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第41回日本歯科薬物療法学会学術大会

歯科医療 SDGs を目指したイノベーション With 新型ウイルス
時代を生き抜く歯科医療に必要なエビデンスを求めて

第41回日本歯科薬物療法学会学術大会

大会長　李　昌一　神奈川歯科大学健康科学講座 
　　　　　　　　　　　災害歯科学分野

　第41回日本歯科薬物療法学会学術大会を第24回日本歯科医学会学術大会の併催学会として担当する李　
昌一でございます．会員の皆様もご存知のように2019年中国武漢に端を発した新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）に世界は翻弄され，今までの価値観が音を立てて崩れていき，私たちの日常を激変させました．
本学術大会においても第24回日本歯科医学会学術大会がオンライン学術大会として開催されることになり
ましたので，本学術大会もオンライン学会とさせて頂きました．
　COVID-19による世界的なパンデミックは確かに危機でありますが，これまで何度も感染症との戦いを乗
り越えてきた人類は，今度もまたこの新型感染症を乗り越えることができるでしょう．しかし，COVID-19
が今までの人類のことのみを考える限界を教えてくれたことは事実ですし，経済界でも利益追及のみを考え
るのではなく，地球環境改善を含めた持続可能な開発目標（SDGs）の考え方が急速に広まっています．歯
科界においても今こそ歯科医療 SDGs を目指したイノベーションが必要である，とご理解頂けると思います．
この背景を鑑み新型コロナウイルス感染症へのエビデンスを歯科界の感染対策リーダー学会である本学会か
ら発信する必要があるということから，本学術大会では，プログラムを以下のように企画させて頂きました．
AMR（薬剤耐性）対策を含め COVID-19感染対策における最前線エビデンス，産学連携を含めた新規オー
ラルヘルス製品開発などの新しい歯科薬物治療と基礎科学エビデンスに基づいたアカデミアシーズによる創
薬，歯科臨床で注目されているインプラント歯科医療感染対策，オーラルフレイルにおける他職種連携，さ
らに未来型歯科医療としては酸化ストレス学の歯科医学応用や災害歯科医療などの，これらの分野において
最先端で活躍される先生方の講演，シンポジウム，パネルディスカッションなどを，多数企画させて頂きま
した．これらすべてのエビデンスや研究を展開する歯科医療 SDGs には今後の本学会の存在が必要不可欠と
なるはずです．
　危機の時は変革するチャンスの時です．歯科医療に関わる皆様方と一緒の船に乗り，歯科医療の SDGs の
イノベーションの旅を「ONE TEAM」で一歩一歩歩んでいきたいと思います．前回のラクビー W 杯でキャ
プテンとして「日本の顔」になったリーチマイケルは「ONE TEAM と言っても，一夜にして出来るもので
はないですよ，バックグラウンドの違う相手を受け入れるところからチーム作りはスタートした」と言って
いるように，私たちも松野新理事長をキャプテンとして，今回の学術大会のみではなく継続して歯科医療イ
ノベーション発信学会として役割を果たすために，お互いの研究，臨床分野のバックグランドのみに拘るこ
となく，「ONE TEAM」として「共に生きる」連携・協力をスタートする先駆けとして，本学術大会を開
催したいと思います．重ねて会員の皆様方には本学術大会にご参加頂きまして厚く御礼申し上げると共に，
本学術大会はオンライン開催で，一ヶ月間視聴可能ですので，ぜひ本学術大会を楽しんで頂きまして会員の
皆様方の明日の研究・臨床の糧になりますよう，心よりお祈り申し上げましてご挨拶とさせて頂きます．
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お 知 ら せ

参加者の皆さまへ

（1）開催方式の変更
　この度，未だ終息のみえない COVID-19感染症の中，第24回日本歯科医学会学術大会と併催させて
頂く事になりました．第24回日本歯科医学会学術大会もオンライン開催が決定した現在，本会もオン
ライン開催を選択する事としました．第40回と同様，オンライン開催ではございますが，実り多い開
催としたいと思いますので，何卒よろしくお願い申し上げます．

（2）参加登録期間
　2021年5月10日（月）～8月20日（金）16：00

（3）参加方法
　参加登録（参加費納入済）をいただきました方々におかれましては，参加登録期間終了後，開催2週
間前に参加証兼領収書とあわせて Web 開催のための URL，ログイン ID，パスワードおよび抄録集の
発送を予定しております．
　お送りさせていただきましたログイン ID，パスワードを用いて大会ホームページからご視聴くださ
い．

注意事項

（1）参加証は大会ご出席の証明として利用できますので，大切に保管してください．
（2）大会ホームページ上の視聴データの録画・録音，また同一画面の複数人での視聴は禁止いたします．

お問い合わせ先
（運営事務局）　一般財団法人口腔保健協会　コンベンション事業部内
〒170-0003　 東京都豊島区駒込1-43-9　駒込 TS ビル402 

TEL：03-3947-8761　FAX：03-3947-8873

第24回日本歯科医学会学術大会について

　本会は，第24回日本歯科医学会学術大会の併催となっております．
　第24回日本歯科医学会学術大会への参加登録につきましては，別途登録が必要となります．

（1）プログラム
　本会より，第24回日本歯科医学会学術大会へ登録をいたしましたプログラムは以下になります．

講演
9月25日（土）11：10～12：10
日本歯科薬物療法学会，日本有病者歯科医療学会共催

「歯科における AMR（薬剤耐性）対策」
座長：金子 明寛（医療法人社団松和会池上総合病院歯科口腔外科口腔感染センター長）
講師：大曲 貴夫（国立国際医療研究センター　国際感染症センター　センター長）

日本歯科薬物療法抄録41.indd   2日本歯科薬物療法抄録41.indd   2 2021/09/01   15:44:032021/09/01   15:44:03



歯 薬 療 法Vol. 40  No. 2  2021 3

シンポジウム
9月25日（土）14：00～16：00
日本歯科薬物療法学会，日本有病者歯科医療学会共催

「COVID-19と口腔～感染症の予後を分ける口腔健康管理～」
モデレーター：金子 明寛（医療法人社団松和会池上総合歯科口腔外科）
　　　　　　　今井 健一（日本大学歯学部細菌学講座）

シンポジスト：山岸 　誠（東京大学大学院新領域創成科学研究科講師〈病態医療科学分野〉）
新型コロナウイルス感染症をはじめとする新興感染症の恐怖

豊嶋 崇徳（北海道大学病院教授〈血液内科，北海道大学病院　検査輸血部〉）
COVID-19診断における唾液検査の有用性と展望

寺嶋 　毅（東京歯科大学市川総合病院教授〈呼吸器内科〉）
歯科医療に於ける感染予防対策と口腔ケアの重要性

今井 健一（日本大学歯学部教授〈細菌学講座〉）
口腔と新型コロナウイルスとの関連
～微生物間相互作用による COVID-19進展の可能性～

阪井丘芳（大阪大学大学院歯学研究科教授〈顎口腔機能治療学教室〉）
COVID-19と唾液腺～感染制御のための新たな口腔ケア～

一般講演（ポスターセッション）

（2）参加登録期間
　2021年4月1日（木）～10月31日（日）17：00

（3）参加方法
　下記大会ホームページより，ご登録を宜しくお願い申し上げます．
　第24回日本歯科医学会学術大会　大会ホームページ
　https://site2.convention.co.jp/24jads/
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プログラム

新理事長就任記念講演

今後の日本歯科薬物療法学会の方向性と可能性～DiversityとNecessity～

松野 智宣

大会長講演

未来型歯科医療イノベーションに必要な酸化ストレス学の基礎と臨床

李 昌一

新副理事長教育講演

神経障害性疼痛治療薬の薬理学～プレガバリンの基礎と臨床

佐伯 万騎男

COVID-19感染対策の臨床最前線 特別講演

口腔外科手術および口腔ケア時に生じるエアロゾルによる感染への対策

岸本 裕充

大会長企画特別講演

新型コロナウイルス感染症―その特性と予防への正しい知識―

小林 寅喆

最新トピックス

COVID-19対策から偶然生まれた革新的な口腔ケア用品の開発

阪井 丘芳
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最新臨床シンポジウム 日本歯科薬物療法学会，日本口腔インプラント学会共催

「感染制御を目指したエビデンスに基づくインプラントロジーの新展開」

座長：木村 博人（弘前医療福祉大学保健学部医療技術学科）
　　　宮崎 　隆（昭和大学国際交流センター）

歯科インプラント臨床応用のチタンの生体親和性と 
感染制御の最新エビデンス 
―オッセオインテグレーションに関わる活性酸素種の役割と臨床応用―

李 昌一

感染防御の視点からインプラント周囲軟組織を再考する

児玉 利郎

インプラント術後の上顎洞炎とその対応

河奈 裕正

インプラント治療における手術部位感染予防

松野 智宣

歯科医師・歯科衛生士・栄養士連携への未来シンポジウム

「歯科栄養療法の幕開けとオーラルフレイル対策の最前線」

座長：李 　昌一（神奈川歯科大学健康科学講座災害歯科学分野）
　　　吉野 陽子（相模女子大学栄養科学部管理栄養学科）

オーラルフレイルと臨床歯科栄養学

石井 良昌

エビデンスに基づいたオーラルフレイル診断・予防の最前線

小松 知子
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歯科衛生士から考えるオーラルフレイルの現状と展開 
―ADL，QOL を上げていく，美味しく食べていくための口腔管理―

白石 愛

歯科と栄養が出会うとき 
―フレイル予防のための食事指導―

尾関 麻衣子

日本歯科薬物療法学会・日本口腔感染症学会 連携ワークショップ

「感染症に対する薬剤の適正使用」
座長：李 　昌一（神奈川歯科大学健康科学講座災害歯科学分野）
　　　岸本 裕充（兵庫医科大学歯科口腔外科学講座）

これからの感染症予防・オーラルケアに必要な 
含嗽剤・洗口液のエビデンスの検証 
―抗菌作用・抗酸化作用よるオーラルフローラに適した 
　含嗽剤・洗口液の開発への応用―

李 昌一

歯科用器材の処理と SDGs 
―歯科の院内感染対策で使用する消毒薬の適正使用―

中野 恵美子

歯性感染症に関する診療ガイドライン

斎藤 義夫

口腔咽頭カンジダ症における薬剤の選択

岸本 裕充
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日本歯科薬物療法学会・DRIJ 連携パネルディスカッション

「Withコロナ時代に必要なBCP入門―パンデミック時代の病院経営とは―」

座長：李 　昌一（神奈川歯科大学健康科学講座災害歯科学分野）
　　　長瀬 貫窿（Disaster Recovery Institute Japan ）

医療業界における事業継続（BCP/M） 
―今こそ真剣に取り組む事業継続―

長瀬 貫窿

パンデミックにおける病院経営

黒川 顕

病院 BCM（事業継続管理）に基づいた新型コロナ感染対策の取り組み

岡本 健

DRII（ヘルスケアにおける事業継続コース）ご紹介

見目 久美子

一般演題（口頭発表）

01 口内炎の動物モデル確立を目指した基礎的研究

竹内 麗理

02  オトガイ下部膿瘍で緊急入院後に処方整理を行った 
高齢患者のポリファーマシー

新田 哲也
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抄　　録

新理事長就任記念講演

大会長講演

新副理事長教育講演

COVID-19感染対策の臨床最前線 特別講演

大会長企画特別講演

最新トピックス

最新臨床シンポジウム

歯科医師・歯科衛生士・栄養士連携への
未来シンポジウム

ワークショップ

パネルディスカッション

一般演題

第24回日本歯科医学会学術大会

講　　　　演

シンポジウム

一 般 講 演（ポスターセッション）
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新理事長就任記念講演

今後の日本歯科薬物療法学会の
方向性と可能性

～Diversity と Necessity～

松野　智宣
日本歯科大学附属病院口腔外科

日本歯科薬物療法抄録41.indd   11日本歯科薬物療法抄録41.indd   11 2021/09/01   15:44:032021/09/01   15:44:03



12 歯 薬 療 法 Vol. 40  No. 2  2021

　昨年6月27日の第40回学術大会での理事会ならびに総会において，理事長を
拝命しました日本歯科大学附属病院　口腔外科の松野智宣です．40年にも及ぶ
歴史ある本学会のさらなる発展と国民への安心安全な歯科薬物療法を提供し続け
られるよう力を注いで参りますので，どうぞよろしくお願いいたします．
　さて，本学会のホームページにも理事長挨拶として掲載させていただきました
が，これまでの本学会の歩みを簡単に振り返ってみたいと思います．本学会は，
1971年に発足した『抗生物質の口腔領域感染症に対する効果判定基準委員会』
がルーツとなり，1982年7月に『歯科薬物療法研究会』として設立されました．
その後，1985年に名称が『日本歯科薬物療法学会』に変わり，1992年には日本
歯科医学会の14番目の専門分科会（現在の専門分会は25学会）として承認され
ています．そして，2009年から理事長の労を執られた金子明寛先生からのバト
ンを引き継ぎ，5代目の理事長に就きました．

本学会の特徴は，口腔外科，歯周病，歯内治療，小児歯科，歯科麻酔などの専
門性の高い臨床系の歯科医，一般開業歯科医，および薬理学，微生物学，感染制
御学など基礎系の研究者，さらに病院薬剤師や歯科衛生士らが共に，歯科におけ
る薬物療法の知識を修得し，実践していく学際的な学術団体であることです．こ
のような特長を活かし，本学会ではこれまで抗菌薬をはじめ，抗真菌薬，消炎鎮
痛薬などの効果判定基準やガイドラインの作成，さらに，インフェクションコン
トロールドクターの養成や歯科における適応外使用薬の拡大など多方面に貢献し
てきました．
　そして，今後の本学会の方向性は，抗菌薬の適正使用や術前感染予防抗菌薬の
適応拡大，COVID-19をはじめとする新興感染症に対する院内感染予防，超高齢
社会におけるポリファーマシー対策や周術期口腔機能管理などに加え，歯科にお
ける漢方薬の薬物療法の普及，および歯科薬物療法の生涯教育の充実などの Di-
versity（多様性）に富み，Necessity（必要性）が高く，かつ実現可能な内容です．
日本歯科医学会は，「歯科医学を振興することによって歯科医療を向上し，国民
及び人類の福祉に貢献すること」を目的としています．その専門分科会の一員と
して本学会がなすべきことは，その多様性と必要性を大いにアピールし，実践し
ていくことなのです．

略　　歴

昭和62年3月
日本歯科大学新潟歯学部卒業

昭和62年6月
日本歯科大学歯学部　口腔外科学教
室第2講座　助手

平成4年3月
日本歯科大学大学院歯学研究科博
士課程修了　博士（歯学）

平成13年1月
日本歯科大学歯学部　口腔外科学講
座　講師

平成14年9月
京都大学再生医科学研究所　臓器再
建応用分野　研修員

平成15年4月
日本歯科大学歯学部　口腔外科学講
座　助教授

平成19年4月
日本歯科大学生命歯学部　口腔外科
学講座　准教授

平成31年4月
日本歯科大学生命歯学部　口腔外科
学講座　教授
歯学教育支援センター　教授併任

令和3年4月
日本歯科大学附属病院　第一副院長
日本歯科大学附属病院　口腔外科　
教授
日本歯科大学生命歯学部　口腔外科
学講座　教授併任

審議会等

厚生労働省　医政局　歯科医師国家試
験員，医道審議会専門委員，歯科医
師分科会員
厚生労働省　薬事・食品衛生審議会　
医薬品第一部会委員
独立行政法人　医薬品医療機器総合機
構　専門委員
社団法人　医療系大学間共用試験実施
評価機構　 歯学系 CBT ブラッシュ
アップ委員会　委員

学 会 等

日本歯科薬物療法学会　理事長・代議員
日本歯科医学会　理事
日本口腔外科学会　代議員
日本顎顔面インプラント学会　運営審
議委員
日本再生歯科医学会　理事・評議員
日本口腔内科学会　代議員
日本歯科医学会誌　編集委員会　委員長
日本歯科医師会誌編集員会　委員　等

新理事長就任記念講演

今後の日本歯科薬物療法学会の方向性と可能性
～Diversity と Necessity～

松野　智宣
日本歯科大学附属病院口腔外科
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大会長講演

未来型歯科医療イノベーションに必要な
酸化ストレス学の基礎と臨床

李　昌一
神奈川歯科大学健康科学講座災害歯科学分野
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　活性酸素種 （Reactive Oxygen Species; ROS）による酸化ストレスは医科にお
いては生活習慣病，認知症，癌など様々な疾患の主要な原因とされている．歯科
疾患においても酸化ストレスとの関連性については歯科2大疾患である歯周病へ
の関与や古くから歯科臨床で根管消毒剤に ROS が使用されているのにもかかわ
らず，酸化ストレスに関わる研究はいまだ少ない現状が続いていた．この現状を
打開するために私ども研究室では，特異的に活性酸素種を検出・同定可能な電子
スピン共鳴（electron spin resonance; ESR） 法による ROS 検出技術（ESR 生物
医学 · 歯科医学技術）を駆使して歯科疾患あるいは歯科治療に関わる酸化ストレ
ス研究を長年進めてきた．我々は歯周病，顎関節疾患，口腔乾燥症，口内炎，口
腔癌など，主要口腔疾患と酸化ストレスとの関与を報告するだけではなく，歯科
材料としては口腔インプラント療法に用いられるチタンのオッセオインテグレー
ションへの ROS の関与や，歯科接着剤の重合ラジカルの安全性への性格づけに
ついて報告し，さらに唾液タンパクの抗酸化作用などを内外で初めての報告をす
るなどの研究活動を今も続けている．現在はさらに，「人生100年時代」と言わ
れている昨今，高齢になっても健康長寿を実現するために，口腔機能の重要性を
高次脳機能と相互作用から実証する研究や，高齢者や障害者における低栄養，サ
ルコペニアから寝たきりへと負の連鎖を防ぐための未来型歯科・栄養連携による
オーラルフレイル・フレイル研究，そしてこれまでにないオーラルヘルスケア製
品の産学協同による開発などを，ESR 生物医学・歯科医学技術を基盤として積
極的研究を進めている．
　しかしながら，現状医科・歯科臨床の現場で行われている医療・歯科医療に酸
化ストレス学からのイノベーションが起きているとは言い難い．この状況下で
COVID-19パンデミックも重なり，各界でイノベーションが求められている今こ
の時に，我々が続けてきた ESR 生物医学・歯科医学技術を駆使した科学的根拠
に基づき，酸化ストレスの面からも安全であり，かつ超高齢社会を乗り越える健
康長寿延伸を目指した歯科臨床法の開発をようやく実現する時期に来たと感じて
いる．今回の講演では日本歯科薬物療法の SDGs 歯科医療イノベーションの発信
学会としての門出に，本学術大会大会長講演として歯科医療と ROS による酸化
ストレス学の基礎的内容から臨床応用である歯科医療イノベーションを起こす酸
化ストレスエビデンスについてできるだけ分かりやすく話をしたいと思っている
ので，会員の先生方の歯科医療イノベーションの扉を開けるきっかけとなれば幸
いである．

略　　歴

1989年
神奈川歯科大学歯学部薬理学教室
助手

1998年
長期派遣研究員として米国 Johns 
Hopkins 大学医学部に留学

2000年
米国 Johns Hopkins 大学医学部客
員助教授

2006年
神奈川歯科大学歯学部生体管理医
学講座薬理学分野教授

2011年
神奈川歯科大学大学院研究科長

2013年
神奈川歯科大学大学院横須賀・湘
南地域災害医療歯科学研究セン
ター教授

現在
神奈川歯科大学社会歯科学系健康
科学講座災害歯科学分野教授
学校法人神奈川歯科大学　東京歯科
衛生専門学校　副校長
神奈川歯科大学ベンチャー　バイオ
ラジカル研究所 CTO・酸化ストレ
ス /ESR 研究室室長

主な学会活動

日本酸化ストレス学会理事，日本
歯科薬物療法学会理事，Disaster 
Recovery Institute：DRI Japan 理
事，日本抗加齢医学会評議員，歯
科基礎医学会評議員，日本薬理学
会評議員，日本酸化ストレス学会
関東支部会幹事・事務局長，日本 
NO 学会評議員，高血圧関連疾患
モデル学会評議員，日本結合組織
学会評議員，日本抗加齢歯科医学
研究会世話人，日本障害者歯科学
会代議員

主 な 賞

日本酸化ストレス学会学術賞

大会長講演

未来型歯科医療イノベーションに必要な
酸化ストレス学の基礎と臨床

李　昌一
神奈川歯科大学健康科学講座災害歯科学分野
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新副理事長教育講演

神経障害性疼痛治療薬の薬理学
～プレガバリンの基礎と臨床～

佐伯　万騎男
新潟大学歯学部歯科薬理学分野
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　神経障害性疼痛は侵害受容器が刺激されていない状況で痛みが発生するため，
非ステロイド性抗炎症薬の効果が期待できない．プレガバリン（リリカ）は世界
中から出されている神経障害性疼痛の薬物療法ガイドラインの多くで三環系抗う
つ薬のアミトリプチン（トリプタノール他），SNRI のデュロキセチン（サイン
バルタ）などと共に第1選択薬に位置付けられている．カルシウムイオンチャネ
ルの α2δサブユニットに結合し，神経障害後に生じる，第一次中継核レベルでの
神経伝達物質（グルタミン酸等）の一過性放出増大を抑えることで，過剰に興奮
した神経系を沈静化して鎮痛作用を発揮すると考えられている．
　2017年6月，以前から神経障害性疼痛に適応のあったプレガバリンに，口腔内
崩壊製剤（リリカ OD 錠25mg，同 OD 錠75mg，同 OD 錠150mg）が発売された．
成人に対し初期用量1日150mg を2回に分けて投与し，その後1日用量300mg ま
で漸増する．1日最高用量は神経障害性疼痛で600mg となっている．この場合も，
1日2回に分けて投与する．新たに発売されたプレガバリンの口腔内崩壊錠は，
高齢化に伴って急増している高齢者の疼痛患者の利便性向上を目指して開発され
た製剤であり，特に嚥下機能が低下した患者などで有用性が高いと考えられる．
また，既存のカプセル製剤との生物学的同等性も確認されている．
　プレガバリンは薬物相互作用が比較的少ないと考えられるが，高齢者への投与
は特に注意を要する．副作用として，めまい（20％），傾眠（20％）があり，「転
倒」「転倒による骨折」「自動車事故」に至った例が報告されていることから，転
倒や転倒による骨折への注意に加え，自動車の運転等危険を伴う機械の操作を行
わないよう指導することが求められている．プレガバリンの薬物動態学的特性を
理解し，適切な投薬処置を行うことが大切である．

略　　歴

平成7年3月
大阪大学歯学部卒業

平成7年4月
大阪大学歯学部歯科薬物学教室助
手

平成13年4月
文部科学省在外研究員としてテキ
サス大学医学部 Murad 研に留学

平成18年8月
大阪大学大学院歯学研究科歯科薬
物学教室講師

平成26年2月
新潟大学歯学部歯科薬理学分野教
授

所属学会

日本歯科薬物療法学会
日本薬理学会
歯科基礎医学会

新副理事長教育講演

神経障害性疼痛治療薬の薬理学
～プレガバリンの基礎と臨床～

佐伯　万騎男
新潟大学歯学部歯科薬理学分野
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岸本　裕充
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　従来，歯科口腔外科領域における手術においては，HBV，HCV や HIV などに
よる血液媒介感染症による院内感染対策の予防を意識した標準予防策（standard 
precautions；SP）が実践されてきた．SARS-CoV-2による新型コロナウイルス
感染症（COVID-19）の世界的な流行によって，エアロゾルによる感染への対策
も考慮する必要が生じてきた．口腔外科手術を含めた歯科診療においてもエアロ
ゾルを生じることは明白で，エアロゾルとともに口腔細菌が診療環境に飛散する
ことが知られているが，その細菌による感染症の発症は必ずしも明らかになって
いるわけではない．同様に，唾液中に SARS-CoV-2が存在するため，エアロゾル
による飛沫・空気感染のリスクがあるが，当初考えられていた程高くはないとの
意見もある．RNA ウイルスである SARS-CoV-2は変異しやすいため，感染力が
より強力になれば，より強力な対策が必要になる可能性があるが，現在まで口腔
外科手術や口腔ケアに伴うクラスター事例の多発はないことから，現時点での対
策の要点を整理しておくことは悪くない．
　感染の成立には複数の要因が重複するため，予防には「バンドル（束）アプロー
チ」として，いくつかの対策を組み合わせて行い，リスクを下げる考え方がある．
多くを並列すれば効果が高まりそうであるが，遵守率が低下することが多いため，
通常は4つ前後を考える．一例を挙げると，患者には「検温・手指衛生・（抗菌
性薬剤による）洗口・ユニバーサルマスク」，医療者は「手指衛生・個人防護具

（PPE）・エアロゾル対策・（処置・手術の）トリアージ」，また環境として「3密
回避・換気・清掃（消毒）」などの対策も有効である．
　演者は，2021年初頭に出された2つの指針，すなわち「新型コロナウイルス感
染症流行下における口腔外科手術に関する指針」（日本口腔外科学会）と「気管
挿管患者の口腔ケア実践ガイド」（日本クリティカルケア看護学会）の作成に関
わった．前者では抗菌性薬剤による洗口，後者では口腔ケア時の飛沫への対応に
も言及されている．指針の内容も含めて，エアロゾルも意識した感染対策につい
て解説したい．

略　　歴

1989年3月
大阪大学歯学部卒業

1989年6月
兵庫医科大学病院臨床研修医（歯
科口腔外科）

1996年9月
兵庫医科大学歯科口腔外科学講座　
助手

2002年1月～2004年1月
米国インディアナ大学医学部外科
ポスドク

2005年4月
兵庫医科大学歯科口腔外科学講座　
講師

2009年4月
同　准教授

2013年4月
同　主任教授，現在に至る

所属学会

日本口腔外科学会認定　口腔外科専門
医，　同　指導医
日本口腔インプラント学会認定　専門
医，指導医
ICD 制度協議会認定 インフェクショ
ンコントロールドクター
日本口腔感染症学会　理事長
日本歯科薬物療法学会　理事
日本口腔外科学会　理事
日本有病者歯科医療学会　理事
日本口腔リハビリテーション学会　理
事
口腔顔面神経機能学会　理事，他

COVID-19感染対策の臨床最前線　特別講演

口腔外科手術および口腔ケア時に生じる
エアロゾルによる感染への対策

岸本　裕充
兵庫医科大学歯科口腔外科学講座
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　2019年12月，中国湖北省武漢市で端を発したと考えられている新型コロナウ
イルス感染症は瞬く間に世界へと広がりを見せ，WHO（世界保健機関）は2020
年3月11日にパンデミック（世界同時流行）を宣言した．その後も感染拡大は収
まらず，2021年6月1日付の世界の感染者は1億7千万人以上，死者は約356万人
と，依然と収束が見られない状況にある．
　新型コロナウイルスはヒトに感染するコロナウイルスと同種で，その中には，
毎年冬場に流行する風邪のウイルスと，SARS（重症急性呼吸器症候群）や
MERS（中東呼吸器症候群）などの致死率が高いウイルスに分類される．新型コ
ロナウイルス感染症は SARS や MERS に比べ致死率は高くはないものの，人々
に免疫がないこと，また，特効的な治療薬がないことから，インフルエンザに比
べ高齢者や基礎疾患を有する罹患者に重症化する頻度と致死率が高くなる．
　新型コロナウイルス感染症は主に感染者から排出された飛沫を吸いこむことや，
ウイルスを含む飛沫が付着したところに触れ，粘膜を通して体内に侵入すること
によって感染する．また，飛沫に含まれるウイルス量も多いと考えられ，密な環
境で生じるエアロゾル感染が起こりやすいことも指摘されている．さらにインフ
ルエンザと異なり感染したヒトが発症する数日前よりウイルス量が多くなり，発
症する前でも他者に感染させる可能性があることから，会話などヒトと接する状
況ではマスクを着用するという “ ユニバーサルマスキング ” の考え方が浸透して
いる．
　しかしその一方，日々流布される科学的根拠の乏しい多くの情報により，PCR
検査の意義をはじめ過剰な対策など国民に混乱を招き，社会活動にも大きな弊害
が生じているのも現実である．このような新興感染症の発生は環境破壊や人口集
中など全世界的な問題が背景にあることも忘れてはならない．
　最近では一部の国々でワクチン接種が進む中，新たな変異株の出現により，国
によっては感染拡大が続いている．
　このような中で我々が新型コロナウイルス感染症に対して，今までに分かって
きた知見を一度整理し，正しい知識と科学的根拠に基づき，どのように対応して
いくかを考える機会となれば幸いである．

略　　歴

昭和59年3月
北里大学衛生科学学院　卒業（保健
学博士）
三菱化学メディエンス　検査部長　
兼　化学療法研究部長，東海大学医
学部　非常勤講師，国立国際医療セ
ンター　非常勤研究員，東邦大学医
学部看護学科　感染制御学　教授，
東邦大学大学院医学研究科　教授，
河南科技大学（中国　河南省）大学
院　客員教授，

現在
東邦大学看護学部　感染制御学　教
授，大学院　看護学研究科　教授
感染症や院内感染対策など感染制
御学を専門とした研究・教育に携
わる．

学会活動

・日本化学療法学会　評議員
・日本感染症学会　評議員
・日本臨床微生物学会　評議員
・日本性感染症学会　代議員
・日本環境感染学会　評議員
・日本歯科薬物療法学会　理事
・日本防菌防黴学会　理事
・日本ヘリコバクター学会　代議員
・ 日本バイオフィルム学会　理事（第

30回学術大会　会長）
・緑膿菌感染症研究会　運営委員　他

研究業績

・研究論文数　303編（欧文［国際］
102編，和文［国内］誌　201編）

そ の 他

・文部科学省専門調査員（ライフサ
イエンス）

・ 平成9年5月　　上田泰記念感染症・
化学療法研究奨励賞（日本化学療
法学会）受賞

・ 日本歯科医師会　新型インフルエン
ザ対策ワーキングチーム　委員など
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小林　寅喆
東邦大学看護学部　感染制御学
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　新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）に感染する際，宿主細胞側に存在する受
容体としてアンジオテンシン変換酵素2（ACE2）が知られています．遺伝子デー
タベースでは，肺と同様に唾液腺にも ACE2が発現することが示唆されていま
したが，過去にヒト唾液腺組織に ACE2タンパクが局在する根拠論文は報告さ
れていませんでした．
　2020年，我々はヒト口腔・咽頭粘膜に存在する小唾液腺・大唾液腺の導管上
皮に ACE2が著明に発現することを明らかにしました．本結果により，SARS-
CoV-2は肺に直接感染するケースと唾液腺に感染するケースが考えられるように
なりました．健康な若年者が感染する場合，無症候感染や軽症患者として，唾液
の飛沫から SARS-CoV-2を拡散し，後遺症も比較的少なく治癒していきます．し
かしながら，高齢者や呼吸器疾患患者の場合，感染すると自らの唾液を誤嚥（不
顕性・顕性）し，呼吸器感染から重篤化する傾向があります．口腔機能の差違に
より症状の悪化が生じる可能性が示唆されました．
　これまでに我々は誤嚥性肺炎を防ぐために口腔ケア活動を行ってきました．そ
こで新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対する対策を考慮し，「MA-T」（要
時生成型亜塩素酸イオン水溶液）を用いた口腔ケア用品を開発しました．MA-T
は画期的な触媒技術により，通常はほぼ水に近い状態でありながらウイルスや菌
がある時だけ姿を変えて攻撃し分解します．高い安全性を備えた優れた除菌消臭
剤です．すでに全ての航空機やオリンピック・パラリンピックの聖火リレーにお
いてアルコール消毒の代わりに利用されています．開発中偶然に，除去しづらい
喀痰・剥離上皮・血餅等の口腔内の汚染物を柔らかくする作用を発見しました．
研究を重ねていくうちに，口腔ケアを安全に手早くでき，効果的な除菌・消臭だ
けでなく，汚れの再付着を抑制できることが分かりました（発明届提出後，特許
出願中）．コロナ禍の医療現場・介護現場における新たな感染対策として提案し
ていきたいと思います．

略　　歴

1991年
徳島大学歯学部　卒業
大阪大学　歯学部附属病院　第一口
腔外科 研修医

1994年
大阪警察病院　歯科口腔外科 医員

2000年
米国国立衛生研究所（NIH） 客員
博士研究員

2001年
日本学術振興会 海外特別研究員

2004年
大阪大学　歯学部附属病院　口腔外
科（制御系） 講師

2006年
米国国立衛生研究所（NIH） 客員
教授
大阪大学　歯学部附属病院　顎口腔
機能治療部　部長
大阪大学　大学院歯学研究科　顎口
腔機能治療学教室　教授

主な学会活動，役職，資格

日本口腔科学会 理事　第75回学術集
会会長（2021）　編集委員長　認定医・
指導医
Oral Science International, Chief edi-
tor
日本口蓋裂学会 理事　認定医・指導
医，日本抗加齢医学会 理事，専門医
International Confederation of Cleft 
Lip & Palate, Related Craniofacial 
Anomalies
15th President（2022-2025）（国際口
蓋裂・頭蓋顔面異常学会15代会長）
日本唾液腺学会　常務理事，日本口腔
リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 学 会　 理 事，
IADR 評議員
STOP 感染症2020戦略会議　口腔ケ
アワーキンググループ主査（レジリ
エンスジャパン）
2025年大阪・関西万博「未来の病院 
先端医療展示」部門アドバイザー
日本口腔外科学会認定口腔外科 専門
医・指導医

主な受賞歴

第16回歯科基礎医学会 ライオン学
術賞（2016年）
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最新臨床シンポジウム

感染制御を目指したエビデンスに基づく
インプラントロジーの新展開

日本歯科薬物療法学会，日本口腔インプラント学会共催
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　ブローネマルクがチタンが骨と直接接触する，オッセオインテグレーションを
発見したのが1950 年代で，この発見が現代インプラントの礎を築いている．こ
のオッセオインテグレーションの概念は「骨とインプラントが直接結合する」と
されていたが，周囲既存骨からインプラントへと骨が徐々に添加していく隔離性
骨形成では骨形成に関与しない細胞が介在する可能性や創傷治癒の初期過程に間
葉系幹細胞がインプラント表面に移動して骨芽細胞へと分化することで骨を形成
していく接触性骨形成というとらえ方もあり，現在もまだチタンの生体親和性と
ともにメカニズムが解明されたとはいえない現況である．私たちは生物医学応用
に関わる電子スピン共鳴 （electron spin resonance; ESR） 技術を駆使して，口腔
領域における活性酸素種（Reactive Oxygen Species; ROS）による酸化ストレス

（oxidative stress）評価と薬物・材料・食品などの ROS を消去・無毒化する能力
である抗酸化能の評価法をこれまで確立してきた．この過程の中で，チタンの表
面は大気中で瞬時に二酸化チタン膜によって不動態化され，正孔反応により
ROS を産生すると言われており，藤島 - 本田効果として知られている二酸化チタ
ンの光触媒機能も同様に ROS を産生する．この ROS の明確な同定はされていな
かったため，この機能の歯科臨床応用を ESR 技術で実現するために行った実験
において，われわれは内外で初めて光触媒機能によらない二酸化チタンから
ROS であるヒドロキシルラジカルを過酸化水素存在下で同定することに成功し
た．このエビデンスは，生体材料として用いられるチタン表面では細胞において
常時存在する ROS である過酸化水素から反応性に富むヒドロキシルラジカルが
産生していることを意味しており，このヒドロキシルラジカルの抗菌作用が持続
することで，チタンインプラント療法において生態親和性とオッセオインテグ
レーションに関与している可能性を示唆することができた．今回のシンポジウム
では，先に述べたオッセオインテグレーションと ROS の基礎の確認とさらに，
口腔環境の酸化ストレスの状況を唾液による抗酸化能評価から確認したエビデン
スを加えて，インプラント療法の今後鍵となる新しい ROS 制御による感染制御
による接着不良を起こさないインプラント療法について議論したい．

略　　歴

1989年
神奈川歯科大学歯学部薬理学教室
助手

1998年
長期派遣研究員として米国 Johns 
Hopkins 大学医学部に留学

2000年
米国 Johns Hopkins 大学医学部客
員助教授

2006年
神奈川歯科大学歯学部生体管理医
学講座薬理学分野教授

2011年
神奈川歯科大学大学院研究科長

2013年
神奈川歯科大学大学院横須賀・湘
南地域災害医療歯科学研究セン
ター教授

現在
神奈川歯科大学社会歯科学系健康
科学講座災害歯科学分野教授
学校法人神奈川歯科大学　東京歯科
衛生専門学校　副校長
神奈川歯科大学ベンチャー　バイオ
ラジカル研究所 CTO・酸化ストレ
ス /ESR 研究室室長

主な学会活動

日本酸化ストレス学会理事，日本歯
科薬物療法学会理事，Disaster Re-
covery Institute ：DRI Japan 理 事，
日本抗加齢医学会評議員，歯科基礎
医学会評議員，日本薬理学会評議員，　
日本酸化ストレス学会関東支部会幹
事・事務局長，日本 NO 学会評議員，
高血圧関連疾患モデル学会評議員，
日本結合組織学会評議員，日本抗加
齢歯科医学研究会世話人，日本障害
者歯科学会代議員

主 な 賞

日本酸化ストレス学会学術賞

最新臨床シンポジウム　［ 感染制御を目指したエビデンスに基づくインプラントロジーの新展開 ］

歯科インプラント臨床応用の 
チタンの生体親和性と感染制御の最新エビデンス
― オッセオインテグレーションに関わる

活性酸素種の役割と臨床応用―

李　昌一
神奈川歯科大学健康科学講座災害歯科学分野
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　日常，臨床においてインプラント治療は歯の欠損部における機能回復のための
治療法の選択枝となってきている．その際，術前の診査は軟・硬組織両面から実
施されなければならない．硬組織の術前診断は CBCT 等の普及，さらにシュミ
レーションソフト等の応用により格段に進歩してきている．一方，術前の軟組織
の術前診断は硬組織の診断に比較して十分とは言い難い．インプラント周囲の組
織としては，インプラント周囲溝を介して，角化付着粘膜もしくは歯槽粘膜が存
在している．インプラント周囲の角化付着粘膜では，天然歯の歯槽上線維装置と
異なり，セメント質の介在がなくインプラント体への付着は脆弱である．これま
で，角化付着粘膜の臨床的な意義について，周囲組織の健康維持，機械的プラー
クコントロール，審美性の確保，周囲組織の退縮防止などが報告されてきた．し
かしながら，現時点では角化付着粘膜の必要性については，明確なエビデンスは
十分とは言えない．ここで，インプラント治療後の合併症についてみると，イン
プラント周囲軟組織を初発とする炎症性疾患としてインプラント周囲粘膜炎やイ
ンプラント周囲炎が多く報告されている．日常臨床では，これらに関連して全身
疾患との関連，歯周病との因果関係など多くのリスクも存在している．このよう
な背景から，インプラント周囲軟組織の質を改変し，感染に対する防御の試みを
目的として遊離歯肉移植や結合組織移植をはじめとするソフトティッシュマネー
ジメントとして歯周形成手術（歯肉歯槽粘膜形成術）が実施されている．
　そこで，本講演ではインプラント周囲の軟組織の質や環境を見直すことにより，
インプラント周囲の健康維持や感染予防の観点から症例を交えながら講演する予
定である．

参考文献
・児玉利朗：インプラント・歯周再建治療のティッシュマネージメント～再生環境を考慮し

た組織再建テクニック～，医学情報社，東京，2021年
・和泉雄一，児玉利朗，松井孝道編著：新インプラント周囲炎へのアプローチ，永末書店，

東京，2010年
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2013年
神奈川歯科大学客員教授

2014年
神奈川歯科大学大学院歯学研究科　
高度先進口腔医学講座
インプラント・歯周病学分野教授

2016年
神奈川歯科大学附属
横浜研修センター・横浜クリニッ
ク副院長

2020年
神奈川歯科大学附属
横浜研修センター・横浜クリニッ
ク院長

現在に至る

所属学会

神奈川歯科大学歯科インプラント学
講座高度先進インプラント歯周病学
分野教授
歯周病専門医，日本歯周病学会理事・
指導医
日本口腔インプラント学会専門医・
指導医
日本歯科産業学会理事
ITI フ ェ ロ ー（International Team 
for Implantology）

最新臨床シンポジウム　［ 感染制御を目指したエビデンスに基づくインプラントロジーの新展開 ］

感染防御の視点から
インプラント周囲軟組織を再考する

児玉　利朗
神奈川歯科大学歯科インプラント学講座　高度先進インプラント・歯周病学分野　教授
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　デンタルインプラントの手術併発症の一つに上顎洞炎がある．日本顎顔面イン
プラント学会の研修施設を対象にした，3年毎の「インプラント手術関連の重篤
な医療トラブルアンケート調査」において，術後の上顎洞炎は，過去3回の調査
で常に3位以上の上位にあり，本疾患に対する予防と対応は，喫緊の課題となっ
ている．

シンポジウムでは，先ず，インプラント治療と上顎洞炎とに関わる文献レビュー
を示す．上記のアンケート調査では，インプラント手術が関連した上顎洞炎の代
表的な原因として，上顎洞粘膜の穿孔や損傷，上顎洞底挙上術における自家骨や
骨補填材の上顎洞内への漏洩，診断の誤り，インプラント体の上顎洞内への突出
を挙げているが，文献検索においては，これらに加え，ザイゴマインプラント症
例での上顎洞炎の発生が10％程度見られていることがメタアナリシスで指摘さ
れている．
　上顎洞関連の併発症では，インプラントの上顎洞内迷入も上顎洞炎と同様に多
く，こちらも上記アンケートで継続して3位以上となっている．インプラントの
上顎洞内迷入と上顎洞炎とは併発することがあるため，関連性に留意して診断，
治療に臨む必要がある．
　上顎洞炎の治療法については，鼻性である場合は薬物療法が最初に試みられる．
実際の臨床では，細菌培養の結果で薬物選択を行うことは殆ど無く，主な起炎菌
がインフルエンザ菌や肺炎球菌であることを前提として，急性期では，ペニシリ
ン系やセフェム系抗菌薬を初期投与し，改善しない場合や重症の場合にはニュー
キノロン系抗菌薬が使用される．1～2週間の上記抗菌薬治療を行っても症状が
改善されず慢性化している場合には，マクロライド療法（マクロライド抗菌薬の
少量長期投与）を行い，それでも無効の場合は，内視鏡下鼻副鼻腔手術（Endo-
scopic Sinus Surgery, ESS）を適用することが多い．また，CT 所見で，解剖学
的に上顎洞自然口が狭窄して鼻中隔弯曲も伴っている場合は，マクロライド療法
を経ずして，ESS を行うこともある．
　一方，インプラント手術が上顎洞炎の原因である場合，特に，上顎洞内にイン
プラント体や移植材料が迷入していて自然口からの自然排出も望めない状況では，
口腔側からのインプラント体や移植材料の摘出術と，ESS による自然口の開大
処置とが行われる．
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東北大学歯学部卒業
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国家公務員共済立川病院歯科口腔
外科医員

1991年
清水市立病院（現，静岡市立清水
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2012年
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2018年
神奈川歯科大学顎・口腔インプラ
ント科診療科教授

2021年
神奈川歯科大学歯学部歯科インプ
ラント学講座顎・口腔インプラン
ト学分野教授

現在に至る

所属学会

医学博士，日本口腔外科学会専門医・
指導医，日本顎顔面インプラント学
会専門医・指導医・理事，日本口腔
インプラント学会会員・評議員，日
本がん治療認定医機構暫定教育医・
認定医（歯科口腔外科），日本顎関節
学会専門医・指導医，慶應義塾大学
医学部客員教授，慶應義塾大学ハプ
ティックス研究センター上席研究員，
日本顎顔面再建先進デジタルテクノ
ロジー学会理事
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インプラント術後の上顎洞炎とその対応

河奈　裕正
神奈川歯科大学歯学部　歯科インプラント学講座　顎・口腔インプラント学分野
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　インプラント治療における抗菌薬投与のほとんどは，インプラント埋入後，あ
るいは骨造成後の感染予防を目的として行われる．インプラント周囲炎などの感
染症治療のために投与されることもあるが，ほぼ手術部位感染（surgical site in-
fection: SSI）の予防として投与されているといっても過言ではない．当然ながら，
SSI 予防と感染症治療では抗菌薬の投与目的が異なるので，それぞれの処方内容
も異なるはずである．しかし，日常の臨床で行われている処方内容は SSI 予防と
感染症治療ともほぼ同じ（1日3回3日分） ではなかろうか．つまり，SSI 予防を
意識して処方されていないのが現状なのである．さらに，まだ第三世代のセフェ
ム系抗菌薬が処方されていることも少なくない．
　インプラント埋入における抗菌薬の予防投与に関する臨床研究の報告は多い．
2019年のシステマティックレビューとメタアナリシス （J Clin Periodontol. 
2019;46:382–395） によると，インプラントの早期脱落を予防する投与法として手
術1時間前の AMPC 3.0 g 単回経口投与が推奨されている．ただし，これは1つ
の RCT の結果に基づくものであり，多くの RCT では AMPC 2.0 g が投与され
ている．投与量については，埋入本数や患者の SSI リスクなどを考慮すべきであ
るが，いずれにしても埋入後早期のインプラント脱落の一因に SSI が関与するこ
とは明らかである．つまり，インプラント埋入における SSI 予防のための抗菌薬
投与プロトコールは，術前の単回投与であり，1日3回3日分のような連用投与
ではない．
　現在，薬剤耐性（Antimicrobial resistance: AMR）が大きな問題となっている．
これまで，本学会をはじめ，関連学会や地区歯科医師会，スタディグループなど
での講演，あるいは日本歯科医師会雑誌，歯科商業誌などを通じて，AMR の現
状と歯科における抗菌薬の適正使用（antimicrobial stewardship: AMS）に関す
る情報を伝えてきた．そこで，本シンポジウムは「インプラント治療における
SSI 予防」と題し，AMR を考慮した抗菌薬の選択と，SSI 予防を目的にしたイ
ンプラント埋入や関連手術後の予防的抗菌薬投与の具体的な処方例，さらにイン
プラント周囲炎などに対する治療的抗菌薬の投与について考えてみたい．
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歯科医師・歯科衛生士・栄養士連携への
未来シンポジウム

歯科栄養療法の幕開けと
オーラルフレイル対策の最前線
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ヒトが老いる坂道をゆるやかにし要介護状態にさせない，すなわち健康寿命延
伸に寄与するために歯科医師はフレイルを正しく理解し，オーラルフレイルを早
期予防することが求められている．口腔機能低下症やオーラルフレイルという言
葉は浸透してきているが，消化管の入り口である口腔機能が及ぼす全身への影響
については10万人の歯科医師すべてには響いていない．消化管の大きな役割は
いうまでもなく体に必要な栄養分を吸収することで，口腔は食物を噛み砕き，唾
液によってデンプンを分解し，食道へと送り込んでいる．歯科は咀嚼嚥下機能に
大きな役割を果たしてきたが，これからは噛めることや飲み込むことだけではな
く，生活習慣病を予防するために何をどのように食べるかを説明できる栄養学的
な視点，臨床歯科栄養学が大切である．
　2017年神奈川県歯科医師会で行った口腔ケアによる健康寿命延伸事業におい
て，オーラルフレイル該当者は外来通院している65歳以上の患者のうち24.1％
という衝撃的なデータが示された．2018年度に海老名市歯科医師会は55歳以上
の海老名市民を対象にオーラルフレイルセルフチェック表と BDHQ（食習慣・
栄養に関する調査票）によるアンケート調査「海老名市オーラルフレイル予防推
進事業委託事業」（海老名スタディー）を行った．オーラルフレイル該当者は
907名（平均年齢71.7歳）のうち276名30.4％にみられた．BDHQ ではビタミン A，
ビタミン B1，食物繊維が不足しており，塩分過多である実態が浮かび上がった．
また2019年から海老名市で行っているオーラルフレイル健診事業ではオーラル
フレイル該当者は815名のうち128名15.7％であった．また市販の体組成計を用
いた評価では除脂肪体重指標（Fat Free Mass Index: FFMI）を求めて口腔機能
健常群（健常群），プレオーラルフレイル群（プレ群），オーラルフレイル群（フ
レイル群）で比較し検討した．70-74歳における FFMI の平均は男性17.7±1.4
kg/m2，女性15.3±1.2 kg/m2とされているが，男性では健常群18.70，プレ群
18.34，フレイル群18.22，女性健常群15.58，プレ群15.39，フレイル群15.38と男
女とも健常，プレ群，フレイル群と FFMI も低下しており，筋肉量の重要性も
明らかとなった．
　市販されている体組成計を用いて新しい健康の目安として除脂肪量，筋肉量に
対する意識を高めることができた．老後に貯筋ができるような口づくりはもちろ
んのこと，食事指導がこれからの歯科医師，歯科衛生士に課せられた課題である．

略　　歴

1990年3月
日本歯科大学歯学部　卒業

1990年4月
東京医科歯科大学第二口腔外科　入局

2001年4月
海老名総合病院　歯科口腔外科　医長

2008年6月
海老名総合病院　歯科口腔外科　部長

主な社会活動

日本歯科大学生命歯学部　客員教授
鶴見大学歯学部　非常勤講
日本臨床栄養代謝学会　理事・代議員
日本有病者歯科医療学会　理事
日本口腔外科学会　代議員
日本顎顔面インプラント学会　運営審
議委員
日本病院歯科・口腔外科協議会　理事
日本リハビリテーション栄養学会　学
術評議委員
日本口腔リハビリテーション学会　代
議員
PDN　理事
日本アジア健康科学支援機構　理事
海老名市歯科医師会　理事
神奈川県歯科医師会　神奈川県 HIV
歯科診療体制運営検討委員会　委員
日本病院会　栄養管理委員会　委員
日本老年歯科医学会　社会保険委員会　
委員
日本口腔検査学会　広報委員会　委員
神奈川摂食嚥下リハビリテーション
研究会　会長

資　　格

歯学博士
日本口腔外科学会　専門医
日本有病者歯科医療学会　指導医
日本静脈経腸栄養学会　認定歯科医
日本摂食嚥下リハビリテーション学
会認定士
日本サルコペニア・フレイル学会認
定指導士
The International Congress of Oral 
Implantologists（ICOI）  FELLOW
ICD 制度協議会認定　Infection Con-
trol Doctor（ICD）

歯科医師・歯科衛生士・栄養士連携への未来シンポジウム　［ 歯科栄養療法の幕開けとオーラルフレイル対策の最前線 ］

オーラルフレイルと臨床歯科栄養学

石井　良昌
海老名総合病院歯科口腔外科
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　「人生100年時代」と言われている今，高齢になっても様々な社会活動に参加
できることは，まさに健康寿命を実感し，生きがいを感じる大切な要素です．し
かしながら，ライフステージにおいて，多くの高齢者や障害者では疾患への罹患
をきっかけに様々な機能が低下し，低栄養，サルコペニアから寝たきりへと負の
連鎖が起こります．その最初の要因の1つが歯科疾患です．う蝕，歯周病による
歯の喪失に伴う咀嚼力の衰えにより固いものから，やわらかいものへと嗜好が変
わることで，さらに咀嚼・嚥下に関連する筋力が衰えるといった悪循環に陥りや
すくなります．この歯科疾患から始まるオーラルフレイルは，口腔機能の衰えで
あり，食欲の低下，さらには全身の機能低下であるフレイルを経て，サルコペニ
アや低栄養などへと進み，要介護状態へとつながる可能性が高いです．さらに食
を味わう，会話を楽しむなどの食生活や人や社会との関わりの減少を招くことか
ら，フレイル予防の重要性が強く指摘されています．すなわち，オーラルフレイ
ル・口腔機能の低下を予防することはフレイル予防につながり，ひいては健康長
寿の延伸を実現するために重要であるのです．歯科疾患への罹患からオーラルフ
レイル・口腔機能低下症への悪循環を断ち切るためには，早期より口腔の健康管
理を行うことは非常に重要ですが，加齢に伴う歯科疾患の進行抑制や口腔機能の
維持は十分ではない現状であり，その予防への道筋は示されていません．
　我々はこれまで，健常児・者，要介護高齢者，障害児・者において，歯科疾患
への罹患状況，舌苔の付着度，オーラルディアドコキネシス，最大舌圧，安静時
唾液分泌量などにより口腔機能の状態を評価し，さらに唾液の抗酸化能，食生活
との関連性を含め，オーラルフレイルの要因について，エビデンスを蓄積してき
ました．活性酸素による酸化ストレスは多くの病気の発症に関わり，この酸化ス
トレスがサルコペニアとの関わりが深いことが明らかとなってきています．これ
らの研究成果をもとに，適切かつ効果的な口腔機能訓練やオーラルフレイル・フ
レイル予防のために，何をどのようにして食べるかといった「食べる科学」とし
ての栄養学的な視点を取り入れたオーラルフレイル予防の臨床展開へとつながる
最新エビデンスを紹介できれば幸いです．

略　　歴

1991年
神奈川歯科大学歯学部卒業

1991年
神奈川歯科大学歯学部　障害者歯科
学教室助手

2002年
同　講師

2008年～2010年
ボストン大学歯周病・生物学講座
長期派遣研究員

2009年
同 兼任講師

2017年
神奈川歯科大学大学院 歯学研究科 
全身管理医歯学講座 講師

2021年
神奈川歯科大学 全身管理歯科学講
座 障害者歯科学分野　准教授（分
野長）

現在に至る

所属学会

一般社団法人日本障害者歯科学会理
事・専門医指導医・指導医・認定医
一般社団法人日本老年歯科医学会代
議員・指導医・専門医・認定医
一般社団法人日本抗加齢医学会評議
員・専門医
一般社団法人日本摂食嚥下リハビリ
テーション学会 認定士
日本ダウン症学会理事
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エビデンスに基づいた
オーラルフレイル診断・予防の最前線

小松　知子
神奈川歯科大学全身管理歯科学講座障害者歯科学分野
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　入院患者における口腔管理や医科歯科連携の重要性が指摘されているが，実臨
床ではまだ軽視されることも耳にする．また，病前の生活習慣において，口腔環
境，口腔機能が廃絶状態を呈している患者では，受傷後のリハビリテーションに
おいても経口摂取獲得に難渋する症例も経験する．脳卒中領域のみならず，頚髄
損傷など，様々な疾患において栄養管理が重要となった際に改めて口腔管理の重
要性に気付かれる事も少なくない．「口から食べられる」事は時に重要なキーワー
ドとなりうる．口腔を整え，復帰後の生活に口腔管理を取り入れていくことは，
歯科領域のみならず，栄養管理や ADL，QOL にも多大な影響を及ぼす．
　また，在宅で介護を受ける高齢者の約8割が何らかの口腔機能障害を呈してい
る事が明らかになっている．急性期医療を提供する病院に入院する患者の口腔問
題は約9割，回復期リハビリテーション病棟を有する病院での口腔問題は約8割
にのぼる．この中で無事に口腔問題を解決でき，退院後，元気に美味しく，好き
なものを食べられる患者はどれくらいの割合であろうか．当院の調査では，入院
患者においてサルコペニアを約5割，なんらかの栄養障害を約8割有している．
これらの患者において，口腔に関わる介入が何もなく，この先の未来や生涯経口
摂取を獲得できている患者はいかほどであろうか．「オーラルフレイル」を打破し，

「オーラルサルコペニア」をなくしていき，全身管理の中での「口腔管理」を行っ
ていかなければならないと考える．
　一方で，口腔管理を行うことにより良好なエビデンスも得られている．口腔問
題は退院時 ADL や入院期間，在宅復帰，死亡率などの臨床転帰とも関連が認め
られており，歯科衛生士の介入についても関連が明らかとなっている．
　「いつまでも美味しく食べて元気に」．誰もが願うキーワードだが，口腔管理や
その先にある栄養管理は勿論の事，身体活動，社会活動，QOL なども視野に入れ，
個々が願うゴールに向かい望む生活が送れるように，支援していく必要がある．

略　　歴

熊本県出身
熊本県歯科医師会立熊本歯科衛生士
専門学院卒業 一般開業医就職後療養
型病院，訪問歯科，老健等を経て
平成23年熊本リハビリテーション病
院歯科口腔外科勤務

受 賞 歴

第32回日本静脈経腸栄養学会学術集
会　フェローシップ賞受賞

資 格 他

日本臨床栄養代謝学会　栄養サポート
チーム（NST）専門療法士
日本臨床栄養代謝学会　代議員
日本摂食嚥下リハビリテーション学
会認定士
日本リハビリテーション病院・施設
協会　医科歯科連携推進委員会委員
日本リハビリテーション栄養学会理
事 PEG ケアカンファレンス熊本世話
人 日本サルコペニアフレイル学会評
議員

歯科医師・歯科衛生士・栄養士連携への未来シンポジウム　［ 歯科栄養療法の幕開けとオーラルフレイル対策の最前線 ］

歯科衛生士から考えるオーラルフレイルの現状と課題
―ADL，QOL を上げていく，美味しく食べていくための口腔管理

白石　愛
熊本リハビリテーション病院
サルコペニア・低栄養研究センター / 歯科口腔外科
歯科衛生士
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オーラルフレイルは口腔機能の低下，さらには全身のフレイルや低栄養につな
がり，健康寿命を脅かすものとなり得る．近年，歯科は咀嚼障害へのアプローチ
や口腔管理にとどまらず，摂食機能の維持・改善，さらには栄養状態の維持・改
善を求められるようになった1）．また，令和3年度の介護報酬改定においては，「自
立支援・重度化防止の取組の推進」のために，リハビリテーション，口腔，栄養
が一体となって取り組むことが期待されている．地域住民が住み慣れた自宅に自
立して住み続けるためには，食事をきちんととれるかどうかが重要な鍵の一つと
なる．地域の歯科の役割は，栄養と結びつき，地域住民の「しっかり食べる」こ
とを支えることではないだろうか．
　日本歯科大学 口腔リハビリテーション多摩クリニックでは，患者の「食べる」
ことを多職種協働によって支援している．当院の管理栄養士は患者の栄養状態を
評価し，患者やその家族が「何をどれだけ食べれば（食べさせれば）よいか」を
理解し，適切な食事を実践できるよう指導している．栄養指導のための特別な時
間や診療室を設けておらず，歯科医師による診療の場に管理栄養士が同席する体
制をとっている．この体制により，歯科医師による摂食嚥下機能に関する情報と，
管理栄養士による栄養状態や食環境に関する情報を，互いに共有することができ
る．そして，食形態や食事方法，環境調整の方法などについて共通認識を持ち，
さらに今後想定される問題点について話し合っている．
　「噛みづらい」「飲み込みづらい」「食欲がない」などを訴える患者の問題を，
直ちに解決できないことはしばしばある．そのため，患者は問題を抱えたまま食
事を摂らねばならないこともあるだろう．何も対策を講じなければ，食事量が減
り，さらに食欲が低下し，フレイルに陥ることは想像に難くない．そのため，患
者の口腔機能改善のみを目指すのではなく，食べづらくても，食欲がなくても，
効率よく栄養補給できる食事を提案することが求められる．
　歯科に勤務する管理栄養士の中には，疾病予防や介護予防に関わることを志望
して歯科領域に飛び込んだ者も少なくない．オーラルフレイルや口腔機能低下に
関わることは，管理栄養士にとっても大きなやりがいとなる．栄養もまた，歯科
との連携を求めているのである．

1）日本老年歯科医学会．『歯科医師と管理栄養士が一緒に仕事をするために』学会の立場表明．
2018

略　　歴

2012年
神奈川県立保健福祉大学保健福祉
学部栄養学科卒業．

2012年
日本歯科大学　口腔リハビリテー
ション多摩クリニック入職，現在
に至る．
摂食嚥下障害を有する外来・在宅
患者に対する栄養指導および食支
援に従事．

所属学会

日本老年歯科医学会，日本摂食嚥下
リハビリテーション学会，日本在宅
栄養管理学会，日本臨床栄養代謝学
会，日本健康・栄養システム学会

発表（筆頭演者）

日本老年歯科医学会（2013年，2014
年，2017年，2019年，2020年）
日本摂食嚥下リハビリテーション学
会（2013年）
日本在宅栄養管理学会（2017年）

シンポジスト

日本在宅医療連合学会（2019年）
日本老年薬学会（2018年）

著書（共著）

『歯科と栄養が出会うとき―診療室か
らはじめるフレイル予防のための食
事指導』医歯薬出版

『子どもとその口腔の診かた　口腔機
能発達不全に向き合うための視点』
医歯薬出版

『ミールラウンド＆カンファレンス』
医歯薬出版

『食事療法はじめの一歩シリーズ　誤
嚥性肺炎を防ぐ安心ごはん』女子栄
養大学出版部
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歯科と栄養が出会うとき
～フレイル予防のための食事指導～

尾関　麻衣子
管理栄養士 / 摂食嚥下リハビリテーション栄養専門管理栄養士 / 日本摂食嚥下リハビリ
テーション学会認定士 / 在宅訪問管理栄養士
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日本歯科薬物療法学会・日本口腔感染症学会
連携ワークショップ

感染症に対する薬剤の適正使用
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　超高齢社会における感染症予防に関する歯科的アプローチとしてのオーラルケ
アの実践が今後必須となり，歯科的ニーズの重要性が高齢者医療・介護分野にお
いて注目されている．オーラルケアは歯ブラシなどによる機械的清掃だけに頼る
ことが困難なケースでは，薬液などによる化学的清掃の効果を併用が効果的であ
る． 現状では歯科医師，歯科衛生士，介護士，看護師の判断による洗口剤・含
嗽剤の使用は，商品の抗菌作用を中心とした知識と経験的な臨床実感に従った判
断による使用で実践されている．洗口剤・含嗽剤の作用機序においても，感染の
原因である細菌に対する抗菌効果のみを検討するばかりで，口腔内炎症で細菌の
感染防御に重要な役割を担う炎症性細胞からの活性酸素種（reactive oxygen
species; ROS）による酸化ストレスとの関連性についての報告は ROS による酸
化ストレスを減弱する抗酸化作用が間接的に検討されている現状のみである．し
たがって，口腔感染症を防御するオーラルヘルスケア商品のエビデンスとしては，
抗菌作用を検討するだけではなく，口腔感染症により過剰に産生される ROS へ
の抗酸化作用の検討が必要である．我々は薬剤，飲食料品，サプリメントの開発
につながる ESR 法による抗酸化評価法をすでに確立しているので，今回洗口剤・
含嗽剤の抗酸化評価の検討を行なった．洗口剤・含嗽剤として広く使用されてい
るリステリン NC とネオステリンの抗菌作用は確認されたが，実際に使用されて
いる濃度による抗菌効果は十分すぎるほどで，消毒薬として用いられている過酸
化水素（H2O2）と匹敵するものであった．洗口剤・含嗽剤の抗酸化効果におい
てはリステリン NC と炭酸水素ナトリウムのように優れた抗酸化効果を確認され
たものもあったが，ネオステリン ® グリーンのように，抗酸化作用が強くない
ものもあった．今回の洗口剤・含嗽剤の抗菌・抗酸化作用の検討で，連携作用が
見られたのは，リステリン NC と炭酸水素ナトリウムであった．ESR 法による
抗酸化能評価と連携した抗菌作用の検討が，直接的な炎症反応による過剰な
ROS 産生作用を抑制することで，生体により安全な抗菌作用を有する洗口剤を
開発するトランスレーショナルリサーチに有用であることも示唆された．また，
安全な抗菌作用の観点では洗口剤・含嗽剤の過剰な抗菌作用を発揮する濃度での
オーラルフローラに対する影響への検討も今後進めることで，口腔内環境に適正
な抗菌作用濃度のエビデンスも今後さらに必要になると考えられる．将来的にこ
れらのエビデンスに基づいた患者のオーラルフローラに適した洗口剤・含嗽剤の
開発について議論したい．

略　　歴

1989年
神奈川歯科大学歯学部薬理学教室
助手

1998年
長期派遣研究員として米国 Johns 
Hopkins 大学医学部に留学

2000年
米国 Johns Hopkins 大学医学部客
員助教授

2006年
神奈川歯科大学歯学部生体管理医
学講座薬理学分野教授

2011年
神奈川歯科大学大学院研究科長

2013年
神奈川歯科大学大学院横須賀・湘
南地域災害医療歯科学研究セン
ター教授

現在
神奈川歯科大学社会歯科学系健康
科学講座災害歯科学分野教授
学校法人神奈川歯科大学　東京歯科
衛生専門学校　副校長
神奈川歯科大学ベンチャー　バイオ
ラジカル研究所 CTO・酸化ストレ
ス /ESR 研究室室長

学会活動

日本酸化ストレス学会理事，日本歯
科薬物療法学会理事，Disaster Re-
covery Institute：DRI Japan 理 事，
日本抗加齢医学会評議員，歯科基礎
医学会評議員，日本薬理学会評議員，　
日本酸化ストレス学会関東支部会幹
事・事務局長，日本 NO 学会評議員，
高血圧関連疾患モデル学会評議員，
日本結合組織学会評議員，日本抗加
齢歯科医学研究会世話人，日本障害
者歯科学会代議員

主 な 賞

日本酸化ストレス学会学術賞

ワークショップ　［ 感染症に対する薬剤の適正使用 ］

これからの感染症予防・オーラルケアに必要な含嗽剤・
洗口液のエビデンスの検証
― 抗菌作用・抗酸化作用よるオーラルフローラに 

適した含嗽剤・洗口液の開発への応用―

李　昌一
神奈川歯科大学健康科学講座災害歯科学分野
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　持続可能な開発目標（SDGs）はグローバルな課題ですが，歯科医療において，
障害や疾患の有無，国籍等に関わらず，すべての人が口腔の健康を維持，向上あ
るいは回復するための機会を平等に得られるよう努めることは，「目標3」の「す
べての人に健康と福祉を」と「目標10」の「人や国の不平等をなくそう」につ
ながると考えます．例として，「HIV 感染症」は身近な感染症であり，標準予防
策（standard precautions）で対応可能な感染症ですが，歯科受診において特別
な対応が必要であると誤解されていることがあります．障害や疾患を有する患者
等は，歯科受診の機会を必ずしも平等に得られていないのが現状と思われます．
　また，「目標12」の「つくる責任，つかう責任」については，歯科で使用する
化学物質や廃棄物の管理と処理を行う責任と関連しています．歯科においては，
多くの器材が使用後に洗浄され，消毒または滅菌の過程を経て再利用されていま
す．院内感染対策は歯科診療において欠くことができないものですが，滅菌前の
一次消毒等，不要な消毒が行われている施設も散見されます．加熱滅菌できない
歯科器材等に消毒薬を使用する際には，職員の健康被害に配慮し，環境に配慮し
た取り扱いを行う必要があります．高水準消毒薬であるグルタラール製剤，フタ
ラール製剤，過酢酸製剤の添付文書には，あらかじめ十分に洗浄した器具を浸漬
することが明記されています．これらの製剤を取り扱う際は，ゴーグル，マスク，
グローブ等の個人防護具（PPE）を装着するとともに，換気を十分に行い，健康
被害が生じないように留意することが必要です．廃棄方法については，フタラー
ル製剤および過酢酸製剤の添付文書には記載があります．一方，グルタラール製
剤は専用の廃液処理剤が販売されている製剤もありますが，各製剤の添付文書に
は廃棄方法の記載はありません．歯科の院内感染対策で使用する消毒薬について
は，今まで使用してきた消毒薬を漫然と使用し続けるのではなく，定期的に添付
文書の改訂をチェックし，使用方法が適切かどうか，使用を継続することが最善
の選択であるか等を確認することが必要です．
　今回，SDGs との関連を踏まえて，歯科の院内感染対策で使用する消毒薬の適
正使用について，皆さんと一緒に考えてみたいと思います．

略　　歴

歯科衛生士資格取得後，企業内歯科
診療所およびリハビリテーション病
院歯科勤務，エイズ予防財団リサー
チ・レジデントを経て，2006年4月，
静岡県立大学短期大学部歯科衛生学
科講師．2019年4月より現職．修士

（学術）／博士（口腔保健福祉学）．

学会等の活動

日本口腔感染症学会（理事，院内感
染予防対策認定制度委員会委員，院
内感染予防対策認定歯科衛生士），日
本歯科衛生教育学会（常任理事，編
集委員会委員長）

ワークショップ　［ 感染症に対する薬剤の適正使用 ］

歯科用器材の処理と SDGs
─ 歯科の院内感染対策で使用する 

消毒薬の適正使用─

中野　恵美子
目白大学短期大学部歯科衛生学科
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　薬剤耐性（Antimicrobial Resistance：AMR）対策は，人類に課せられた難問
の一つと言える．AMR 臨床リファレンスセンター長の大曲は，対策ポイントと
して，適切な薬剤を用いること，必要な場合に限ること，適切な量と期間とする
ことの3点を挙げている．
　診療ガイドラインは，診療上の重要度の高い医療行為について，エビデンスの
システマティックレビューとその総体評価，益と害のバランスなどを考量して，
患者と医療者の意思決定を支援するために最適と考えられる推奨を提示する文書
と定義されている．
　薬剤耐性対策を踏まえた抗菌薬の適正使用を進める場合に頼りになるのは診療
ガイドラインであり，歯性感染症に関するものとして，「JAID/JSC 感染症治療
ガイドライン2016　―歯性感染症―」および「日本歯周病学会編　歯周病患者
における抗菌薬適正使用のガイドライン2020」が挙げられる．
　「JAID/JSC 感染症治療ガイドライン2016　―歯性感染症―」において，1群（歯
周組織炎）または2群（歯冠周囲炎）に対して推奨される第一選択経口抗菌薬は，
アモキシシリン水和物（サワシリン，他）とされている．3群（顎炎）または4
群（顎骨周囲の蜂巣炎）に対して推奨される第一選択経口抗菌薬は，スルタミシ
リントシル酸塩水和物（ユナシン），アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリ
ウム（オーグメンチン，他），アモキシシリン水和物（サワシリン，他）の3成
分とされ，推奨される第二選択経口抗菌薬は，シタフロキサシン水和物（グレー
スビット，他），ファロペネムナトリウム水和物（ファロム）の2成分とされて
いる．
　「日本歯周病学会編　歯周病患者における抗菌薬適正使用のガイドライン
2020」においては，強い推奨に該当するものとして，①歯肉膿瘍に対して抗菌薬
のポケット内投与を行わないこと，②歯周膿瘍に対して抗菌薬の歯周ポケット内
投与は有効な治療の選択肢となること，③フルマウス - スケーリング・ルートプ
レーニング時の抗菌薬の経口投与，④抗菌薬の経口投与後に歯周炎の再発（進行）
が認められた場合に抗菌薬を繰り返し経口投与しないこと，⑤高リスク心疾患患
者のスケーリング・ルートプレーニングに際し予防的抗菌薬投与を行うこと，⑥
壊死性歯周疾患の患者で発熱・倦怠感・リンパ節の腫脹等の全身疾患が強く歯科
的介入ができない場合や超音波スケーラーによるデブライドメントや洗口剤によ
る化学的プラークコントロールが奏効しない場合の抗菌薬の経口投与等が挙げら
れている．
　今後も時代や環境の変化とともにガイドラインの改訂も繰り返される．抗菌薬
の適正使用を心がける上で，ガイドラインの変化に柔軟に対応することが大切で
あると考える．

略　　歴

1985年
日本大学理工学部薬学科卒業

1985年
鶴見大学歯学部附属病院薬局入局

2007年
鶴見大学歯学部附属病院　医薬品安
全管理責任者

2016年
鶴見大学歯学部附属病院　薬局長

現在に至る

専門医，認定医，学会活動等

日本歯科薬物療法学会　認定薬剤師

社会活動（役職等）

日本歯科薬物療法学会　理事

ワークショップ　［ 感染症に対する薬剤の適正使用 ］

歯性感染症に関する診療ガイドライン

斎藤 義夫
鶴見大学歯学部附属病院
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　口腔カンジダ症は，表在性の「偽膜性」と「紅斑性 / 萎縮性」の病変が多く，
抗真菌薬の局所投与は有用である．しかし，再発を繰り返す難治例では，イトラ
コナゾール（ITCZ）などの全身投与が適応となる．

局所投与では，一部吸収性のミコナゾール（MCZ）ゲル，MCZ 付着錠，ほぼ
非吸収性のアムホテリシン（AMPH-B）シロップがよく使用される．局所投与
においては，抗真菌薬の濃度，量，接触時間の影響を考慮する．全身投与では，
吸収性である ITCZ 内用液，ITCZ カプセル・錠，フルコナゾール（FLCZ）カ
プセル・ドライシロップ・静注液などがあるが，ITCZ 内用液と FLCZ ドライシ
ロップにおいては，含銜（がんかん）法による局所での直接作用も期待できる．
全身投与では原因となるカンジダ属の抗真菌薬感受性を参考に選択することが望
ましいが，局所投与では最小発育阻止濃度を超える高濃度で直接作用するため，
臨床的に問題となることは少ない．
　投与期間については，原則として14日間とする．経験的に「偽膜性」では肉
眼的に偽膜が消失するまで（通常7日間以内）で良いが，「紅斑性 / 萎縮性」で
は紅斑が改善しても菌糸が粘膜に残存するため，紅斑の消失直後に中止すると再
発しやすい．抗真菌薬による予防・治療効果を高めるためには，HIV 感染に対
する抗レトロウイルス療法，口腔衛生状態の改善，義歯の管理，などのリスク因
子の改善が望ましい．
　MCZ ゲルや AMPH-B シロップの副作用としては，悪心，嘔吐など軽微なも
のが多い．MCZ は一部吸収性で，チトクローム P450酵素系反応を抑制するため，
局所投与であってもワルファリンなど併用薬による相互作用に注意する．紅斑性
/ 萎縮性カンジダ症では MCZ ゲルによる刺激を訴えることがあるが，多くは薬
効が現れると軽減する．AMPH-B シロップも原液（10％）ではしみる症状を訴
える場合があり，その場合は希釈せざるを得ないが，可能な範囲で高濃度の方が
有効である．

略　　歴

1989年3月
大阪大学歯学部卒業

1989年6月
兵庫医科大学病院臨床研修医（歯
科口腔外科）

1996年9月
兵庫医科大学歯科口腔外科学講座　
助手

2002年1月～2004年1月
米国インディアナ大学医学部外科
ポスドク

2005年4月
兵庫医科大学歯科口腔外科学講座　
講師

2009年4月
同　准教授

2013年4月
同　主任教授，現在にいたる

所属学会

日本口腔外科学会認定　口腔外科専門
医，　同　指導医
日本口腔インプラント学会認定　専門
医，指導医
ICD 制度協議会認定 インフェクショ
ンコントロールドクター
日本口腔感染症学会　理事長
日本歯科薬物療法学会　理事
日本口腔外科学会　理事
日本有病者歯科医療学会　理事
日本口腔リハビリテーション学会　理
事
口腔顔面神経機能学会　理事，他

ワークショップ　［ 感染症に対する薬剤の適正使用 ］

口腔カンジダ症における薬剤の選択

岸本 裕充
兵庫医科大学歯科口腔外科学講座
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日本歯科薬物療法学会・DRIJ
連携パネルディスカッション

With コロナ時代に必要な BCP 入門
―パンデミック時代の病院経営とは―
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　DRI について紹介します．DRI は1988年に米国で NPO として設立され，事業
継続プログラムの開発，導入と維持を支援する為に，DRI が開発した世界標準
である事業継続計画の知識体系10項目をベースに研修，専門家の認定を世界で
提供しています．現在世界100カ国以上で15,000人以上の事業継続専門家が活躍
しています．DRI ジャパンは2016年一般財団法人として開始しました．
1：事業継続管理（BCP/M）
　BCP ／ M は，病院組織で潜在的な脅威（自然災害，人災等）が発生した場合，
それによる必須事業（ICU 等）の中断による影響を防ぎ，人命の安全（患者・
家族，従業員等），資産の保護，環境汚染を防ぎ，法規制等に適合する事です．
そして，事業が中断しても，タイムリーに業務を復旧・再開し，悪条件下でも病
院組織の必須事業によるサービスを提供し，組織がサバイバルできるよう “ 備え
る ” ことです．
2：COVID-19 の世界的大流行に対応する事業継続
　パンデミックと通常の災害（地震や台風）と異なる点は：
⑴  パンデミックは “ 人 ” に大きな影響を与え，広く世界中に影響を与える．物

的損害なし．
⑵ 発生後，長期間（1年以上）続く可能性があり第1波，2波，3波と繰り返す．
⑶ 感染防止のために人を遠ざける事から，地域（国内・外）が分断される．
従って ” 人 “ に対する影響と，長期にわたる地域封鎖（国内・外）からサプライ
チェーンへの影響により，従来の事業継続での必須業務を，目標とする時間内に
他の地域で復旧する事が困難になります．それに対応する戦略要素は：

（A）　 従業員への病気の蔓延を防ぐ為に，在宅勤務が多くなる．労働力に大きな
影響

（B）  安全な場所は無く，移動が困難（国内・外）となる．サプライチェーンへ
の影響

（C） 長期にわたる為，社会・経済環境が変わることです．
3：COVID-19下における重要なポイント
　長期になる為，情報源である政府・WHO のアラートや地域情報をベースによ
る戦略の発動を構築する事です．
　通常の自然災害では被災からの復旧が第一条件ですが，パンデミックでは，長
期に及ぶため，社会・経済環境の変化に対応する経営戦略が必要となる．求めら
れるのは環境の変化に適応するための事業の変革・改革です．これが正にレジリ
エンスです．COVID-19下では環境変化に対する適応能力（レジリエンス）を持
つ事が必須です．

略　　歴

1962年4月
日本 IBM 入社　カスタマーサービス
部門

1965年
コンピュータメンテナンス　テクニ
カルスペシャリスト

1970～1971年
アメリカ　ニューヨーク州　ポキプ
シー 工場　1年赴任
S/370コンピュータ，Micro-Program
の開発

1971年
東京技術所の課長

1976～1978年
アメリカ NC 州ラーレイに2年の赴
任．コンピュータのダイアゴノス
ティック・プログラムプ開発． ノー
スカロライナ州立大学で経済 / 会計
学を2年勉学

1978年
東京技術所長 （Branch Manager）

1984～1988年
インドネシア・ジャカルタに4年間
赴任．インドネシア IBM
カスタマーサービス部門，カント
リーマネジャー

1988年
日本 IBM カスタマーサービス部門，
企画管理部門長

1990年
IBM アジアパシフィック・サービス
統括ディレクター（AP Director）

1990年
日本 IBM 理事

1997～1999年
日本 IBM 退職後，IBM 子会社 CSTS 
㈱　会長

1999年1月～
東大総研　理事（～2002）
特定非営利活動法人　危機管理対策
機構　（CMPO）　理事
日 本 サ ー ビ ス バ リ ュ ー 推 進 協 会

（JSVP）代表：　コンサルタント（BIZ, 
BCP）
NPO 事業継続推進機構（BCAO）　理
事； 2010～

2010年5月～
一般財団法人　DRI ジャパン　理事長
＊ DRII　BOD メンバー，　BCP/M 研
修公認インストラクター：2007～．
MBCP

IBM：1964年～1997年
コンピュータ・メンテナンス・サー
ビス
IBM でのビジネス改革⇒ソリュー
ションサービスの開発
新潟地震　支援
IT 関係：Disaster Recovery
阪神淡路大震災　支援

JSVP　2000年～
IT サービス／印刷機械工業会：研
究会（品質，事業）：～2007年
サービス・コンサルタント
サービス事業（事業戦略），品質向上，
ヒューマンエラーを減らす
BCP 構築支援

DRI ジャパン
US（DRII）からの BCP をベースに
日本で BCP 展開：
DRI 公認インストラクター，訓練／
演習を支援：　2007年～
DRI ジャパン設立：理事長　2010年～
BCM ソ リ ュ ー シ ョ ン サ ー ビ ス

（REAP プログラム）2017～

パネルディスカッション　［ Withコロナ時代に必要な BCP入門―パンデミック時代の病院経営とは― ］

医療業界における事業継続（BCP/M）
―今こそ真剣に取り組む事業継続―

長瀬　貫窿
Disaster Recovery Institute Japan
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当院の背景：内科，外科，整形外科，脳神経外科などを持つ177床の病院で，感
染症指定医療機関ではないが，平成22年新型インフルエンザの際，感染症入院
医療機関に登録された．令和2年3月新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
の増加に際し診療協力医療機関への手上げ要請があり，4床を軽症・中等症用に
充てることで受諾した．令和2年6月7日に最初の入院があり，令和3年7月19日
までに103例が入院した．

目的：1）COVID-19に対する医療を事業継続の観点から振り返る．なお，基本
的知識体系の10項目とは事業継続計画を練る際に考慮すべき項目である．
2）経営の観点から事業継続の成否を評価する．

方法：1）事業継続に対する最大のリスク「感染の侵入」に絞って DRI Japan の
BCP に関わる基本的知識体系10項目の観点から検証する．2）いくつかの経営上
の KPI を上げ事業継続状況を評価する．

結果：感染の侵入というリスクは，病院を訪れる患者，職員，面会者などによっ
て起こり，これが元でクラスターになると事業を継続できなくなる．よってパン
デミックの初期から今日まで事業継続戦略を続けてきた．また初期には個人防御
具や消毒用アルコールが枯渇した．思いもよらないサプライチェーンの破綻であ
り，普段からの supply chain management の重要性を思い知らされた．さらに
診断と隔離のためには PCR 検査が必要なのに，初期に検査の制限があったのは
異常事態であった．初めの1年間は指定感染症で，本年2月以降は新型インフル
エンザ等感染症になり，種々の決まり事のため，国や東京都，八王子市，保健所
など外部機関との調整が頻回になされた．COVID-19対応病院間で定期的に行わ
れた web 会議は情報交換にとどまらず，専門家に教えを乞う等の面で大いに役
立った．また当院は平成28年6月から歯科医の訪問診療による連携をして来た．
患者からは「入院中に義歯を作れた」，「口腔内の治療ができた」等の声が聴かれ
大変喜ばれていたが，コロナ禍で歯科にかかる患者が減少して来た．同様に外来
患者や入院患者が減少し，昨年は医業収入も減少したが，本年は盛り返しつつあ
る．

考察と結語：1）COVID-19と対峙する歯車の1つになったのは正しい選択だっ
た．2）変異株のためコロナ禍は続いているが，病院の水際対策が徹底された結果，
クラスター無しに今日まで来れ，経営も上向いてきた．3）ワクチン接種の効果
も認められるが，当面は気を抜くことなくレジリエントな事業継続戦略を続ける
べきと考える．

略　　歴

1946年（昭和21年）1月
満州・奉天に生まれる

1964年（昭和39年）4月
日本医科大学入学

1970年（昭和45年）3月
日本医科大学卒業

1970年（昭和45年）6月
日本医科大学第1内科学（循環器）
教室に入局

1975年（昭和50年）4月
救急医療センターに出向

1977年（昭和52年）1月
救命救急センターと改称，医局長

1981年（昭和56年）9月
博士号取得

1983年（昭和58年）4月
日本医科大学救急医学講座講師

1984年（昭和59年）1月
東京労災病院脳神経外科に国内留学

1986年（昭和61年）5月
米国ミネソタ州 MAYO clinic 外科
救急部留学

1987年（昭和62年）10月
救急医学科助教授

1990年（平成2年）10月
多摩永山病院救命救急センターに
異動，副センター長

1992年（平成4年）7月
多摩永山病院救命救急センター・
センター長

1996年（平成8年）4月
救急医学教授

2003年（平成15年）5月
付属第二病院に異動，救命救急部
を作り，部長

2004年（平成16年）4月
付属第二病院院長，学校法人日本
医科大学評議員

2006年（平成18年）4 月
病院名を武蔵小杉病院と改称，救
命救急センターに指定された，武
蔵小杉病院院長，救命救急センター
センター長

2007年（平成19年）12月
学校法人日本医科大学理事

2008年（平成20年）9月
末日をもって救命救急センター長
を退任

2011年（平成23年）3月
日本医科大学教授を定年，名誉教授

2011年（平成23年）12月
学校法人日本医科大学理事に再任

2015年（平成27年）12月
学校法人日本医科大学理事に再任

2016年（平成28年）3月
武蔵小杉病院院長を6期12年勤め
退任，名誉院長
日本医科大学を退職，日本医科大
学評議員解除

2016年（平成28年）5月
清智会記念病院名誉院長

2019年（令和1年）12月
日本医科大学理事解除

賞罰

2008年（平成20年）9月9日　
総務大臣表彰（救急功労者賞）

パネルディスカッション　［ Withコロナ時代に必要な BCP入門―パンデミック時代の病院経営とは― ］

パンデミックにおける病院経営

黒川　顯
日本医科大学名誉教授，日本医科大学武蔵小杉病院　名誉院長，清智会記念病院　名誉院長
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【背景】当院は千葉県浦安市に位置する785床の大学附属病院であり，救命救急
センターを有する災害拠点病院として地域の救急災害医療の中核を担っている．
2011年の東日本大震災時に断水による診療停止の危機に陥った経験から，以前
より BCP 整備の必要性を強く認識してきた．BCP は策定自体が最終目的ではな
い．BCP の実効性を継続的に高めることがより重要で，その管理システムであ
る BCM が近年注目されている．当院では，BCM 運営委員会のもと，診療継続
にかかわる全ての「脅威」にレジリエンスを高めるべく BCM 体制を構築してい
る．同委員会は，DRI ジャパンにより国際標準の BCM 研修と資格認定を受けた
病院職員を中心に運営され，2018年のリスク評価では，院内調査で洗い出され
た47種の脅威のうち17種が優先課題に認定された．「パンデミック」も優先課題
のひとつであり，コロナ禍前にパンデミックに対する BCP を策定済みであった．

【目的と方法】病院 BCM の有効性を検討するため，2020年以降の COVID-19対
応に当院の BCP がどの程度寄与したか検証した．【結果】BCP の発動基準によ
り設置された対策本部に必要な情報が集約され，状況変化に応じて迅速に対応で
きた．全部署が協力して発熱外来と専用病棟を運用し，2021年7月19日までに
COVID-19感染患者637例（うち入院377例，ECMO 導入7例）の診療を院内ク
ラスターの発生なく通常診療と並行して実施しえた．【考察】コロナ禍前のリス
ク評価では，感染対策マニュアルの定期更新，発生早期対応の整備・定期訓練の
実施，医療備品の充分な備蓄などが高評価となった一方，パンデミック期の地域
医療連携，医療資器材の確保策，緊急時の人員確保策などの未整備が問題視され
ており，実状と一致していた．新興感染症の発生初期は，病原性・感染経路，診
断法・治療法などに未知の部分が多いため，発生前に検討すべき課題を想定する
のには限界がある．最新情報を常時取り入れ，感染症の専門家が協議した結果を
病院最高幹部が迅速に決定し，院内に周知できるシステム構築が重要であると考
えられた．【結語】コロナ禍の経験を踏まえ，将来のパンデミックを想定した病
院 BCP のさらなる整備が推奨される．

略　　歴

1986年
大阪大学医学部卒業

1992年
同大学院医学研究科博士課程修了

1994年
防衛医科大学校病院救急部講師

1998年
米国ハーバード大学留学（2年間）

2002年
宮崎大学救急部准教授

2008年
順天堂大学浦安病院救急診療科臨
床教授

2012年
同大静岡病院救急診療科教授

2014年より現職

所属学会

日本救急医学会指導医・専門医，社
会医学系指導医，日本外科学会専門
医
日本熱傷学会専門医，日本外傷学会
専門医，
日本中毒学会クリニカル・トキシコ
ロジスト
千葉県統括 DMAT，DRI 認定 CBCP
専門領域：外傷外科，災害医学，プ
レホスピタルケア

パネルディスカッション　［ Withコロナ時代に必要な BCP入門―パンデミック時代の病院経営とは― ］

病院 BCM（事業継続管理）に基づいた
新型コロナウイルス感染対策の取り組み

岡本　健1）3），川島　徹2）

1）順天堂大学医学部附属浦安病院　救急診療科　　2）同　総務課
3）一般財団法人　DRI ジャパン

日本歯科薬物療法抄録41.indd   44日本歯科薬物療法抄録41.indd   44 2021/09/01   15:44:052021/09/01   15:44:05



歯 薬 療 法Vol. 40  No. 2  2021 45

　本講演は，DRII（Disaster Recovery Institute International）が世界50ヶ国以
上で提供している事業継続の教育プログラムのうち，ヘルスケア事業継続に関す
る研修（ヘルスケア継続コース：HCP-501）について概要，特徴および効果を紹
介する．

〈概要〉
・HCP-501は，DRII「事業継続の基本知識体系10項目（Professional Practice）＊」

に基づいた研修．
＊「事業継続の基本知識体系10項目：①プログラムの開始とマネジメント

②リスク評価　③事業影響分析　④事業継続戦略　⑤インシデント対応　⑥
BCP 開発と導入　⑦啓発と研修プログラム　⑧ BCP の演習，評価と維持
⑨危機広報　⑩外部機関との調整　は DRII が開発した知識体系で，現在グ
ローバルスタンダード．ISO 等国際標準と多くの共通項目を持つ．

・本研修により自然災害やパンデミックなどの脅威に対し，備えと復旧力のある
レジリエントな組織に作り上げるプロセスを理解し，修得できる．

・具体的には，組織（病院等ヘルスケア機関）が事業継続プログラムを導入し，
維持・継続するために，基本知識体系10項目をベースに学ぶ．

・所要時間は標準2.5日（15時間）．集合研修形式とオンライン（特にパンデミッ
ク下では）で実施している．

・当研修終了後の認定試験合格後，DRI 認定資格 AHPCP を取得できる．また
事業継続に関する実務経験により上位資格（例：CHCPC）を取得できる．こ
れらは世界共通の資格．

〈特徴〉
・1988年 NPO として DRII 設立後，世界の様々な脅威への対応や，そこからの

学びを教育プログラムに集約している．
・世界の多くの企業・組織が「事業継続の基本知識体系10項目」に沿った災害

への備えをおこなっており＊＊，ヘルスケア分野でも米国中心に適用実績が豊
富な教育コンテンツである．
＊＊フォーチューン100社の94％が認定資格者を採用

・日本のヘルスケア従事者への理解促進のため，用語を吟味し日本の事例を参考
資料として研修マニュアルに含めている．

〈効果〉
・研修により，自身の組織に合わせた BCP をどのように構築すればよいか，そ

のために必要なアクションを，理解することが出来る．
・BCP（計画書）作成後実際には活かされない組織が多いが，真に役立ち，災害

時に “ 備え ” のある BCP/M（事業継続マネジメント）を構築できる．
・研修後取得できる DRII 認定資格は，グローバルに海外の企業・組織等におい

ても，認定者の BC に関する知識・実績を示すことが出来る．

略　　歴

1983年3月
慶應義塾大学 法学部法律学科　卒
業

1983年4月
富士通株式会社入社

2002年6月～2005年6月
同社 サービス品質管理担当課長

2005年6月～2009年9月
（株）富士通エフサス転社 CS 推進
部長

2009年10月～2011年5月
CS サポートセンター長
※ 東日本大震災時，復旧対策本部

事務局として本部運営および現
地支援

2011年6月～2012年12月
次世代ビジネス企画推進本部 プロ
ジェクト統括部長（高齢医療・福
祉担当）

2012年12月～2014年3月
同本部 本部長代理（高齢医療・福
祉担当）

2014年4月～2017年3月
同本部 SVP（高齢医療・福祉担当）

2017年4月～2018年3月
人事部 SVP（健康経営担当）

2018年3月
役職離任，退職

2019年～現在
筑波大学大学院　非常勤講師（理工
情報生命学術院）

学会活動等

2010年6月～現在
日本 IT サービスビジネス研究会　
理事

2016年5月～現在
DRI ジャパン　理事

パネルディスカッション　［ Withコロナ時代に必要な BCP入門―パンデミック時代の病院経営とは― ］

DRⅡ（ヘルスケアにおける事業継続コース）ご紹介

見目　久美子
Disaster Recovery Institute Japan

日本歯科薬物療法抄録41.indd   45日本歯科薬物療法抄録41.indd   45 2021/09/01   15:44:052021/09/01   15:44:05



日本歯科薬物療法抄録41.indd   46日本歯科薬物療法抄録41.indd   46 2021/09/01   15:44:062021/09/01   15:44:06



歯 薬 療 法Vol. 40  No. 2  2021 47

一般演題抄録
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Ⅰ．目的（Purpose）
　口内炎は舌，口唇，歯肉，頬粘膜などに発生し，紅暈を
有する円形から卵円形の小潰瘍で，表面に白色ないし黄色
の偽膜を形成する．そして，接触痛や刺激痛を伴い，罹患
者に自覚的苦痛をもたらし，重度のものでは痛みのあまり
食事不能となり摂取量の減少を引き起こし，またコミュニ
ケーション機能を低下させ，罹患者 QOL を著しく低下さ
せる．本疾患に関し臨床症状や病理組織像の報告は存在す
るが，原因は未だ不明であり，治療も対症療法のみである．
また動物実験も確立されていない．本研究では，口内炎ラッ
トモデルの開発を試みた．
Ⅱ．方法（Method）

セボフルラン麻酔下で，ラット舌表面に100℃に熱した
六角棒スパナ（直径3mm，クロムモリブデン鋼製，株式
会社エイト）を3秒間軽く接触させ，口内炎様症状を誘発
した（実験群）．その後，舌の規格化写真およびヘマトキ
シリン・エオジン染色標本で病変部を経時的に観察した．
対照には無処置ラットを用いた（対照群）．さらに，処置
後7時間および3日後には舌組織からタンパク質を抽出し
炎症性因子に関しウエスタンブロット解析を行った．
Ⅲ．結果と考察（Results and Consideration）
　処置後1，7時間の病変部において水泡形成および上皮
剥離を伴う潰瘍形成が認められ，3，5，7日では明らかな
真皮への炎症性細胞浸潤が見られた．9日では上皮の修復
が開始し，16，21日において上皮・結合組織が再生して
いた．また，処置後7時間および3日後に IL-1β，IL-4，
IL-6，IL-10，TNF-αのタンパク質発現を認めた．
Ⅳ．結論（Conclusion）
　本研究でおこなった手法は今後，口内炎の研究に役立つ
と考えられる．

　ポリファーマシーは，単なる多剤併用ではなく広い意味
で薬の不適切使用のことを指しており，処方内容の適正化
が求められている．私たちは，ARONJ からのオトガイ下
膿瘍で即日入院加療となった超高齢者の持参常用薬につい
て，病態に応じて各科と連携し多剤処方を整理した一例を
経験した．
【症例の概要】患者は92歳の女性．初診の5日程前より頤
下部の腫脹を認め始め，近耳鼻科受診し抗菌薬投与後に頤
下部の腫脹疼痛を主訴に来院した．既往歴には，間質性肺
炎，左総頚動脈狭窄症，深部静脈血栓症，脂質異常症，高
尿酸血症，慢性腎臓病，低 K 血症，骨粗鬆症，緑内障，
白内障，両膝人工膝関節置換術後，腰椎圧迫骨折後があり
デノスマブの注射歴があった．常用薬は抗血栓薬3剤や整
腸 剤2剤， 利 尿 薬 な ど 約20種 類 あ っ た． 現 症 で は
BT36.5℃，BP172/64，P90，呼吸数30で頤部から左下顎
に発赤腫脹，波動触知し CT 検査で頤下部皮質骨の断裂像
と約35mm 大の軟部陰影を呈し血液検査で WBC28500，
CRP31.98から臨床診断：敗血症，SIRS，左下顎 ARONJ
からのオトガイ下膿瘍．
【治療方針】入院下での消炎術．治療経過】即日入院後に
抗菌薬点滴静注開始し切開排膿術，高気圧酸素療法併用下
で下顎骨掻爬術施行し消炎処置を進めた．一方で歩行時の
ふらつき，認知機能障害，抑うつ症状，服薬拒否があり，
精神科へ対診し BZ 系薬が非 BZ 系へさらに NaSSA へ変
更された．臀部や腓腹部に出血班出現のほか腹部膨満感や
食欲低下，電解質異常も認めたため，処方薬整理について
関連各科へ対診し，持参常用薬は6剤が中止となり処方変
更が1剤，減量予定が1剤に整理されて転院した．
【考察・結論】高齢社会では，口腔顎顔面領域の専門治療
でも併存疾患や既往歴の多い高齢者の診療が今後増加する
ことが予想される．ポリファーマシーについての理解を深
めて，他科と連携する必要がある．

オトガイ下部膿瘍で緊急入院後に
処方整理を行った高齢患者の
ポリファーマシー

新田　哲也1）2），平原　成浩1），松村　吉晃2），中村　康大2）3），
西慶　太郎2）3），坂元　亮一2）4），上川　善昭2）

1）鹿児島市立病院歯科口腔外科
2） 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科　顎顔面機能再建学講座　顎顔面

疾患制御学分野
3）人吉医療センター歯科口腔外科
4）今村総合病院歯科口腔外科

口内炎の動物モデル確立を目指した
基礎的研究

○竹内　麗理1），松本　裕子2），平塚　浩一1）

日本大学松戸歯学部　1）生化学・分子生物学講座，2）薬理学講座

一般演題

01 02
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第24回
日本歯科医学会学術大会

（併催 第41回日本歯科薬物療法学術大会）

講演13

シンポジウム20

e- ポスターセッション P129-G～P134-G

出典
日本歯科医師会雑誌2021年7月号 第24回日本歯科医学会プログラム事前抄録集，74巻（7号）
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L013

歯科におけるAMR（薬剤耐性）対策

2016年４月に薬剤耐性（AMR）アクションプランが策定された。本プランに沿ってこの５年間で
様々な対策が行われてきた。
普及啓発・教育では国民の知識・意識の調査結果に基づいたキャンペーンが行われた。動向調査・

監視ではワンヘルスサーベイランスの充実と，医療分野での J-SIPHE の整備がなされた。感染予防・
管理の面では地域でのネットワーク構築が進んでいる。抗微生物剤の適正使用では厚生労働省より抗
微生物薬の手引きが発行され，診療報酬上の加算が整備された。研究開発・創薬では新薬の開発環境
の整備のため，公的な研究プロジェクト，ファンドの整備，薬機法に基づく規制の改善が進み，国際
協力の分野では JANIS 等日本で培われた技術・経験の海外への導出が着実に進んでいる。
結果として医療分野での内服抗菌薬使用量は減少傾向にある。これは感冒などの多くの場合，抗菌

薬の不要である疾患への抗菌薬処方が減少しているものと推測される。一方で注射用抗菌薬に限れば
微増しており，注射用抗菌薬の適正使用の今後の方向性を十分に検討する必要がある。耐性菌につい
ても大腸菌のキノロン耐性の問題が悪化し続けるなど未解決の問題が残っている。今後課題を明らか
にし，次期アクションプランに解決策を盛り込んでいく必要がある。
薬剤耐性の問題は歯科領域にも大きな影響を及ぼしている。この５年間の取り組みの中で新たな知

見が明らかとなり，また歯科の診療の現場でも様々な取り組みが行われてきた。今回はこの内容につ
いてご紹介したい。

略　歴 聖路加国際病院内科レジデント
佐賀医大医学部卒業
2002 年　テキサス大学ヒューストン校 内科感染症科クリニカルフェロー
2004 年　静岡県立静岡がんセンター 感染症科医長
2007 年　同部長
2011 年　国立国際医療研究センター国際疾病センター 副センター長
2012 年　同院国際感染症センター長
2017 年　国立国際医療研究センター病院 AMR 臨床リファレンスセンター長（兼任）

◆講師　　大
おお

曲
まがり

　貴
のり

夫
お

（国立国際医療研究センター 国際感染症センター センター長）

日時 ９月25日（土）　11：10～12：10 チャンネル ３ch

歯科薬物療法【併催学会】

◆座長　　�金
かね

子
こ

　明
あき

寛
ひろ

（ 医療法人社団松和会池上総合病院 歯科口腔外科 口腔感染センター長）

略　歴 1978 年　松本歯科大学卒業／ 1992 年　歯学博士（奥羽大学）／日本歯科薬物
療法学会監事
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シンポジウム 20S020

COVID-19 と口腔
～感染症の予後を分ける口腔健康管理～

S020-1

⃝略歴⃝　2004年　東京理科大学卒業／2009年　博士（生命科学）
（東京大学大学院）

　人類は長い歴史のなかで様々な感染症と闘ってきた。本講演
では，世界的流行（パンデミック）を引き起こし，現在も世界
中 で 脅 威 と な っ て い る 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症

（COVID-19）をはじめとする，新興・再興感染症について，感
染症研究者の立場から概説する。また，我々人類が感染症に打
ち勝つために結集してきた叡智と，医学，科学技術による最新
の研究成果について紹介する。

山
やま

岸
ぎし

　誠
まこと

（東京大学大学院新領域創成科学研究科 
講師〈病態医療科学分野〉）

新型コロナウイルス感染症を
はじめとする新興感染症の恐怖

S020-2

⃝略歴⃝　1986年　九州大学医学部卒業／1996年　岡山大学第二内科助手／1997年　米国
ハーバード大学 ダナ・ファーバー癌研究所／2000年　米国ミシガン大学内科／2002年　岡山
大学第二内科助手／2004年　九州大学病院遺伝子・細胞療法部准教授／2012年　北海道大学大
学院医学研究院血液内科学教室教授／2016年　同大学病院病院長補佐（兼任）／2018年　現職

　新型コロナウイルス感染拡大により，2020年春にはスワブ検
体採取者や感染防御具が不足し，PCR 検査の実施が困難に
なっていった。そのさなかに唾液検査の有用性に気づき，今日
の唾液検査の確立へとつながっていった。検査の間口が開か
れ，PCR のみならずより迅速な検査法も開発されていった。
また自己唾液採取による，ヒトと接することなく診断が可能と
なった。本講演では，本研究の経緯と最新の成果を紹介する。

豊
て

嶋
しま

　崇
たか

徳
のり

（北海道大学 教授〈血液内科，北海道
大学病院 検査輸血部〉）

COVID-19 診断における唾液
検査の有用性と展望

S020-3

⃝略歴⃝　1988年　慶應義塾大学医学部卒業　1995年　博士（医学）（慶應義
塾大学）　『歯と口の健康シンポジウム 2020』　がん関連3学会合同新型コロナ
ウイルス感染症対策ワーキンググループ長として『新型コロナウイルス感染症
とがん診療について：患者さん向け Q&A』『同医療従事者向け Q&A』の作成

　歯周病は，COVID-19 の重症化因子である動脈硬化性疾患，
糖尿病の発症や進行に影響を及ぼす。歯周病菌から産生される
蛋白分解酵素は，上気道粘膜バリアの破壊，ウイルス受容体の
露出によって感染しやすい環境をもたらすこと，歯周病による
慢性炎症が過剰な免疫状態をもたらす可能性がある。口腔ケア
によりインフルエンザ発症の抑制，蛋白分解酵素活性の低下が
報告されている。口腔ケアはウイルスの感染を予防する可能性
を示唆する。

寺
てら

嶋
しま

　毅
たけし

（東京歯科大学市川総合病院 教授
〈呼吸器内科〉）

歯科医療における感染予防対策
と口腔ケアの重要性

S020-4

⃝略歴⃝　1997年　朝日大学卒業／2001年　博士（歯学）（明海大学）／
日本歯科医学会連合 新型コロナウイルス感染症対策チーム委員／第
24 回歯科基礎医学会学会奨励賞などを受賞

　口腔の衛生状態は，肺炎の発症や慢性閉塞性肺疾患
（COPD）の増悪と深く関係している。最近，肺炎や COPD の
みならず COVID-19 患者の痰や BALF からも口腔細菌が検出
されることや，歯周病患者においてはCOVID-19 の重症化率が
高いことが報告された。口腔の不衛生はCOVID-19 進展におい
ても何らかの影響を及ぼしている可能性がある。口腔細菌が
COVID-19 を始めとする呼吸器疾患の進展にどのように関与し
うるのか？ その分子機構を提示する。

今
いま

井
い

　健
けん

一
いち

（日本大学歯学部 教授〈細菌学講座〉）

口腔とCOVID-19との関連
～口腔細菌による呼吸器疾患進展の可能性～

日時 ９月25日（土）　14：00～16：00 チャンネル ２ch

［モデレーター］金
かね

子
こ

　明
あき

寛
ひろ

（医療法人社団松和会池上総合病院 歯科口腔外科口腔感染センター 口腔感染センター長）
⃝略歴⃝　  1978 年　松本歯科大学卒業

1992 年　歯学博士（奥羽大学）
日本歯科薬物療法学会監事

［モデレーター］今
いま

井
い

　健
けん

一
いち

（日本大学歯学部 教授〈細菌学講座〉）
⃝略歴⃝　  1997 年　朝日大学卒業／2001 年　博士（歯学）（明海大学）

日本歯科医学会連合 新型コロナウイルス感染症対策チーム委員
第 24 回歯科基礎医学会学会奨励賞などを受賞

歯科薬物療法【併催学会】
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S020-5

⃝略歴⃝　1991年　徳島大学卒業／1999年・博士（歯学）（大阪大学）
／Science 329：562～5, 2010／Nature 423：876～81, 2003

　我々はヒト口腔・咽頭粘膜に存在する小唾液腺・大唾液腺の
導管上皮に ACE2 が著明に発現することを明らかにした。
SARS-CoV-2 は肺に直接感染するケースと唾液腺に感染するこ
とが考えられる。さらに高齢者や呼吸器疾患患者の場合，感染
した唾液を自ら誤嚥し重篤化する可能性が示唆される。
COVID-19 対策を考慮し，MA-T（要時生成型亜塩素酸イオン
水溶液）を用いた口腔ケア用品を開発した。MA-T を用いた口
腔ケアについて議論したい。

阪
さか

井
い

　丘
たか

芳
よし

（大阪大学歯学研究科 教授〈顎口腔機
能治療学教室〉）

COVID-19 と唾液腺　～感染制
御のための新たな口腔ケア～

＊ ＊ ＊
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日時 ９月23日（木）▶25日（土）P129－G～P134－G

P
129－G

P
130－G

P
131－G

P
132－G

P
133－G

P
134－G

◆ G）日本歯科薬物療法学会（P129-G～ P145-G）

COVID-19 感染症対策への適切な
手指消毒薬とは？

AMR アクションプラン推進
のための歯科領域の抗菌薬適正使用

○王
おう

　宝
ほう

禮
れい

1），金
かね

子
こ

明
あき

寛
ひろ

2）

（1） 大阪歯科大学歯学部歯科医学教育開発室，2） 池上総合病院
口腔外科・口腔感染センター）

○松
まつ

本
もと

和
かず

浩
ひろ

1），野
の

木
ぎ

弥
や

栄
さか

2），谷
たに

本
もと

啓
ひろ

彰
あき

3），護
もり

邦
くに

英
ひで

俊
とし

4），藤
ふじ

井
い

智
とも

子
こ

5），
大
おお

下
した

修
のぶ

弘
ひろ

6），森
もり

田
た

智
さと

子
こ

2），山
やま

本
もと

一
かず

世
よ

3），井
い

関
せき

富
とみ

雄
お

1），中
なか

嶋
じま

正
まさ

博
ひろ

5）

（1） 大阪歯科大学口腔外科学第一講座，2） 大阪歯科大学附属病
院薬剤科，3） 大阪歯科大学歯科保存学講座，4） 大阪歯科大学
歯科矯正学講座，5） 大阪歯科大学口腔外科学第二講座，6） 大
阪歯科大学歯科麻酔学講座）

2020年に入り新型コロナウイルス（COVID-19）は，パンデミックに
なり人類や社会を脅かすに至った。WHO や厚生労働省は，接触感染に
よる感染症対策の基本は消毒薬を含む洗剤と流水での手洗いとしてい
る。本邦では，手指消毒のため消毒薬としてアルコールが推奨されてい
る。一時的には本邦の国民は手指衛生にアルコールの消毒薬が不足した
経験をした。そのため，SARS-CoV2に対する第2，第3の手指衛生への
消毒薬を，文献検索や抗ウイルス不活化実験から明らかにしていく。

2016年から５年計画で耐性菌抑制のための取り組みが全世界
で行われている。口腔常在菌は G（+）C が多く予防投与ではペ
ニシリン系が推奨されている。しかし歯科では，経験的投与でセ
フェム系を処方されることが多く，耐性菌の増加につながってい
ると言われている。そこで，院内感染対策講習会などで啓発推進
したところ，処方はペニシリン系にシフトしてきた。2016年か
ら５年間の当院での抗菌薬使用の推移を報告する。

口腔感染症予防に役立つ洗口剤の
抗酸化作用に関連した抗菌作用の
最新エビデンス

Burning mouth syndrome の
病態生理

○小
こ

松
まつ

知
とも

子
こ

1），渡
わた

辺
なべ

清
きよ

子
こ

2），片
かた

山
やま

幸
こう

太
た

郎
ろう

3），浜
はま

田
だ

信
のぶ

城
しろ

4），李
り

　昌
まさ

一
いち

3）

（1） 神奈川歯科大学全身管理歯科学講座障害者歯科学分野，
2） 神奈川歯科大学総合歯学教育学講座教養教育学分野，3） 神
奈川歯科大学健康科学講座災害歯科学分野・酸化ストレス /
ESR 研究室，4） 神奈川歯科大学分子生物学講座口腔細菌学
分野）

○中
なか

川
がわ

洋
よう

一
いち

（鶴見大学歯学部附属病院口腔機能診療科）

新型コロナウイルス感染症対策を含め，要介護高齢者・障害者
では口腔清掃が困難になることも多く，安全かつ効果的な洗口剤
による口腔感染症への有用性を明らかにする必要がある。臨床で
頻用されている洗口剤の活性酸素種消去作用である抗酸化作用
と，口腔細菌に対する抗菌作用について電子スピン共鳴法を用い
て検討し，抗酸化作用と連動した抗菌作用のエビデンスが，口腔
感染症予防に役立つ洗口剤の開発に有用であることが示唆された。

BMS は，侵害受容器，末梢神経，中枢神経など神経系の構造
的・機能的異常とともに，心理的要因や精神疾患との関連が指摘
されているが，その病態生理はいまだ明らかではない。今回，
BMS と不安との関連性を明らかにする目的で，抗不安薬ロフラ
ゼプ酸エチルの BMS に対する効果と，不安症状の改善度の関連
性について検討した。不安症状は，不安・うつ尺度の HADS を
用いて判定した。

口腔乾燥を伴った口腔カンジダ症
に対しミコナゾール付着錠が著効
した一例

ESBL 産生大腸菌が検出された
放射線性下顎骨骨髄炎の一例

○中
なか

谷
たに

佑
ゆう

哉
や

1），赤
あか

柴
しば

　竜
とおる

1），竹
たけ

野
の

敏
とし

彦
ひこ

2），田
た

中
なか

　彰
あきら

3），山
やま

口
ぐち

　晃
あきら

1），
戸
と

谷
や

収
しゅう

二
じ

1）

（1）日本歯科大学新潟病院口腔外科，2）日本歯科大学新潟病院
薬剤科，3）日本歯科大学新潟生命歯学部口腔外科学講座）

○赤
あか

柴
しば

　竜
とおる

1），山
やま

口
ぐち

　晃
あきら

1），田
た

中
なか

　彰
あきら

2），竹
たけ

野
の

敏
とし

彦
ひこ

3），菅
すが

原
はら

芳
よし

秋
あき

4），
中
なか

谷
たに

佑
ゆう

哉
や

1），戸
と

谷
や

収
しゅう

二
じ

1）

（1）日本歯科大学新潟病院口腔外科，2）日本歯科大学新潟生命
歯学部口腔外科学講座，3）日本歯科大学新潟病院薬剤科，
4）日本歯科大学医科病院中央検査科）

口腔咽頭カンジダ症治療薬であるミコナゾール付着錠（商品
名：オラビⓇ錠口腔用50mg）は，生体付着性の濃縮乳タンパク
質が配合されている。歯肉歯槽部粘膜に付着させた本錠剤からミ
コナゾールが徐放されることで，1日1回の使用のみで長時間抗
真菌効果が持続するため，服薬アドヒアランスの観点からも利点
があると考えられる。今回，口腔乾燥を伴った口腔カンジダ症に
対し本錠剤が著効した一例を経験したので報告する。

患者は53歳男性。左側舌癌術後に再発をくり返し，化学放射
線療法，陽子線治療にて腫瘍は制御されたが下顎骨骨髄炎を発症
し，広範囲に区域切除術を行った。術後 ESBL 産生大腸菌が検出
され MEPM 投与と局所洗浄では制御できず，再手術を行い良好
な治癒を認めた。ESBL 産生菌は多剤耐性菌であり院内感染で問
題となっている。ESBL 産生菌を保有する難治性放射線性下顎骨
骨髄炎に対し手術を行い，良好な結果が得られた。
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日時 ９月23日（木）▶25日（土）P135－G～P140－G

P
135－G

P
136－G

P
137－G

P
138－G

P
139－G

P
140－G

◆ G）日本歯科薬物療法学会（P129-G～ P145-G）

医療用輸液の混合により析出する
低結晶ハイドロキシアパタイトを
複合化した二相性骨補塡材顆粒の評価

骨芽細胞の増殖における
グルコシルセラミド合成酵素の関与

○山
やま

口
ぐち

友
ゆう

輔
すけ

1），松
まつ

野
の

智
とも

宣
のり

1），橋
はし

本
もと

典
よし

也
や

2），宮
みや

坂
さか

孝
たか

弘
ひろ

1），小
こ

林
ばやし

真
ま

左
さ

子
こ

1），
米
よね

山
やま

勇
ゆう

哉
や

1），里
さと

見
み

貴
たか

史
ふみ

1）

（1）日本歯科大学生命歯学部口腔外科学講座，2） 大阪歯科大学
歯学部歯科理工学講座）

○三
み

島
しま

好
よし

貴
たか

1），濵
はま

村
むら

和
かず

紀
のり

2），加
か

藤
とう

花
はな

観
み

1），佐
さ

藤
とう

琢
たく

麻
ま

1），宮
みや

澤
ざわ

　健
けん

1），
後
ご

藤
とう

滋
しげ

巳
み

1），戸
と

苅
がり

彰
あき

史
ふみ

2）

（1） 愛知学院大学歯学部歯科矯正学講座，2） 愛知学院大学歯学
部薬理学講座）

骨補塡材による新生骨の形成促進を目的に，医療用輸液を混合
させた過飽和リン酸カルシウム溶液にハイドロキシアパタイト

（HA）顆粒を浸漬し，複合化骨補塡材顆粒を開発し，in vitro と
in vivo で評価した。顆粒上の析出物は低結晶 HA と分析され，
二相性 HA 顆粒は細胞増殖と分化が有意に促進した。また，動物
実験では新生骨体積率が有意に増加した。以上より，二相性 HA
顆粒はインプラント治療における骨造成に有用であると示唆され
た。

グルコシルセラミド合成酵素（GCS）は，骨芽細胞の増殖を制
御するガングリオ系およびグロボ系糖脂質の発現に必須である。
しかし，この酵素が骨芽細胞増殖へ及ぼす影響については不明で
ある。そこで，マウス骨芽細胞株 MC3T3-E1に GCS 阻害剤
を添加し，細胞増殖への影響を検討した。骨芽細胞の増殖は，
GCS 阻害剤により有意に抑制された。以上の結果より，GCS は
骨芽細胞の増殖に関与していることが示唆された。

Treadmill running reduces 
hyperalgesia in jaw muscle under 
psychosocial stress conditions

口内炎の研究
～ラット舌の炎症誘発とサイトカイン発現～

○岡
おか

本
もと

圭
けい

一
いち

郎
ろう

1），長
は

谷
せ

川
がわ

真
ま

奈
な

2），山
やま

村
むら

健
けん

介
すけ

1），柿
かき

原
はら

嘉
よし

人
と

3），
佐
さ

伯
えき

万
ま

騎
き

男
お

3）

（1） 新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔生理学分野，2） 新潟
大学大学院医歯学総合研究科歯科臨床教育学分野，3） 新潟大
学大学院医歯学総合研究科歯科薬理学分野）

○竹
たけ

内
うち

麗
れい

理
り

1），田
た

口
ぐち

千
ち

恵
え

子
こ

2），末
すえ

光
みつ

正
まさ

昌
あき

3），森
もり

川
かわ

美
み

雪
ゆき

3），松
まつ

本
もと

裕
ひろ

子
こ

4），
有
あり

川
かわ

量
かず

崇
むね

2），久
く

山
やま

佳
か

代
よ

3），平
ひら

塚
つか

浩
こう

一
いち

1）

（1）日本大学松戸歯学部生化学・分子生物学講座，2）日本大学
松戸歯学部衛生学講座，3）日本大学松戸歯学部病理学講座，
4）日本大学松戸歯学部薬理学講座）

We tested effects of physical exercises on stress-induced 
pain in masseter muscle（MM）under social defeat stress 
conditions（SDS）in mice. Data showed that SDS enhanced 
nocifensive behaviors by formalin injection into MM, which 
was reduced by daily treadmill running.

本研究では口内炎ラットモデルの開発を試みた。セボフルラン
麻酔下で100℃に熱した六角棒スパナを3秒間軽く接触させ，舌
表面に口内炎様症状を誘発した。病変部からタンパク質を抽出，
Western Blotting で解析した。処置後，7時間および3日後に
IL-1β・４・6・10，TNF-αの発現を認めた。病変部を HE
染色標本にて観察し，水泡形成および上皮剥離を伴う潰瘍形成，
真皮への炎症性細胞浸潤を確認した。

fMRI を用いた高次脳機能における
舌運動の効果の検証

オーラルフレイル予防のための
抗酸化食品開発への基礎的検討

○戸
と

田
だ

真
しん

司
じ

1），大
おお

塚
つか

剛
たけ

郎
ろう

2），春
はる

田
た

史
し

織
おり

3），横
よこ

山
やま

滉
こう

介
すけ

4），宋
そう

　文
ぶん

群
ぐん

5），
岩
いわ

口
ぐち

真
しん

路
じ

6），石
いし

田
だ

　瞭
りょう

6），小
こ

松
まつ

知
とも

子
こ

7），李
り

　昌
まさ

一
いち

3）

（1） 神奈川歯科大学短期大学部歯科衛生学科，2） 神奈川歯科大学，3） 神奈川歯科大学健康科学講座災
害歯科学分野・酸化ストレス /ESR 研究室，4） 神奈川歯科大学歯科診療支援学講座歯科メンテナ
ンス学分野，5） 神奈川歯科大学健康科学講座口腔保健学分野，6） 東京歯科大学口腔健康科学講座
摂食嚥下リハビリテーション研究室，7） 神奈川歯科大学全身管理歯科学講座障害者歯科学分野）

○横
よこ

山
やま

滉
こう

介
すけ

1），春
はる

田
た

史
し

織
おり

2），宋
そう

　文
ぶん

群
ぐん

3），岩
いわ

口
ぐち

真
しん

路
じ

4），戸
と

田
だ

真
しん

司
じ

5），
石
いし

田
だ

　瞭
りょう

4），小
こ

松
まつ

知
とも

子
こ

6），李
り

　昌
まさ

一
いち

2）

（1） 神奈川歯科大学歯科診療支援学講座歯科メンテナンス学分野，2） 神奈川歯科大学健康科学
講座災害歯科学分野・酸化ストレス /ESR研究室，3） 神奈川歯科大学健康科学講座口腔保健
学分野，4） 東京歯科大学口腔健康科学講座摂食嚥下リハビリテーション研究室，5） 神奈川歯
科大学短期大学部歯科衛生学科，6） 神奈川歯科大学全身管理歯科学講座障害者歯科学分野）

高齢者では加齢に伴う舌圧低下から摂食嚥下障害を引き起こ
し，低栄養を招く危険性がある。本研究では，機能的磁気共鳴映
像法を用いて，舌を口蓋に押し当てる運動（舌運動）による脳の
賦活部位を評価し，舌圧の強度による賦活部位の違いについて検
討した。舌運動時に口腔領域の感覚や，運動を司る高次脳機能部
位に賦活が認められたことから，舌圧高値群が低値群に比べ，よ
り高次なレベルで舌運動を制御している可能性が示唆された。

有病高齢者の口腔機能低下は低栄養，サルコペニアと関連した
フレイル，オーラルフレイルを引き起こす。食品の機能性に関す
るオーラルフレイル予防の臨床応用の試みは少なく，臨床応用を
実現するため基礎的検討を行った。魚肉ペプチドは必須アミノ酸
を含んだタンパク補給が可能で，フレイルにおける高次脳機能制
御筋機能改善に必要なタンパク補給および酸化ストレスによるフ
レイル，オーラルフレイルを予防する可能性が示唆された。
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日時 ９月23日（木）▶25日（土）P141－G～P145－G

P
141－G

P
142－G

P
143－G

P
144－G

P
145－G

◆ G）日本歯科薬物療法学会（P129-G～ P145-G）

唾液を用いた災害関連死疾患の
新規リスク評価開発のための
基礎的検討

管理栄養士教育における口腔機能
低下への理解の試み

○春
はる

田
た

史
し

織
おり

1），横
よこ

山
やま

滉
こう

介
すけ

2），宋
そう

　文
ぶん

群
ぐん

3），岩
いわ

口
ぐち

真
しん

路
じ

4），戸
と

田
だ

真
しん

司
じ

5），
石
いし

田
だ

　瞭
りょう

4），小
こ

松
まつ

知
とも

子
こ

6），李
り

　昌
まさ

一
いち

1）

（1） 神奈川歯科大学健康科学講座災害歯科学分野・酸化ストレス /ESR 研究室，2） 神奈川歯科
大学歯科診療支援学講座歯科メンテナンス学分野，3） 神奈川歯科大学健康科学講座口腔保健
学分野，4） 東京歯科大学口腔健康科学講座摂食嚥下リハビリテーション研究室，5） 神奈川歯
科大学短期大学部歯科衛生学科，6） 神奈川歯科大学全身管理歯科学講座障害者歯科学分野）

○吉
よし

野
の

陽
よう

子
こ

（相模女子大学栄養科学部管理栄養学科応用栄養学研究室）

大規模災害時の災害関連死に，生活習慣病や精神疾患が関与し
ていると報告されている。これらの疾患に関わる抗酸化能をリス
ク評価として，避難所・仮設住宅においても簡便かつ非侵襲的に
行える唾液を用いて検討した。唾液採取の条件を基準化でき，定
期的で継続的な唾液中の抗酸化能のモニタリングは個々の酸化ス
トレス度の変動による歯周病などの生活習慣病予防や災害関連疾
患の早期発見につながるリスク評価への可能性が示唆された。

目的  　管理栄養士のカリキュラムでは，摂食嚥下機能に応じた食
事計画と評価ができることが挙げられており，口腔機能低下
への理解は必須と考える。そこで，口腔機能低下を理解し，
栄養ケアプラン作成のスキルの修得を目指した授業を試み
た。

方法  および結果　管理栄養学科2年生を対象に口腔疾患と栄養と
の関連，口腔乾燥，オーラルディアドコキネシスなどの評価
法について学修した。口腔機能低下への理解が深まることが
示唆された。

Down症候群（DS）の口腔機能
評価の実際　～長崎スタディ－～

維持透析患者の口腔状況と食事の
楽しみについて
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3）

（1） 神奈川歯科大学健康科学講座口腔保健学分野，2） 神奈川歯科大学歯科診療支援学講座歯科メンテナンス学
分野，3） 神奈川歯科大学健康科学講座災害歯科学分野・酸化ストレス /ESR 研究室，4） 東京歯科大学口腔健
康科学講座摂食嚥下リハビリテーション研究室，5） 神奈川歯科大学短期大学部歯科衛生学科，6） みさかえの
園 総合発達医療福祉センターむつみの家，7） 神奈川歯科大学全身管理歯科学講座障害者歯科学分野）
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（1） 相模女子大学栄養科学部管理栄養学科応用栄養学研究室，
2） 相和会渕野辺総合病院栄養科）

健常者に比べ口腔機能低下症のリスクが高い Down 症候群
（DS）者の口腔機能の低下を予防することは，DS者の健康長寿
を実現するために重要である。今回我々はDS者の口腔機能状態
を多角的に評価した結果，成人期における口腔機能は比較的に低
い傾向にあり，加齢とともにさらに低下する可能性が示された。
また，エビデンスに基づいた口腔機能低下の予防的アプローチに
関するフィールド活動も紹介したい。

目的  　透析患者の口腔水分，口腔細菌数，オーラルフレイル，味
覚症状の有無，食事の楽しみの有無について実態を把握し，
これらが食事の楽しみと関連しているか否かについて検討す
ることを目的とした。

方法  および結果　外来維持透析患者36名を対象に，口腔水分と
口腔細菌数の測定を実施し，オーラルフレイル，味覚症状，
食事の楽しみについて問診した。食事の楽しみは透析前後の
口腔水分値の変化量と有意に関連していた。

大学生への口腔衛生指導
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4）

（1） 相模原歯科医師会，2） えだ歯科医院，3） 神奈川県歯科衛生
士会，4） 相模女子大学栄養科学部管理栄養学科応用栄養学研
究室）

歯科検診を受ける機会の少ない管理栄養学科学生120名に対し
て，歯科保健の重要性を啓発する目的で，2017年から2020年に
講義と口臭チェック，位相差顕微鏡によるプラーク観察などを
行った。事前に日本歯科医師会が提唱する「生活歯援プログラ
ム」を使用することで，個人のう蝕リスクに合わせた歯科保健指
導を行った。また，3か月後に同プログラムを実施し行動変容を
評価した。今後の展望と合わせて考察したので報告する。
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