

残漆や,歯石や着色,禾正唆合などがあり,歯離虫

の発蛙が高いかと思えばそうではなかったと述べ

ているなど不明瞭なことが多い｡

病原因子としての　　　　　　と歯離虫との関係

については,相関関係53)があるとするものと相関

が弱いとする報害54)があるが,　-般的に初期離蝕

で比較すると相関がみられるとしている55)｡ダウ

ン症児の唾夜中の　　　　　　について,武田ら56'

は柄蝕保有者と非保有者の両方に　　　　　　ス

コアが高く,歯離虫活動性試験の結果は対照群より

も歯離虫の　　　　　　が高いと報害している｡一

方　　　　　ら6)は,唾液中の　　　　　　につ

いて調べた結果,ダウン症児が鼻も菌数が少な

かったとし,歯離虫部位は　　　　　　の隠れ場で

あり,雨蝕の少ないダウン症児では当然の所見か

もしれないと述べている｡また,遺脇ら57)は,ダ

ウン症児の乳歯列と混合歯列の　　　　　　のレ

ベルを　　　　　　　⑪により調査し,乳歯列で

はスコア｢0｣が約63%を占め,混合歯列ではス

コア｢3｣が50%を占めていたと報害し,乳歯

列,混合歯列および永久歯列のそれぞれの時期に

よって,細菌数に違いがあることを報害した｡ダ

ウン症における細菌学的な研究は少なく,今後さ

らに調査研究を重ねていかなければならない研究
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分野である｡

ダウン症児の唾液性状については, pH,流出

義,各種電解質の濃度　　　　など59)の値が計

測されているが,敵地との関係について考察され

た研究は少ない｡　　　ら60)は,高い唾液pH

と重炭酸塩濃度が高い緩衝能を維持することか

ら,低歯離虫性になるのではないかと考案してい

る｡しかし　　　　　ら7)は唾液pHと歯離虫魔患

との間には関係が見出されなかったと述べてい

る｡その他唾液中の尿酸61)や　　　　　　　の値

の高さがダウン症児の低離蝕性に関連していると

いう報害もある｡また,唾液の分泌量について

は　　　　ら61)がダウン症では減少するとして

いる｡ダウン症児の下顎前歯部の離蝕惟患が高い

のは,このような唾液の問題から派生する口腔の

乾燥状態を反映していると思われる｡

歯の形態とダウン症児の歯離虫との関連について

は多くの研究者により推論されている｡ダウン症

児の歯の形態について久保田41)は,上顎大臼歯の

遠JL､舌側唆頭の退化傾向が著しく,歯冠の近遠心

的庄平をかなり多く認め,カラベリー結節の出現

率は少ない傾向にあり,下顎大臼歯では唆合面溝

の退化がかなり強く認められたと報害している｡

また,伊藤ら63)は,上顎第一大臼歯の唆合面形態

について,ダウン症児の唆衰頁の高さは健常児に比

べ有意に低く,展開角はほぼ同じであったが,ダ

ウン症児の方が唆頭高が低いため容積は小さくな

り,金港の停留は少ないものと考えられると報吾

しており,本研究におけると下顎第一大臼歯唆合

面の低歯離虫惟患状態はこのような解剖学的形態に

起因しているものと考えられた｡上顎切歯部では

ら42)はダウン症児ではシャベル状切歯の

出場廉度が健常児より高かったと報吾している

が,久保田41)は両群に違いは認められなかったと

報害し,両者の見解は一致していない｡一般に,

上顎側切歯舌面には盲孔と呼ばれる舌面小高を認

め,癖蝕の好発部位の一つであり,本研究におけ

ると顎切歯部舌面に耐蝕魔患が高かったことを説

明していると思われた｡清水24'は疫学的歯離虫発病

理論において,歯離虫発病にかかわる歯の形態的因
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子とは,歯の表面における食物の停滞性ならびに

清掃性を意味していると述べている｡さらに,

ら64)が報害しているように

の評価で最初のDMF歯面数の状態とともに小高

･裂溝の形態が重要な園子であるということも考

え合わせると,本研究では敵地発病因子の体系的

な解析には至らなかったが,歯面別の検討結果か

ら推測すると,ダウン症児に特翼的と言える歯の

形態の特徴が,舶蝕魔患の差異を反映しているも

のと思われた｡

ダウン症児の歯質と離蝕との関係はほとんど明

らかにされていない｡秀島65)はエナメル質,象牙

質の　　　　　　　　　組成を分析し,ダウン症

児ではCa組成が有意に低いことから,石灰化度

が低いことを認め,むしろ歯離虫確患は高いのでは

ないかと示唆している｡

ダウン症児の離蝕と塊在歯数との関係は多くの

研究者によって報吾されている｡その要図を概説

すると永久歯の萌出遅延や先天性欠如のために現

在歯数が少なく,そのため歯離虫歯数も少ないこと

が考えられる｡　　　　　　　　　　　は独自の

数学的モデルを提唱し　　　　指数を分析した

結果,ダウン症児の低い　　　　指数は年麻と歯

の萌出遅延によるもので,年麻と萌出歯数との相

関関係は　　　　の間であったと述べている｡

は,ダウン症は女0.9年,男1.4年の萌

出遅延があり,雨蝕発病の　　　にさらされる期

間が少なくなるため,雨蝕惟患が低いのではない

かと考案している｡また,健常者の集団における

調査でも　　　　　は永久歯の萌出時期の違い

により,離蝕魔患も異なるのではないかと述べて

いる｡そこで著者は,試みに健常児の値とダウン

症児の値について, 1年間の年麻補正を行ない口

腔全体の値について比較してみたところ

指数はほぼ同じような傾向にあることが示された｡

しかし,被検歯数やDMF者率は,年齢補正後も同

じようにダウン症児の方が低い値であった｡

以上,ダウン症の歯離虫魔患に関わる要因につい

て,これまで報吾されている文献を中心に考案し

てきたが,形態学的な要因を除いては明確な分析

が少ない現状を示している｡

結　　　　　論

ダウン症児の永久歯の耐蝕J醒患性を明らかにす

る目的で, 6歳から11歳までのダウン症児40名の

6年間の雨蝕健患を　　　　　　　を用いてコ

ホ-ト分析を行い,健常児の値と比較検討した結

果,次の結論を得た｡

1.ダウン症児の口腔内全体の歯離虫健患状況

は　　　　者率および　　　指数で健常児と比

較すると,明らかに低い離蝕健患状況が示される

が　　　　指数　　　　歯率　　　　歯面率で

評価すると,離蝕惟患は健常児とほぼ同じ傾向を

示した｡

2.上顎第一大臼歯部については, 6歳を除い

て　　　　指数　　　　者率　　　　歯率でみる

と,ダウン症児の方が有意に低かった

｡しかし　　　　　指数では11歳を

除いて両群に有意の差は認められなかった｡

DMF歯面率でみると, 6歳ではダウン症児の方

が統計的に高い値　　　　　であったが, 7歳以

降は運転する傾向にあった｡歯面別では,健常児

に比べて唆合面歯離由が明らかに少なかった(p <

が,近,遠心面,頑面などは逆にダウン症

児で多く認められた｡

3.下顎第一大臼歯部については, 6歳を除いて

指数　　　　者率　　　　歯率

指数　　　　歯商率ともダウン症児の方が明らか

に低い値　　　　　　　　　　　　を示し,低而

蝕惟患状態が認められた｡歯面別では上顎と同

様,唆合面衝蝕が有意に少なかった　　　　｡

一方,近,遠心面,舌面については,両群に有意

な差は認められなかった｡

4.上顎切歯部では,ダウン症児の離蝕発病が

早期で, 7歳から認められ,健常児群では9歳で

初めて離蝕が認められた｡しかし,それ以降の酎

蝕発病には有意の差は認められなかった｡歯面別

では唇面や舌面でダウン症児の方が多い傾向に

あった｡

5.下顎切歯部では,上顎切歯部と同様,ダウ
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ン症児の歯離虫発病の時期は早く, 6歳からすでに

歯離虫が認められたが,健常児群では10歳まで雨蝕

の発病を認めなかった｡ 11歳での比較では, DM

F者率　　　　指数はダウン症児の方が有意に

高かった　　　　　　　　　が　　　　　指数,

DMF歯率　　　　歯面率では有意の差が認めら

れなかった｡歯面別でも近,遠心面,唇,舌面と

もダウン症児の方が雨蝕魔患が多く認められた｡

以上の結果より, 6歳から11歳までのダウン症

児の離蝕惟患状態は口腔内全体でみると,敵地を

有しない者の割合が高い｡部位別では,上下顎第

一大臼歯部では歯離虫が少なく,特に唆合面は顕著

であった｡しかしながら,下顎切歯部では早い年

麻から癖蝕に魔患しやすい傾向が認められたo　こ

れは,ダウン症児と健常児の被検歯数の違いと,

多歯面にわたる舶蝕を有する者の存在を反映して

いると考えられた｡
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本学衛生学講座主任高江洲義矩教授に深謝するととも
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Cohort Survey on Dental Caries of Permanent Teeth

in Children with Down Syndrome

Setsue BAMBA

)

(Director : Prof. Yoshinori Takaesu)

Key woT･ds I Dental caries, Cohort survey, Down syndrome

Conflicting results has been reported from studies of caries incidence in Down Syndrome

(DS) children because most of these studies showed crossISeCtional analysis for DS children･

The purpose of this study lS tO investigate dental caries incidence in TjS children for a 6 year

cohort study. Forty DS children with 21 trisomy genotype, from 6111 years of age, (20 males

and 20 females) at Kanagawa Children's Medical Center were selected for this study･ As a

control group, 124 elementary school children (from 6111 years of age, 63 males and 61

females) were selected from the same locality.

The total caries incidence of the DS group showed lower incidence of dental caries than the

･　　　　　　円つ　　　　MF Pel･S°Il l仕'T inde＼　　W凸　　　主　　　　　.

DMFT rate and DMFS rate, the incidence of dental caries in the DS group was the same as

the control group. In the upper and lower first molars, DMFT index, DMF person rate, DMFT

rate (except 6 years old) in the DS group, were significantly lower than the control group･ In

the lower incisors, from the DMF person rate, dental caries in the DS group was observed at

3.8% at 6 years of age and 10.3% at ll years of age, whereas there was no dental caries until 10

years of age in the control group･

These results indicated that the incidence of dental caries in patients with DS significantly

differs depending on the location of the tooth, and the tooth surface in permanent dentition.

(The Shihwa Gahuho,99 I. 117-136, 1999)
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