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は じ め に

平成１１年歯科疾患実態調査の結果が報告されて

いる１）。その結果から，８０２０を達成している

者の割合は，調査回数を重ねるたびに増加してい

るが，８０歳の推定達成者率は，未だ１５．２５％であ

る。今後さらにこの達成者率を向上させるために

は，本稿の副題が示すとおり，「８０２０は小児

から」を考えた口腔健康管理をさらに推進，実行

しなければならない。同じ調査結果では，フッ化

物の塗布経験者および１日の歯ブラシの使用回数

は共に増加し，歯科疾患に対する予防の重要性に

関しては，意識の向上がうかがえる。その結果，

乳歯および永久歯齲蝕は，平成５年度の調査結果

と比較して減少傾向がみられる。

しかし，WHOの CPI により歯肉の状況につい

てみると，歯肉に所見のある者および歯石沈着が

ある者の割合は共に増加し，さらに重症化の傾向

がみられる。

齲蝕と歯周疾患は歯牙喪失の原因となる二大疾

患として挙げられている。このような現状のなか

で，８０２０を達成するためには，「２１世紀にお

ける国民健康づくり運動（健康日本２１）」の基本方

針に掲げられているように，「一次予防」に一層

の重点をおいた対策が必要である。「一次予防」

の方法は，各個人に適した方法がある。従って，

科学的根拠に基づき，各個人の口腔内状態に応じ

た一次予防方法を提示，指導することは，小児期

の歯科医療を携わるものに課せられた重要な使命

の一つである。

これらの点から考えると，小児期から開始した

口腔健康管理が定着し，成人になっても自ら定期

的に歯科医院を訪れ，その結果一生涯にわたり歯

の健康を維持することができたならば，８０２０

の達成を少しでも早めることとなる。

そこで本稿では，健全な永久歯列の完成を妨げ

る諸問題の中から，幼若永久歯の齲蝕の特徴，歯

牙および顎骨に発現する発育異常や病変について

解説する。

１．幼若永久歯の齲蝕罹患状態の特徴

表１は，平成１１年歯科疾患実態調査報告１）の概

要を参考に，年齢別にみた永久歯の一人平均

DMF歯数と平成５年の同調査結果とを一部抜粋

し比較したものである。平成５年と平成１１年の調

査では，未処置歯の診断基準が異なるため，直ち

に両者を比較することはできないが，表１に示し
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た年齢層において，一人平均DMF歯数の値は平

成５年の調査より低くなっている。

WHOは，１２歳児の一人平均DMF歯数を３本

以下と提唱している２）。この目標値は平成５年に

は達成されていなかった。しかし，平成１１年歯科

疾患実態調査では，１２歳児の一人平均DMF歯数

は２．４４本であり，既にWHOの目標値を達成し

ている。ところが１３歳では３．６８本，１４歳では５．２２

本，１５～１９歳では７．１５本であり，増齢的に急激に

増加している。

また，表２は，日本小児歯科学会が幼若永久歯

を対象に齲蝕の状態について調査した結果から，

年齢別にみた一人平均DMF歯数を示したもので

ある３）。この結果からも，平成１１年の歯科疾患実

態調査と同様，１２歳児以後で増加する傾向がみら

れる。１２歳児の一人平均DMF歯数について，日

本小児歯科学会の報告と歯科疾患実態調査とを比

較すると，日本小児歯科学会の調査は，平成７年

に実施されたものであるため，表１に示した平成

５年の歯科疾患実態調査結果とほぼ類似した値を

示している。

また，表３は，平成５年と平成１１年の歯科疾患

実態調査結果から，両者の齲蝕罹患者率を比較し

たものである。一人平均DMF歯数同様，未処置

歯の診断基準が異なるため，直ちに両者を比較す

ることはできないが，齲蝕罹患者率は若干低く

なっている。なお，日本小児歯科学会の調査３）に

おける１２歳児の齲蝕罹患者率は男子が８０．３３％，

女子が８０．３６％であった。

疫学的にみた小児期の永久歯齲蝕罹患状態を

は，既述のとおりであるが，臨床的には，この時

期の永久歯齲蝕は特徴的な様相を示す。そこでこ

の時期の永久歯齲蝕の特徴について述べる。

１）幼若永久歯の齲蝕の特徴とその対応

側方歯群交換期の永久歯は，いわゆる幼若永久

歯であり，成熟永久歯とは異なる齲蝕罹患状態を

呈する。すなわち，

� 出齦後１～３年間の齲蝕発生傾向が高い。

� 齲蝕の進行は早く，一般に急性齲蝕を呈す

る。

表１ 永久歯一人平均DMF歯数

年齢 平成５年 平成１１年

５ ０．０７ ０．０１
６ ０．２３ ０．１９
７ ０．８７ ０．３５
８ １．４７ ０．８９
９ ２．１６ １．１２
１０ ２．７５ ２．２８
１１ ３．６３ ２．２０
１２ ３．６４ ２．４４
１３ ４．８６ ３．６８
１４ ６．１０ ５．２２
１５～１９ ７．８３ ７．１５

歯科疾患実態調査より作表

表２ 永久歯の年齢別一人平均DMF歯数

年齢 ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６

男子 ０．２０ ０．３９ ０．８３ １．４５ １．８９ ２．２７ ２．９２ ３．７９ ５．１８ ５．４５ ５．６５ ６．５８
女子 ０．１５ ０．４６ ０．６１ １．２２ ２．０２ ２．９８ ３．７３ ４．０５ ５．７５ ５．６５ ７．３７ ８．６０

日本小児歯科学会の調査より

表３ 齲蝕有病者率

年齢 平成５年 平成１１年

５ ３．０３ １．１６
６ １３．０１ ８．７９
７ ３８．６２ ２０．７３
８ ５４．１４ ４２．３５
９ ７０．７３ ５０．００
１０ ８０．２５ ６３．９３
１１ ８６．９３ ５７．５０
１２ ８３．９２ ７０．３１
１３ ９０．４８ ７２．３１
１４ ９１．７３ ８４．９３
１５～１９ ９４．８８ ８８．９３

歯科疾患実態調査より作表
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� 短期間で多歯面から齲蝕が発生する。

� 乳歯の齲蝕罹患状態と関連性が高い。

� 第一大臼歯の齲蝕罹患率が高い。

などである。

これを検証する報告として，本講座で行った第

一大臼歯の出齦後年齢別にみた金属インレー修復

時期の調査４）がある。本調査では，出齦後５か月

頃から歯冠修復処置が行われ，出齦後１～３年間

に歯冠修復処置を実施した症例が多数を占めてい

たと報告している。すなわち，第一大臼歯は，６

歳頃に出齦し，９歳頃までの期間に齲蝕に罹患す

る傾向が高いということである。

また，日本小児歯科学会の調査３）では，１０歳頃

からは，上下顎の小臼歯および上顎切歯に齲蝕が

増加し，さらに，１２歳頃からは，第二大臼歯に齲

蝕が発生するという結果である。なお，那須５）の

報告によると，第二大臼歯は第一大臼歯よりも萌

出後早期から齲蝕に罹患する傾向があると報告し

ている。

以上のように，各永久歯は，歯種により齲蝕好

発年齢は異なるものの，特に萌出後３年間の齲蝕

予防に留意した口腔健康管理が重要となる。

日本小児歯科学会では，幼若永久歯の健康管理

法の確立を目指し，その第１番目として，第一大

臼歯の保護を目的に，幼若第一大臼歯の実態調査

を行った６）。その結果，小窩裂溝填塞法を萌出後

早期に実施すことは，齲蝕の重症化が防げると結

論している。また，厚生労働省の掲げる「健康日

本２１」の一環として，一部地域で「第一大臼歯の

保護育成計画」が推進されている。

小窩裂溝填塞法は，小児歯科臨床において広く

応用されている齲蝕予防法である。本講座で行っ

た小窩裂溝填塞法応用後の臨床成績に関する調査

では，正しい術式で処置を行ったならば，填塞材

が全て脱落した症例は全く存在せず，本法の目的

を達成できると報告している７）。

さらに填塞後に定期的な口腔管理を実施するこ

とにより，たとえ填塞材が一部脱落したとして

も，脱落個所から発生する齲蝕を予防することが

できる。従って，小窩裂溝填塞法実施後は，必ず

定期的な観察が必要である。強くいえば，填塞後

定期的な観察が不可能な場合には，小窩裂溝填塞

法は実施すべきではないといっても過言ではな

い。図１は，９歳４か月の女児の下顎第一大臼歯

に小窩裂溝填塞法応用後，２年４か月経過時の口

腔内写真である。患児は，填塞材の一部が脱落し

たにもかかわらず，定期的な来院を怠り，冷水痛

を訴えて来院した。本症例が示すように，填塞材

の一部脱落は，通常の齲蝕初発部位とは異なり填

塞部位の辺縁部から齲蝕が発生する。このような

填塞材の一部脱落にともなう齲蝕では，歯冠修復

範囲が広くなり，場合によっては辺縁隆線部を含

めた複雑な歯冠修復が必要となる。

また，大臼歯や小臼歯の咬合面から発生する齲

蝕は，適切な小窩裂溝填塞法により，予防できた

場合においても，図２に示すように隣接面に齲蝕

図１ 填塞材一部脱落部位から発生した齲蝕 図２ 近心隣接面から発生した齲蝕

歯科学報 Vol．１０１，No．１２（２００１） １１５７
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が初発する症例に遭遇することがある８）。このよ

うな隣接面齲蝕は，視診や触診だけでは初期齲蝕

の発見が困難なことが多い。

エックス線画像検査から，視診では実質欠損が

認められない臼歯部隣接面齲蝕の罹患状態につい

て調査した報告９）によると，隣接面齲蝕は，小臼

歯部に多く認められ，次いで第一大臼歯であった

と報告している。その発生原因として，小臼歯の

萌出時期は思春期に一致するため，学業，クラブ

活動，精神的ストレスなどの環境要因と後方歯の

圧迫による隣在歯との接触圧の増加などが考えら

れると報告している。

このような隣接面齲蝕を予防する方法には，補

助的刷掃具の使用，フッ化物の局所応用，食餌指

導などがある。このような方法を駆使することに

より，齲蝕罹患の低下をはかる必要がある。

側方歯群交換期において，図２に示したような

第一大臼歯近心隣接面が齲蝕に罹患した場合に

は，第二乳臼歯が自然脱落し，第二小臼歯が萌出

するまでの短期間は，第一大臼歯近心隣接面に単

純窩洞を形成し歯冠修復が可能である。しかしこ

の時期を逃し，第二小臼歯が萌出後では，咬合面

を含めた複雑窩洞を形成しなければならない。

従って，第二乳臼歯が自然脱落を迎える前にエッ

クス線画像検査を行い，第一大臼歯近心隣接面に

齲蝕が疑われる場合には，第二乳臼歯が自然脱落

後，直ちに来院するように患者に指示する必要が

ある。この方法は，側方歯群交換期にのみ実施で

きる歯冠修復法である。

２）Rampant Caries

Massler１０）によると，Rampant Caries とは，「突

然発現し，広範性に波及し，迅速に齲窩を形成

し，その結果早期に歯髄に達し，さらに通常齲蝕

に対し抵抗性が高いといわれている歯牙や歯面も

図３－１ 図３－２

図３ 萌出直後の永久歯にみられたRampant Caries：
１１歳８か月男児

図３－３

１１５８ 久保，他：混合歯列後期の口腔健康管理２
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罹患する。」と定義されている。さらに，Rampant

Caries は４～８歳児の乳歯にみられるだけでは

なく，図３－１～３に示すとおり，１１～１９歳の永

久歯にも好発する。この齲蝕の特徴は，口腔内の

清掃不十分により発生する広範性齲蝕とは異な

り，比較的清潔な口腔内にも発症し，最も特徴的

なことは，通常ほとんど齲蝕に罹患することの少

ない下顎前歯の隣接面や歯頚部も罹患することで

ある。

３）Teen-Age Caries

Massler１１）によると，Teen-Age Caries とは，「臼

歯よりも通常は齲蝕感受性の低い切歯においても

しばしばみられる。また進行は急激で，視診で，

齲窩はごく小範囲にすぎないことが多い。しか

し，齲窩を開拡すると，直下にある象牙質は軟ら

かく，痛みがあり，非常に広範囲に進行してお

り，しばしば歯髄まで到達している。この型の齲

窩は，軟性であるが，変色は少ない傾向があ

る。」と記載されている。このような特徴を示す

齲蝕は，臨床的に学童期後半から思春期初期の小

児で経験する。

図４は１０歳の男児の下顎右側第一大臼歯の咬合

面観である。咬合面の中央小窩から遠心小窩にか

け齲蝕が認められるが，自発痛や冷温水痛は訴え

ない。図５は同部のエックス線画像である。当該

歯は歯根未完成歯である。Teen-Age Caries の特

徴の一つである咬合面の小窩や裂溝にみられる齲

窩は，たとえ小さい場合であっても，本例のよう

にエックス線画像検査結果では，歯髄腔に近接す

る侵襲状態を示すことがある。図６は齲窩の開拡

を行っているところである。齲蝕象牙質は軟らか

く，象牙質内で非常に広範囲に広がっているのが

図４ 深在性齲蝕に罹患した下顎第一大臼歯 図５ 図４のエックス線画像

図６ 図４の齲窩の開拡途中 図７ 図４に暫間的間接歯髄覆罩法施術直後

歯科学報 Vol．１０１，No．１２（２００１） １１５９
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特徴である。しかし臨床所見から歯髄は未感染で

あると診断し，本症例に対しては，暫間的間接歯

髄覆罩法を施した。図７は暫間的間接歯髄覆罩剤

を貼薬した直後，図８は８か月後のエックス線画

像である。補綴象牙質の新生添加により，窩底象

牙質厚径の増加が確認できる。さらに，図５と図

８とを比較して明らかなように，歯根未完成歯に

対する本法の応用は，継続した歯根の形成が期待

できる。

以上のように，側方歯群交換期から永久歯列初

期にかけては，近年，齲蝕の減少，軽症化がみら

れるが，大学病院小児歯科においては，その特殊

性から重度の齲蝕に罹患した小児に遭遇すること

は少なくない。乳歯列期から継続して口腔健康管

理を行っている小児で，特に重度の乳歯齲蝕に罹

患した既往のある小児に対しては，永久歯が萌出

する時期からの齲蝕予防は特に重点的管理項目で

ある。すなわち，各個人の口腔内の状態に即した

刷掃指導や食事指導などを通して生活習慣の改善

を図るとともに，永久臼歯出齦後は，できるだけ

早期に小窩裂溝填塞法の応用やフッ化物の局所応

用などの各種齲蝕予防処置法を駆使して，健全な

永久歯列完成へと導く必要がある。

２．歯の発育異常と萌出異常への対応

健全な永久歯列の完成をめざす上で，それを障

害する様々な原因がある。ここではその中から，

歯の発育異常と萌出異常について記載する。

１）歯冠形態の異常

永久歯に認められる歯冠形態の異常には，切歯

あるいは犬歯の舌面基底結節が過剰発育した切歯

結節や犬歯結節，小臼歯あるいは大臼歯の咬合面

中央部に円錐状あるいは棍棒状の形態をした中心

結節，上顎大臼歯近心舌側咬頭にみられるカラベ

リー結節などがある。

日本小児歯科学会で行った歯の異常についての

調査結果１２）から，歯の異常結節の発現状況につい

てみると，上顎第一大臼歯にみられるカラベリー

結節が最も頻度が高く，男子が４．２０％，女子が

１．７０％で，男子に多くみられる傾向があった。カ

ラベリー結節の存在は，臨床的に大きな問題点を

有することは少ないが，しばしば結節基底部から

齲蝕が発生する。従って基底部が明瞭な裂溝状を

呈している場合には，咬合面の裂溝と同様，小窩

裂溝填塞法を適応する。

また，中心結節と切歯結節の発現頻度は１％以

下と低かったが，これら結節の存在は，咬合性外

傷や歯列・咬合の健全な発育の妨げとなったり，

結節の咬耗や破折による歯髄感染が生じることが

ある１３）１４）。

図９は，萌出直後の第二小臼歯咬合面に発現し

た円錐状を呈する中心結節である。図１０は，同部

図８ 暫間的間接歯髄覆罩法施行後８か月経過時
補綴象牙質の新生添加により窩底から髄腔壁ま

での距離が増している

図９ 中心結節を認める下顎右側第二小臼歯
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のエックス線画像である。中心結節に向かい歯髄

腔が突出しているのが観察できる。このような場

合には，破折による歯髄感染の防止のために，患

児に一定期間毎に来院を求め，徐々に削合を繰り

返し，結節内に突出している髄腔壁に補綴象牙質

の新生添加の促進をはかり，歯髄感染を防止する

ことが重要である。

さらに結節が極めて細く棍棒状を呈し，破折が

危惧される場合には，結節基底部周囲をコンポ

ジットレジンやグラスアイオノマーセメントで被

い，予め結節周囲の補強を行った後，削合を繰り

返す方法がとられる１３）。

一方，結節破折による歯髄感染が生じた場合に

は，急性症状を発現することが一般的である１４）。

しかし，歯牙の着色や齲窩の形成など，齲蝕を自

覚する所見が伴わないため，原因不明の激しい自

発痛や歯齦の腫脹を訴え歯科医院に来院すること

が多い。経験ある歯科医は，患者が訴える激しい

自発痛の発現部位や口腔内の診察によって，比較

的容易に結節破折による歯髄感染が原因であると

診断できるが，臨床経験未熟な歯科医にとって診

断に苦慮するところである。

図１１は，中心結節の破折が原因で根端性歯周炎

に罹患し，瘻孔を形成した症例である。図１２は同

部のエックス線画像である。中心結節の破折は，

本例が示すように，萌出後早い時期で，かつ咬合

平面に達する前に生じることが多い。従って，原

因歯の多くは，歯根未完成歯である。歯根未完成

歯の歯髄の全部除去療法あるいは感染根管の処置

を行うにあたっては，アペキシフィケーションを

考慮した治療方針を選択しなければならない。

本例は，感染根管治療の後，水酸化カルシウム

製剤を用いて根管充填後，根端の閉鎖をはかっ

た。

２）歯の萌出異常

側方歯の萌出異常の中で，顎骨内に認められる

病変が原因で，健全な歯牙あるいは歯列の成長発

育に影響を及ぼすものとして，歯牙腫や濾胞性歯

牙嚢胞がある。図１３は，下顎左側小臼歯に発現し

た濾胞性歯牙嚢胞のパノラマエックス線画像であ

図１０ 図９と同部のエックス線画像 図１１ 中心結節の破折が原因の歯齦膿瘍

図１２ 図１１と同部のエックス線画像
で，瘻孔からガッタパーチャポ
イントを挿入した
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る。図１４は，嚢胞開窓術施術後１５日経過時の口腔

内所見である。第一，第二小臼歯の出齦が確認で

きる。この後直ちに歯列周長の保持を目的に舌側

孤線装置を装着した。図１５は１年経過時，図１６は

４年経過時の口腔内所見である。第一小臼歯はや

や頬側に傾斜しているのが確認できるが，大きな

歯列弓の乱れは認められない。図１７は同時期のパ

ノラマエックス線画像である。歯根はほぼ完成

し，周囲歯周組織には異常所見はみられない。

小児における顎骨内嚢胞の中で，濾胞性歯牙嚢

胞の発現率は高く１５）～１７），後継永久歯との交換期に

発見される場合が多い。好発部位について野間

ら１６）は，上顎では前歯部に多く，下顎では臼歯部

に多いと報告している。若年者で本疾患が認めら

れた場合の処置法について野間ら１６）は，１５歳以下

では歯の萌出力が期待でき，骨形成が旺盛で，そ

の結果骨吸収部の縮小が早い，開窓法を推奨して

いる。顎骨内に濾胞性歯牙嚢胞が認められた場合

図１３：下顎左側小臼歯部に濾胞性歯牙嚢胞がみられる。

図１４ 図１３の嚢胞開窓術後１５日経過時 図１５ 図１３の嚢胞開窓術後１年経過時

図１６ 図１３の嚢胞開窓術後４年経過時
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には，通常近接する未出齦の歯牙は嚢胞腔を避け

本来の位置から変異した部位で成長することが多

いが，多くの場合，嚢胞壁開窓後には通常の萌出

方向に移動する。しかし，時には開窓後に外科的

咬合誘導法である牽引法を併用しなければならな

い場合もある。さらに，既に萌出している隣接歯

が，近遠心的に傾斜したり，移動したりすること

があり，未出齦歯の萌出余地不足を招くことがあ

るため，保隙装置を装着し，歯列周長の維持をは

かる必要がある。いずれの場合も，健全な永久歯

列の完成に導くため咬合誘導処置が必要となるこ

とが多い。

また，濾胞性歯牙嚢胞の発生原因をみた場合，

先行乳歯の感染根管治療後に発生することが挙げ

られている１８）。従って，乳歯の感染根管治療後

は，定期的な口腔内の診察とエックス線画像検査

が重要であり，定期健診において本疾患が疑われ

た場合には，早期の対応が必要となる。また，嚢

胞原因歯が，本来の萌出位置から著しく逸脱した

場合には，本格的な矯正処置が必要なこともあ

り，永久歯列完成に至るまで長期間の定期的な管

理が必要である。

お わ り に

混合歯列後期は，永久歯列完成を目前に控え，

いわば小児期の長期健康管理の仕上げの時期とも

いえる。しかし，前稿および本稿で解説したとお

り，歯列・咬合の健全な発育を妨げるのみなら

ず，成人期の口腔の健康維持にも影響を及ぼす

様々な障害が発現する。健全な口腔器管の成長・

発達を妨げる歯牙および歯列・咬合，さらには歯

周組織ならびに顎骨にみられる疾患や異常を発見

し，できるだけ早期に除去することは，この時期

においても重要なことである。また，本稿では，

口腔内の問題に限局して小児の口腔健康管理につ

いて言及したが，思春期から青年期に向かうこの

時期の小児の対応には，術者，保護者，患者の３

者の関係が特に重要な時期である。
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