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は じ め に

平成１１年歯科疾患実態調査１）によると，５～１９

歳までの小児期における年齢階級別にみた第一大

臼歯および第二大臼歯の健全歯率は，それぞれの

歯牙の萌出後５年で急激に減少している（表１）。

また，２０歯以上保有している人の割合の推移をみ

ると，４５歳以上の年齢層では，前２回の調査時（昭

和６２年および平成２年）に比べ増加を示している

が，４０～４４歳の年齢層では，前回調査より５．８ポ

イントの減少を示している。

一方，本年２月開催の千葉県歯科保健医療協議

会地域歯科保健活動検討部会において報告された

『平成１３年度千葉県８０２０達成者疫学調査』の

結果概要によれば，調査に協力いただいた千葉県

８０２０達成者１３名の現在歯数は２８．５本，健全歯

数は１８．８本と，歯牙の保持状況は非常に良好で

あったとしている。さらに，歯種別の現在歯率

は，上顎中切歯および上下顎の側切歯，犬歯，第

一小臼歯ならびに第二小臼歯は１００％，下顎中切

歯および上顎第一大臼歯は９６．２％，下顎第一，第

二大臼歯はそれぞれ８８．５％，上顎第二大臼歯は

７６．９％であった。ところで，８０～８４歳における大

臼歯の左右側平均の生存率は，上顎第一大臼歯が

０．１９，下顎が０．１７，上顎第二大臼歯が０．１９，下顎

が０．１４であり，また，平均寿命においても下顎第

二大臼歯が最も短い（表２）。しかし，８０２０達

成者では大臼歯の保有状況が高いことが示されて

いる。

すなわち，大臼歯の保全により歯列・咬合の崩

壊を防止し，健全な口腔機能を維持すること

が，８０２０の達成に大きく関連していると推測

できる。

永久歯列初期から安定期までの口腔健康管理

日本小児歯科学会の調査２）による第二大臼歯の

出齦時期の平均は，上顎が男子で１３歳３か月，女
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表１ 大臼歯健全歯率の推移
（健全歯数／現在歯数×１００） （％）

歯 種 ５－９歳 １０－１４歳 １５－１９歳

上
顎
第一大臼歯 ８７．９ ５７．２ ３４．０

第二乳臼歯 － ８２．４ ５７．４

下
顎
第一大臼歯 ７７．７ ４５．５ ２２．１

第二乳臼歯 － ７７．３ ３９．９

（平成１１年歯科疾患実態調査１）から作表）

１
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子で１２歳９か月，下顎が男子で１２歳５か月，女子

で１１歳８か月である。また，辻野ら３），宮田ら４）

は，第二大臼歯の萌出が完了した後も歯列・咬合

関係には変動がみられ，歯列・歯槽部の成長変化

が完了するのは，ほほ２０歳ころであると報告して

いる。すなわち，小児期の口腔健康管理は，上下

顎第二大臼歯の萌出までではなく，永久歯列安定

期を迎える２０歳ころまで継続して行う必要があ

る。

第二大臼歯が萌出してから永久歯列安定期まで

表２ 大臼歯の生存率の推移と平均寿命

歯 種 １５－１９歳 ２０－２４歳 ２５－２９歳 ８０－８４歳 平均寿命

上

顎

左側 第一大臼歯 １，００ １．００ ０．９８ ０．２２ ５７．９

右側 第一大臼歯 １．００ １．００ ０．９８ ０．１７ ５８．３

左側 第二大臼歯 ０．９８ ０．９９ ０．９８ ０．１９ ５１．４

右側 第二大臼歯 ０．９７ ０．９９ ０．９９ ０．１９ ５１．１

下

顎

左側 第一大臼歯 １．００ ０．９９ ０．９９ ０．１７ ５３．２

右側 第一大臼歯 １．００ １．００ ０．９９ ０．１７ ５３．１

左側 第二大臼歯 ０．９９ ０．９９ ０．９８ ０．１４ ４９．６

右側 第二大臼歯 ０．９９ ０．９９ ０．９８ ０．１４ ５０．３

（平成１１年歯科疾患実態調査１）による）

表３ 年齢別齲蝕経験歯数 （％）

性別 歯 種 １２歳 １３歳 １４歳 １５歳 １６歳

男

子

上

顎

第一小臼歯 ９．０６ １５．３４ ２１．５０ １５．５２ ２４．０７

第二小臼歯 ７．３６ １３．１０ １９．７５ １３．１７ １８．９７

第一大臼歯 ４８．７６ ５２．７１ ５３．１３ ５４．０３ ５２．９４

第二大臼歯 １９．２３ ２４．７９ ２４．０３ ２９．７１ ３８．０３

下

顎

第一小臼歯 ５．００ １２．３５ ９．９７ ８．８６ １６．８２

第二小臼歯 ８．９５ １３．３３ １３．１８ １２．０８ １５．４２

第一大臼歯 ５８．２０ ６１．０８ ５６．２９ ６３．１６ ６８．０９

第二大臼歯 ２８．３８ ３０．５２ ３６．１３ ４２．６５ ５１．２６

女

子

上

顎

第一小臼歯 ９．１２ １８．６１ ２１．５２ ２４．１６ ２９．４６

第二小臼歯 １１．０３ １３．４９ １５．５０ ２１．３６ ２６．３２

第一大臼歯 ４９．１０ ５７．２３ ５４．１９ ６２．６６ ６７．１８

第二大臼歯 ２１．４７ ２８．５７ ３２．２１ ４０．５９ ４８．２１

下

顎

第一小臼歯 ３．６４ ７．０８ １０．５９ １２．２５ ２０．６６

第二小臼歯 ８．２８ １２．２３ １２．７８ ２１．８２ ３０．４９

第一大臼歯 ５５．９５ ６５．６４ ５９．６４ ７０．０３ ７６．９２

第二大臼歯 ２３．９４ ３７．７０ ４０．０６ ４８．７３ ６０．７０

（日本小児歯科学会の調査６）による）

２ 藥師寺，他：少子社会における小児期の口腔健康管理
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を便宜的に永久歯列期初期として扱う。この時期

は，犬歯，第一，第二小臼歯ならびに第二大臼歯

の歯根の成長が進行している。また，第二乳臼歯

脱落に伴う第一大臼歯の近心移動によって，正常

な上下顎第一大臼歯の咬合関係が獲得される。

一方，この時期は，中学進学，高校，大学受験

など，子どもたちの日常生活に大きな変化が生じ

る時期である。日本小児歯科学会が実施した小児

の食生活の調査によれば，朝食の欠食，食事内容

の片寄り，不規則な食事時間などの好ましくない

食生活実態が示されている５）。さらに，心身発育

の面では，思春期という身体的にも精神的にも最

も不安定な時期を通過する。拒食，過食，過度の

潔癖癖や逆に保健衛生行動への無関心や拒否など

問題行動の起きやすい時期である。親の意見や口

腔保健に関する歯科医の助言に対し，無視や反

発・反抗的態度を示すなど，子どもたちへの対応

に苦慮することが多い。

１９９４年から１９９６年の３年間にわたって全国２９大

学小児歯科学講座が協力して行った幼若永久歯に

関する調査６）によれば，永久歯列期初期である１５

歳児の小臼歯，大臼歯の歯種別齲蝕経験歯率は，

男子の下顎第一小臼歯を除き，いずれの歯種も

１０％を超えている。また，萌出後年齢が３年前後

の第二大臼歯でも２９．７～４８．７％と高い罹患率を示

している。さらに，１２～１６歳までの罹患率の推移

をみると，ほとんどの歯種で女子の罹患率が男子

を上回っている（表３）。

口腔清掃不良による不潔性歯齦炎と歯頸部白斑

病変は，この時期に多発する。また，思春期の

Rampant caries 発症７）などの危険性も高いことか

ら，子どもたちへの対応に配慮した口腔衛生指導

と専門的管理が不可欠である。図１は，１０歳女児

にみられたRampant caries である。患児は，齲

蝕誘発性の高い間食の頻回摂取と歯磨きをまった

く行っていないなど，思春期特有の問題行動がみ

られた。

すでに記載したように，この時期は高校や大学

受験期にあたるため，年少時から定期的管理を継

続している小児であっても来院が不定期になる傾

向がある。また，保護者や小児自身が口腔内の異

常に気づいている場合であっても，不快症状が生

じていない場合，受験終了まで来院を見合わせる

こともしばしばである。歯列・咬合育成の最終段

階であり，これまでの定期管理を無にしないため

にも，定期健診の重要性を認識してもらう必要が

ある。

図１ 思春期の女児にみられたRampant caries

歯科学報 Vol．１０２，No．１（２００２） ３
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図２は，３歳６か月時から定期管理を継続して

いた小児の永久歯列完成時（１２歳３か月）の口腔所

見である。齲蝕や歯周疾患，歯列不正を認めず，

健全な永久歯列の完成をみた。その後，年２回の

定期健診を継続したが，高等学校２年生進学直前

の来院を最後に，大学受験に伴い来院が中断され

た。図３は，大学入学後に再来した際の下顎大臼

歯部のエックス線画像である。第一大臼歯に深在

性の齲蝕が認められたため，修復処置が必要と

なった例で，齲蝕や歯周疾患のない健全な永久歯

列完成に至らなかった。大学受験期の数年間の定

期管理中断により，臼歯部隣接面に齲蝕が多発し

た事例などは，この時期の小児でしばしば経験す

るところである。

殊に，定期管理が不可欠な種々な問題（齲蝕感

受性が高い，歯齦炎がみられる，など）を有する

場合は，その必要性を十分説明し，理解を得るこ

�

図３ 図２から６年後に撮影された下顎右側大臼歯部
の咬翼法エックス線画像。下顎第一大臼歯の琺象
境界部直下に齲蝕による透過像を認める。

図４ 第二乳臼歯直下の後継第二小臼歯に中心結節が
確認できる。本例は第二乳臼歯の脱落と中心結節
破折防止のため，定期管理が不可欠である

図２ ３歳６か月から定期管理を継続した小児の永久
歯列完成時の口腔内所見

４ 藥師寺，他：少子社会における小児期の口腔健康管理
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とが大切である。図４および図５，図６は，この

時期にしばしば生じる中心結節破折例で，定期的

な管理が不可欠である。特に，図６の例では，明

らかに定期管理の必要性が理解されなかったこと

によって生じた病変である。このような場合は，

医師の側から積極的に来院を求める努力を怠って

はならない。小児歯科医療の目標は，健全な口腔

器官とその機能の育成であり，そのためには来院

した子どもたちの成長・発達が完了する時期ま

で，定期的な管理が不可欠であることを常に念頭

に，日常の診療に取り組むことが肝要である。

シリーズを終えるにあたり

平成１３年度日本歯科医学会学術講演会では，「２１

世紀の歯科医学・医療―ライフステージを考え

た口腔管理―」をメインテーマに，成長発達

期，成人期，高齢期のそれぞれの時期における口

ａ：上顎右側第二乳臼歯抜去前

ａ：定期健診時のエックス線画像。口腔内
所見では結節の破折がみられたが，
エックス線画像では破折が原因となる
病変は確認できない。

図６ 下顎右側第二小臼歯中心結節を認めた患児の経
過例

ｂ：抜去第二乳臼歯と破折した中心結節

図５ 第二乳臼歯交換時に生じた後継第二小臼歯中心
結節の破折。第二乳臼歯は交換期による動揺が著
しく，第二小臼歯の中心結節はすでに破折してい
た。

ｂ：３か月後の定期健診に来院せず，９か月後，同部
の不快症状を訴えて来院。中心結節破折に原因す
る根端病巣が認められる。

歯科学報 Vol．１０２，No．１（２００２） ５
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腔疾患の特徴とその対応法が示された。

現在，未曾有の高齢社会に突き進んでいるわが

国において，高齢者のQOL向上は重要な課題と

いえる。しかし，成長発達から加齢への変化は，

とぎれることのない連続した変化である。この一

連の変化の中で，それぞれの時期における健康管

理の重要性は当然であるが，出発時点での対応に

誤りがあればその影響はレース終了までついて回

ることを銘記しなければならない。

歯の喪失に繋がる齲蝕や歯周病が，生活習慣に

深く関係していることは，もはや異論の無いとこ

ろであるろう。シリーズ第１回に記載したよう

に，健康の維持と増進は，個人個人の適切な自己

管理とそれを支援する専門家による管理が相俟っ

て達成される。口腔の健康維持増進にとって好ま

しい生活習慣を維持し，定期的な口腔健康管理を

進んで受ける意欲を醸成することが臨まれる。そ

の意味で，本シリーズは副題に『８０２０は小児

から』掲げ，「少子社会における小児期の口腔健

康管理」について，新生児期から青年期までにみ

られる疾患と異常に対する対応の要点について解

説してきた。

この世紀，われわれ歯科医は，『削って�め
る。』から『健康な口腔器官の育成と口腔機能を

保全する』へ方向転換する必要がある。

ｃ：感染根管治療後ビタペックス�による
根管充�直後。

ｅ：根管充�後１０か月経過時。根端部は硬
組織により完全に閉塞されているが，
同部の歯槽硬線と歯根膜腔が不明瞭
で，今後根性癒着の恐れもあるためさ
らに経過観察を継続する必要がある。

ｄ：根管充�後３か月経過時。根端孔外に
溢出した根充剤の吸収と根端部の硬組
織による閉塞が進行している。

６ 藥師寺，他：少子社会における小児期の口腔健康管理
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